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会報まち８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

夏休み夜間巡回パトロールを、青少年育成会と中学育成会が中心となり、期間中の午後10時から実施し

ています。

平成元年から続けていますが、平成５年、中学生が夜間にバイクを盗み乗り回すという事案が発生した

時には、午前０時からパトロールをしたこともあります。

パトロールを始めた頃中学生だった方が、今は保護者とし

て協力していただいています。最近では夜間の徘徊やたむろ

する等の報告はありませ

ん。

今年も10日間で40人

がこのパトロールに参

加しています。

子供達の健全育成の

活動にご協力ありがと

うございます。

夏休み夜間巡回パトロール

東西町夏の風物詩となった夏休み みんなでラジ

オ体操が始まっています。

７月25日(水)～8月12日(日)の間、東西町内の３ヶ

所で毎朝７時から行っています。

「はじめま～す」と子供リーダーと大人のお世話役

の掛け声でＣＤから曲が流れると、自然と体が動き

ます。ラジオ体操でいい汗をかき生活リズムを作り

ましょう。暑い夏ですが、みなさんの顔を見るだけ

でも元気になるような気がします。お出かけくださ

い。

夏休み みんなでラジオ体操

児童クラブから、

北側駐車場が砕石

舗装のため、保護

者が児童を送迎の

際、小石が跳ね危

険であるので、安

全対策として舗装

をして欲しい旨の

要望が出ていまし

た。この度、舗装と駐車スペースを増やす為の区画

線と車止めの工事が完成しました。左右で10台駐車

出来ますので、区画線に沿って駐車をお願いします。

コミセン北側駐車場舗装工事が完成

舗装が完了したコミセン北側駐車場

↑ 2区・3区の2日目の参加者
← 2区の道路横断箇所では安全の見守りも

みなさんの伸びた手が素晴らしい4区

1区のみなさん参加してくださ～い

真っ暗な東西町スポーツ広場 暑い夏も公園墓地ではヒンヤリ～

日 曜日 ８月の予定表
1 水

2 木 コミセン100歳体操/習字

3 金 地域福祉委員会　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 銭太鼓/ソフトバレー

5 日 写真/マージャン/万寿会ゴミ拾い

6 月

7 火 つどい100歳体操/男のクッキング

8 水

9 木 ＜パソコン教室⑤＞　コミセン100歳体操/習字

10 金

11 土
＜青少年・各育成会合同お楽しみ親睦会＞
野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

12 日

13 月

14 火 ＜夏祭り＞

15 水

16 木 ＜仏様送り＞

17 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

18 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会　＜町民花火大会＞

19 日 敬老会企画会議

20 月

21 火 つどい100歳体操

22 水

23 木 ＜パソコン教室⑥＞　コミセン100歳体操／習字

24 金 ＊不燃ごみ

25 土
野菜市8:00頃～/敬老会実行委員会
銭太鼓/ソフトバレー

26 日

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 コミセン100歳体操

31 金

９月の予定
2 日 かんたん(時短)クッキング【福祉部】

9 日 敬老会【福祉部・実行委員会】

17 祝 子供みこし【実行委員会】
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命に関わる暑い夏を乗りきるために

熱中症にならないため

に、１日２リットル程

度の水分をこまめに摂

りましょう。(麦茶がお

すすめ)

水分だけではなく塩分も摂りま

しょう。塩分を吸収させるために

は多少の糖分が必要です。

暑さを我慢せずにエアコン等を

利用するなど、なんとかこの猛暑

を乗り切りましょう。

野菜市

今月は盆花も販売します

わくわくショップ

８月は休止です

第43回東西町夏祭り開催

日時：８月14日(火)

場所：コミセン

花火の打ち上げ

とみくじ

屋台・・・etc

路上駐車は止めましょう
夏休みに入りふるさと東西町

に帰省される方で、人も車も増

える時期です。楽しい休みが事

故等で台無しにならないように、

歩行者や自転車は飛び出しなど

しないようにしてください。

車を所有されている方は路上

駐車をしないようにお願いしま

す。

駐車場にお困り

の方はご相談くだ

さい。

盆の事務業務について

８月14日～16日の間は、夏祭り及び
仏様送り等の準備のため事務業務は
休みます。
緊急時にはコミセン又は、事務所玄関に

掲示してある連絡先にお願いします。

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

盆花も販売します
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７月22日(日)参加者の集合も良く10時前にクイー

ンボウル送迎バスでつどいを出発。

「東西町ボーリング大会スタート！」の館内アナ

ウンスでレーン先頭の５名が一斉に投球開始。

今年は最多22名の参加がありました。果たして戦

績とボールの行方は？

優勝 小杉達男(4-3)、

２位 佐藤重明(4-2)、３位

原 和正(4-2)でした。

(敬称略)

表彰式では、入賞者３名

を含んだ10名が抽選により

賞品を獲得されました。

小学生と75歳以上にはハ

ンディを設けていますので

どなたでも楽しめます。

ボーリング大会

今年度から新たに開催されたパソコン教室(ワー

ド初級)にやる気満々の３名が申し込みをされまし

た。講師は、河村 昇さん(3-1)です。

６月から毎月２回づつ、計10回コース、１回１時間

という短時間集中で行っています。

10回を終え

る頃には写真

等を貼り付け

た文章が作れ

るようになっ

ていることと

思います。

めったに “まち”に載らない「西町サロン」。

七夕まつりやりました！！

銭太鼓の

子供たちも

参加してく

れました。

みんなで

短冊書いて、

笹に結びつけて、老若一緒に作業して、楽しさ倍増

です。もちろんお馴染の銭太鼓を観せてくれたし、

おばあちゃん達は銭太鼓体験させてもらってはしゃ

ぐなど・・。いい七夕の会だったですよ！！

９月は「命を守る避難の仕方」ってお話を聴くの、

いいかもねってことに・・。

他の２区、３区、４区でも地域福祉委員とサロン

の世話役の方々がそれぞれ趣向を凝らした七夕会を

開催されました。

パソコン教室

７月１日(日)西伯小学校コミュニティスクールと

青少年育成会合同によるリサイクル活動を行いまし

た。青少年育成会役員と、多くの小学生や保護者の

協力のおかげで短時間で終えることができました。

リサイクル

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

4区5班 向山良子 東町349

3区1班 濵本絵美 東町205

投稿記事

一昨年から防犯パトロールの

声を小学生にお願いしています。

今年は長門 響さん(2-1)に吹

込みをお願いしました。

防犯パトロール声の主

参加者の集合写真

左から小杉、佐藤、原

子供達も大活躍で、短時間で終わりました
真ん中を狙ってるけど・・・

チャレンジしようとする気持ちが大事

遊友くらぶ(代表 松永綾子さん)とわくわくショッ

プ(代表 阿部栄子さん)から10,000円づつ 計20,000

円を義援金として社協に届けられました。

義援金を贈られました
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青少年・小・中育成会合同お楽しみ親睦会

【青少年育成会】

東西町青少年育成会・子供育成会・中学育成会及びそ

の家族合同のお楽しみ親睦会を開催します。

日時：８月11日(土)

行き先：宍道湖自然館ゴビウス～出雲大社

申し込み受付は終了しています

第43回東西町夏祭り【人づくり部・実行委員会】

今年は花火を打ち上げます。ご期待ください！！

日時：８月14日（火）17：00開会

場所：コミセン

▲会場の受付で、１人１枚とみくじ引換券ととみく

じ券を交換します。(全戸配布して

ある夏祭りチラシについているとみ

くじ引換券を持参してください)

仏様送り【町づくり部】

日程：８月16(木)15：00受付開始

場所：コミセン

供養品：可燃物のみ受付します

(陶器及び金属類は受付できません)

参加料：無料 詳細は、後日回覧でお知らせします

かんたん(時短)クッキング【福祉部】

日程：９月２(日)10：00～13：00

場所：コミセン

内容：ギョウザ、缶詰を使った料理等

指導者：佐藤美知子さん、野口裕子さん

参加料：１世帯200円(子育て中のご家族)

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、手拭き

申し込み：８月27日(月)まで

託児もしますのでお気軽にご参加ください

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

７月25日～28日の４日間「なんぶっこ夏休み塾・

東西教室」を開催しました。

地区の高校生３名を含めた６名の方に指導者とし

てお世話になり、20名の児童が参加しました。

ラジオ体操から帰って一休みした後、なんぶっこ

塾で勉強。

休み中の生活リズ

ムをこの調子で続け

てください。

なんぶっこ夏休み塾東西町教室

コミセンの和室に牛乳パックのイスを置いていま

したが、頑丈なスツールを

購入しました。

足が木製なので畳が傷

むことを防ぐために、遊

友くらぶの皆さんに足カ

バーを作っていただきま

した。

遊友くらぶ

７月６日(金)から西日本を中心とした豪雨災害が

発生しました。南部町全域に避難準備情報が発令さ

れ、町内５ヶ所に避難所が開設されました。

８日(日)に予定されていた南部町の防災訓練で、

事務局の対応を確認することにしており、５日に打

ち合わせをしたばかりでした。事務局では６日～７

日にかけて、災害の予兆を見回るパトロールを行っ

たり、自主的に避難所をコミセンに開設しました。

避難所の利用者はありませんでした。

今まで大丈夫だったからではなく、何か変！と感

じたら早めに避難を行ってください。

西日本豪雨で自主避難所開設

手作りの足カバー

７月23日(月)阿賀駐在所員の伊藤さんと成実駐在

所員の藤田さんに来ていただき、”さすまた”につ

いて事務局４名が説明を聞きました。

”さすまた”は、警察官でも操作が難しいと言わ

れ、立ち向かうために使用するのではなく、時間稼

ぎをしなくては

いけない場合に、

複数人で対処す

ること等、”さ

すまた”につい

ての話を聞きま

した。

さすまた説明会

２日目はコミセン和室で
行いました
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れ、立ち向かうために使用するのではなく、時間稼

ぎをしなくては

いけない場合に、

複数人で対処す

ること等、”さ

すまた”につい

ての話を聞きま

した。

さすまた説明会

２日目はコミセン和室で
行いました
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会報まち８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

夏休み夜間巡回パトロールを、青少年育成会と中学育成会が中心となり、期間中の午後10時から実施し

ています。

平成元年から続けていますが、平成５年、中学生が夜間にバイクを盗み乗り回すという事案が発生した

時には、午前０時からパトロールをしたこともあります。

パトロールを始めた頃中学生だった方が、今は保護者とし

て協力していただいています。最近では夜間の徘徊やたむろ

する等の報告はありませ

ん。

今年も10日間で40人

がこのパトロールに参

加しています。

子供達の健全育成の

活動にご協力ありがと

うございます。

夏休み夜間巡回パトロール

東西町夏の風物詩となった夏休み みんなでラジ

オ体操が始まっています。

７月25日(水)～8月12日(日)の間、東西町内の３ヶ

所で毎朝７時から行っています。

「はじめま～す」と子供リーダーと大人のお世話役

の掛け声でＣＤから曲が流れると、自然と体が動き

ます。ラジオ体操でいい汗をかき生活リズムを作り

ましょう。暑い夏ですが、みなさんの顔を見るだけ

でも元気になるような気がします。お出かけくださ

い。

夏休み みんなでラジオ体操

児童クラブから、

北側駐車場が砕石

舗装のため、保護

者が児童を送迎の

際、小石が跳ね危

険であるので、安

全対策として舗装

をして欲しい旨の

要望が出ていまし

た。この度、舗装と駐車スペースを増やす為の区画

線と車止めの工事が完成しました。左右で10台駐車

出来ますので、区画線に沿って駐車をお願いします。

コミセン北側駐車場舗装工事が完成

舗装が完了したコミセン北側駐車場

↑ 2区・3区の2日目の参加者
← 2区の道路横断箇所では安全の見守りも

みなさんの伸びた手が素晴らしい4区

1区のみなさん参加してくださ～い

真っ暗な東西町スポーツ広場 暑い夏も公園墓地ではヒンヤリ～

日 曜日 ８月の予定表
1 水

2 木 コミセン100歳体操/習字

3 金 地域福祉委員会　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 銭太鼓/ソフトバレー

5 日 写真/マージャン/万寿会ゴミ拾い

6 月

7 火 つどい100歳体操/男のクッキング

8 水

9 木 ＜パソコン教室⑤＞　コミセン100歳体操/習字

10 金

11 土
＜青少年・各育成会合同お楽しみ親睦会＞
野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

12 日

13 月

14 火 ＜夏祭り＞

15 水

16 木 ＜仏様送り＞

17 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

18 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会　＜町民花火大会＞

19 日 敬老会企画会議

20 月

21 火 つどい100歳体操

22 水

23 木 ＜パソコン教室⑥＞　コミセン100歳体操／習字

24 金 ＊不燃ごみ

25 土
野菜市8:00頃～/敬老会実行委員会
銭太鼓/ソフトバレー

26 日

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 コミセン100歳体操

31 金

９月の予定
2 日 かんたん(時短)クッキング【福祉部】

9 日 敬老会【福祉部・実行委員会】

17 祝 子供みこし【実行委員会】
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命に関わる暑い夏を乗りきるために

熱中症にならないため

に、１日２リットル程

度の水分をこまめに摂

りましょう。(麦茶がお

すすめ)

水分だけではなく塩分も摂りま

しょう。塩分を吸収させるために

は多少の糖分が必要です。

暑さを我慢せずにエアコン等を

利用するなど、なんとかこの猛暑

を乗り切りましょう。

野菜市

今月は盆花も販売します

わくわくショップ

８月は休止です

第43回東西町夏祭り開催

日時：８月14日(火)

場所：コミセン

花火の打ち上げ

とみくじ

屋台・・・etc

路上駐車は止めましょう
夏休みに入りふるさと東西町

に帰省される方で、人も車も増

える時期です。楽しい休みが事

故等で台無しにならないように、

歩行者や自転車は飛び出しなど

しないようにしてください。

車を所有されている方は路上

駐車をしないようにお願いしま

す。

駐車場にお困り

の方はご相談くだ

さい。

盆の事務業務について

８月14日～16日の間は、夏祭り及び
仏様送り等の準備のため事務業務は
休みます。
緊急時にはコミセン又は、事務所玄関に

掲示してある連絡先にお願いします。

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

盆花も販売します


