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会報まち１０月
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

９月25日(日)爽やかな秋晴れの

もと、190名の該当者のうち69名

の方に参加していただき、平成28

年度東西町敬老会が行われました。

来賓としてご出席いただいた坂

本町長の祝辞の後、区ごとでの記

念撮影。皆さんの笑顔がとても素

敵でした。アトラクションには第

１回から出演していただいている

「子ども銭太鼓」の皆さんによる

一生懸命な姿に感動しました。続いて、「大下一座」による獅子舞、ひょっ

とこ踊り、どじょうすくい、玉すだれ、と怒涛のごとく繰り出される名演技

に、会場は大にぎわい。特に大下耕之介君(５歳)は可愛らしさを超越した名

演技で、皆さん拍手喝采。そして締めは手話講座を受講している役員の手話

で「ふるさと」の合唱。

なお、今年も福祉部員、地域福祉委員、各区の区長、協議会の

事務局で構成された実行委員会による手作りの敬老会でしたが、

皆さんが大変楽しく過ごされたようで、実行委員一同も達成感

を味わった１日でした。閉会後の反省会では、建設的な提案が

なされ、来年はさらに素晴らしい敬老会にするよう努力するこ

とを誓い合いました。 実行委員長 佐藤重明

第１０回 東西町地区敬老会

親子どじょうすくいも披露

祝辞を述べられる坂本町長
ご出席された皆さんのにこやかな笑顔

子供達の名演技に身を乗り出して拍手を送る
皆さん(会場があっという間に幸せ一杯に)

絶妙な腰さばきを披露した
ひょっとこ踊りの耕之介君

可愛らしい子ども銭太鼓の演技 手話講座に参加の役員による手話で「ふるさと」を大合唱

ことわざジェスチャークイズの
出題にもご協力いただきました

日 曜日 １０月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜秋の一斉清掃＞ 写真

3 月

4 火 絵手紙/男のクッキング

5 水 フラダンス/マージャン/ミニテニス

6 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

7 金
運動会２日前会議19：30～/万寿会軽体操/4区レクトレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

8 土 野菜市8:30～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 ＜運動会＞

10 月 マージャン/ゴルフ

11 火 ４区サロン

12 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

13 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

14 金 ３区サロン/笑いヨガ

15 土 ＜手話講座＞　わくわくショップ10:30～/低山会

16 日 南部町長選挙・南部町議会議員一般選挙

17 月

18 火

19 水 １区サロン/フラダンス/３区サロン/ミニテニス

20 木 ダンス/万寿会軽体操/ミニテニス

21 金 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

22 土
＜干支づくり＞　野菜市8:30～
銭太鼓/ソフトバレー/ソフトバレー

23 日 ＜ボランティアフェスティバル＞　写真

24 月 うたの会/町集団健診

25 火 まちの保健室

26 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

27 木 習字/ダンス/ミニテニス

28 金 運営委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

31 月 ２区サロン

１１月の予定
12 日 健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

20 日 リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】
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ローズちゃん号の日程が
一部変更になりました

ローズちゃん号は、木曜日が運

休になったため９月30日から日程

及び停車場所が一部変更になりま

した。

月曜日・金曜日

●３区新運動公園(仮称)入り口付近

●２区協議会事務所前

月曜日のみ

●４区第一設計事務所付近

土曜日のみ

●１区３班松原様宅前

到着は音楽でお知らせいただき

ます。ごみ袋も販売していただい

ていますので、ご利用ください。

先の事を考えながら利用して守る

ことも必要だと思います。

ネコは室内で飼いましょう

東西町ではネコによるふん害、

畑荒らし等の苦情が今でも多発

しています。

ご近所とのトラブルにならな

いよう室内で飼ってください。

室内飼育のメリット

①交通事故にあう危険がない

②感染病にかかる危険が少ない

③虐待などの被害にあうことが

ない

また、野良ネコにエサを与え

る事は絶対にやめましょう。

投票に行きましょう

10月16日(日)に南部町長選挙及

び南部町議会議員一般選挙が行わ

れます。

自分達の住んでいる町を託すこ

とができる方を選

びましょう。

選挙権の有る18歳

以上の方は、投票

に行きましょう。

わくわくショップ
刃物研ぎを行います
受付は8時からです

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります
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９月４日(日)防災訓練を行いました。今回は、安否確認協力

委員、避難所対応委員、事務局の行動確認に加えて、夜間の大

雨を想定し避難する時の問題点や提案、自宅で安全に待機する

方法等について話し合っていただきました。

９時の放送で訓練開始。125名が夜間の大雨を意識した中で

コミセンに集合した後、ファシリテーターの進行でワークショッ

プを開催しました。区ごとで気付いた事柄を付箋に書き出し、

住宅図に貼って行き、安全な避難の方法を考えていただきまし

た。最後に各区の代表が出た意見や対応策等のまとめを発表し、

境港消防署長 竹田新太郎さん(3-4)、米子消防署係長 山形和也

さん(4-3)のお二人から、日頃から災害情報に関心を持ち、想定

外の場合でも自己判断し対応できるようにしておくことが重要

ですとの助言をいただきました。

※これまで推奨の避難経路を

決めていましたが、今後は、災

害発生状況に応じて自己判断し、

安全な経路でいち早く避難して

いただくようにお願いします。

防災訓練(避難訓練とワークショップ)

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞ よろしくお願いします

１区１班 高木洋一 西町44

＜退去・退会＞ お世話になりました

３区２班 藤本勝也 東町216

４区４班 内屋安隆 東町320

８月28日(日)つどいで、夏休み期間中に行いまし

た、みんなでラジオ体操において１日も休まず皆勤

された方42名の表彰式を行いました。この日を楽し

みにしていた？ちびっ子達は、元気良く返事をし、

大人のお手本のとおり表彰状を両手でていねいに受

け取ることができまし

た。

来年は今年以上に皆

勤の方が増えることを

願っています。

ワークショップの様子 １区(奥)、４区(手前)

危険箇所をメモしながらコミセンへ 区ごとに発表助言者の竹田さんと山形さん

９月27日(火)つどいで災害時安否確認協力委員会

を開催しました。①先日の防災訓練で出た課題の

検討 ②避難準備情報発令時の対応 ③安否確認協

力委員の役目等について話し合いがなされました。

ほとんどの委員が出席され、熱心な質問や提案

がありました。こういう熱い想いを持った方々に

よって安心な東西町ができていることを再認識し

まし

た。

感謝

です。

安否確認協力委員会議夏休み みんなでラジオ体操表彰式

ワークショップの様子 ２区(奥)、３区(手前)

会議に出席された災害時安否確認協力委員の皆さん

親子で皆勤賞でした

表彰式に集まった皆勤賞の皆さん
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秋の一斉清掃【町づくり部】

日 時：10月２日(日)

7：50～ラジオ体操

8：00～一斉清掃

班長の指示に従い、宅地周辺や管理地周辺及び

側溝、公共スペースの除草と清掃をお願いします。

※班長は7：20～7：40の間に協議会事務所にお越

しください。

(草や可燃ごみ袋、作業マニュアルをお渡しします)

皆さんのご協力をお願いします。

東西町地区大運動会【人づくり部・実行委員会】

日 時：10月９日(日)

10：00開会予定

場 所：ふるさと交流セン

ターグラウンド

(悪天候時)

ふるさと交流センター体育館

★全員参加できる種目もあります。

★終了後には、各区での懇親会も計画されています。

★シャトルバスも運行します。

※プログラム及びシャトルバス運行表を全戸に配

布しますのでご確認ください。

東西町全体で行われる親睦の運動会に皆さんご来

場をお願いします。

干支づくり【人づくり部】

日 時：10月22日(土)

10：00～14：00(予定)

場 所：つどい

講 師：阿部栄子さん(1-1)

内 容：酉をちりめんで制作

参加料：500円程度

準備品：裁縫道具・昼食等

申し込み締め切り：10月14日(金)

※詳細は申込み時にお知らせします

健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

日 時：11月12日(土) 9：20～受付

出発 9：30 帰着(予定)13：00

コース：米子市笑い通り～中町〈約２㌔〉

申し込み締め切り：10月28日(金)

※詳細は後日回覧します

行事等のお知らせ どうぞご参加ください

万寿会の皆さん 軽体操に参加しませんか！

毎月第１週の木曜日と第３週の木曜日にコミセン

で9：30～11：30の時間帯に、いきいきクラブ体操

とカローリング、ミニグラウンドゴルフ等のゲーム

及びお茶会を行っています。仲間づくりと体力づく

りを目的として楽しく開催しています。

４区４班 田浪照雄

万寿会軽体操

「わっしょい、わっしょい」

台風16号の影響の雨対策にかっぱを着こんで12時

30分、コミセンを出発しました。

今年は急遽、コースも変更し太鼓や本神輿のお披

露目も控え、樽みこし

(男みこしと女みこし)

２基の練り歩きとなり

ました。

沿道からの声援を受

けながら、「わっしょ

い」の威勢の良いかけ

声が東西町中に響き渡

りました。

参加した子供達に

とって、保護者や地

域の大人と一緒になっ

てみこしを担いだこ

とは、大きくなって

も思い出として心に

残ることでしょう。

子供みこし

雨の中でもがんばりました

先ず最初に「いきいきクラブ体操」で体を温めます

休憩所まであと少しだ「わっしょい！」

イメージ
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東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

９月25日(日)爽やかな秋晴れの

もと、190名の該当者のうち69名

の方に参加していただき、平成28

年度東西町敬老会が行われました。

来賓としてご出席いただいた坂

本町長の祝辞の後、区ごとでの記

念撮影。皆さんの笑顔がとても素

敵でした。アトラクションには第

１回から出演していただいている

「子ども銭太鼓」の皆さんによる

一生懸命な姿に感動しました。続いて、「大下一座」による獅子舞、ひょっ

とこ踊り、どじょうすくい、玉すだれ、と怒涛のごとく繰り出される名演技

に、会場は大にぎわい。特に大下耕之介君(５歳)は可愛らしさを超越した名

演技で、皆さん拍手喝采。そして締めは手話講座を受講している役員の手話

で「ふるさと」の合唱。

なお、今年も福祉部員、地域福祉委員、各区の区長、協議会の

事務局で構成された実行委員会による手作りの敬老会でしたが、

皆さんが大変楽しく過ごされたようで、実行委員一同も達成感

を味わった１日でした。閉会後の反省会では、建設的な提案が

なされ、来年はさらに素晴らしい敬老会にするよう努力するこ

とを誓い合いました。 実行委員長 佐藤重明

第１０回 東西町地区敬老会

親子どじょうすくいも披露

祝辞を述べられる坂本町長
ご出席された皆さんのにこやかな笑顔

子供達の名演技に身を乗り出して拍手を送る
皆さん(会場があっという間に幸せ一杯に)

絶妙な腰さばきを披露した
ひょっとこ踊りの耕之介君

可愛らしい子ども銭太鼓の演技 手話講座に参加の役員による手話で「ふるさと」を大合唱

ことわざジェスチャークイズの
出題にもご協力いただきました

日 曜日 １０月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜秋の一斉清掃＞ 写真

3 月

4 火 絵手紙/男のクッキング

5 水 フラダンス/マージャン/ミニテニス

6 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

7 金
運動会２日前会議19：30～/万寿会軽体操/4区レクトレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

8 土 野菜市8:30～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 ＜運動会＞

10 月 マージャン/ゴルフ

11 火 ４区サロン

12 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

13 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

14 金 ３区サロン/笑いヨガ

15 土 ＜手話講座＞　わくわくショップ10:30～/低山会

16 日 南部町長選挙・南部町議会議員一般選挙

17 月

18 火

19 水 １区サロン/フラダンス/３区サロン/ミニテニス

20 木 ダンス/万寿会軽体操/ミニテニス

21 金 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

22 土
＜干支づくり＞　野菜市8:30～
銭太鼓/ソフトバレー/ソフトバレー

23 日 ＜ボランティアフェスティバル＞　写真

24 月 うたの会/町集団健診

25 火 まちの保健室

26 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

27 木 習字/ダンス/ミニテニス

28 金 運営委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

31 月 ２区サロン

１１月の予定
12 日 健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

20 日 リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】
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ローズちゃん号の日程が
一部変更になりました

ローズちゃん号は、木曜日が運

休になったため９月30日から日程

及び停車場所が一部変更になりま

した。

月曜日・金曜日

●３区新運動公園(仮称)入り口付近

●２区協議会事務所前

月曜日のみ

●４区第一設計事務所付近

土曜日のみ

●１区３班松原様宅前

到着は音楽でお知らせいただき

ます。ごみ袋も販売していただい

ていますので、ご利用ください。

先の事を考えながら利用して守る

ことも必要だと思います。

ネコは室内で飼いましょう

東西町ではネコによるふん害、

畑荒らし等の苦情が今でも多発

しています。

ご近所とのトラブルにならな

いよう室内で飼ってください。

室内飼育のメリット

①交通事故にあう危険がない

②感染病にかかる危険が少ない

③虐待などの被害にあうことが

ない

また、野良ネコにエサを与え

る事は絶対にやめましょう。

投票に行きましょう

10月16日(日)に南部町長選挙及

び南部町議会議員一般選挙が行わ

れます。

自分達の住んでいる町を託すこ

とができる方を選

びましょう。

選挙権の有る18歳

以上の方は、投票

に行きましょう。

わくわくショップ
刃物研ぎを行います
受付は8時からです

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります


