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会報まち６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

5月27日(日)第11回 東西町さつき祭をコミュニティー

センターで開催しました。

大集会室では、作品展示室として、地域の皆さんや各

種団体の作品を展示しました。また、今年は、和室を利

用して、子供用品フリーマーケット＆交換会を初めての

試みとして実施しました。

屋外では、恒例の屋台が併設され、食の屋台村や野菜

市、餅つきコーナーやプラ板ストラップ作りで賑わいま

した。特に、野菜市は開会直後から、行列が出来るくら

いの大盛況で、たちまち完売する人気な野菜もありまし

た。

更に今年は、エコポニーの乗り物やプラズマカーも登場し、子供

たちも楽しく遊んでいました。

また、非常食の試食会や100歳体操って！？など防災や健康につい

ての催しもあり、安全で安心な町づくりに一役買ったのではと思い

ます。

そして、今年も昨年に引続き、南部町高校生サークルwith you 翼

の皆さんの協力もあり、子供から大人までみんなが楽しめるさつき祭

であったと思います。

各種団体及び実行委員の皆さまには準備から協力していただき心より感

謝申し上げます。そして、来場していただいた皆さまも含め、参加者の全

ての方に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

さつき祭実行委員長 中島 誠

第11回東西町さつき祭

コミセン前の道路に並んだ屋台村

健康福祉館でのロコモチェック

●非常食の試食会
●持ち出し袋の確認
●防災クイズに子供
達も挑戦しました

大集会室の作品展示室に、趣味の作品を展示しました 大盛況の手作りストラップとたいこ相撲

大人気のエコポニーとプラズマカー

高校生サークルwithyou翼出店の
スーパーボールすくい

←上手にできた
巨大シャボン玉

日 曜日 6月の予定表
1 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土 万寿会シニアの集い/銭太鼓/ソフトバレー

3 日 ＜春の一斉清掃＞　写真

4 月 3区福祉会

5 火
つどい100歳体操/男のクッキング/２区サロン
４区サロン(外)

6 水 フラダンス

7 木 習字

8 金 1区福祉会/笑いヨガ

9 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレーー

10 日 ＜かんたんクッキング＞　ゴルフ/マージャン

11 月 健康診断

12 火 つどい100歳体操

13 水 2区福祉会/フラダンス/ハンドメイド

14 木 ＜パソコン教室①＞ コミセン100歳体操/4区福祉会/習字

15 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

16 土
つどいわくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー
低山会

17 日 ＜救急蘇生法講習会・通報・避難・消火訓練＞

18 月

19 火 つどい100歳体操

20 水 フラダンス

21 木 コミセン100歳体操/習字

22 金 ＊不燃ごみ

23 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

24 日 写真

25 月 うたの会

26 火 まちの保健室

27 水 フラダンス/ハンドメイド

28 木 ＜パソコン教室②＞　コミセン100歳体操/習字

29 金

30 土 銭太鼓/ソフトバレー

7月の予定
1 日 リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

22 日 ボールング大会【人づくり部】

25 水 夏休み　みんなでラジオ体操【人づくり部】
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空き巣や侵入盗に注意！

気温も上がり、窓を

開ける時期になりま

した。

空き巣や侵入盗に気をつけ

ましょう。

在宅時でも侵入されることもあ

るようです。

特に、外出や就寝の時には必ず

施錠をしましょう。

刃物研ぎが来ます

来月7月21日(土)のわくわくショッ

プで行います。

予定表の記載について

行事予定表のコミセンで開催し

ている100歳体操の記載が変更に

なります。

コミセンで行っている100歳体

操を、先月号までは、【100歳体

操＆レクトレ】及び【100歳体操

＆万寿会軽体操】と記載していま

したが、今月からは、どちらも

コミセン100歳体操と記載する

ことになりました。

つどいで行っている100歳体操

は現行のまま

つどい100歳体操です

筋肉量を増やすのに最適です。

どうぞ皆さんご参加ください

郵便局向かいの木を伐採

中学生の自転車通学路にもなっ

ている郵便局向かいの歩道に山

の木等が、かぶさるようになっ

ていました。地区の方が伐採作

業をされました。

ありがとうございました。

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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「わー 大きい！」 「甘―い！」

ビニールハウスの中に、賑やかな声が響き渡りま

す。雨の中を出掛けた、いちご狩りですが、実は雨

の方がハウス内は涼しくて良いとの事。

真っ赤で大きないちごが、あちらにもこちらにも。

「美味しいねー」「しあわせー」と言いながら手と

口はずっと動きぱなし。もう食べられない、お腹一

杯！と思っていても赤くて、大きいいちごを見つけ

ると思わずしゃがんで摘み取ります。

当地区に住んでおられる小松さんの農園で「紅ほっ

ぺ」と「章姫(あきひめ)」のいちご狩りをさせてい

ただきました。その後、風力発電を見学し、近くの

農家で「巨大サボテン」のハウスも見せていただき

ました。総勢29人が参加した実りの多い半日でした。

原 はる代(4-2)

いちご狩りと風力発電を見学！

東西町地区には不在地主(空き家含む)箇所で、

遠方等の理由で草刈りをされない所が44箇所あり

ます。振興協議会発足以前から草刈り要請をし、

ご自身で作業されない方は作業費をいただき地区

で草刈りをしています。

今年度も40名の方へ草刈り依頼文書を発送しま

した。そして、平成22年

度から草刈り後の写真を

依頼者に送ることで信頼

関係を築いています。

現在、草刈りが終わっ

た箇所の写真を順次撮っ

ています。

5月15日(火)わくわくショップスタッフを中心と

した6名が社協のキャラバンで日南町に出かけ、わ

くわくショップや野菜市に安全な野菜を提供してい

ただいている農家さんと交流をしました。

今年は、干し芋を作ろうということで、さつま芋

苗の植え付けをしました。以前にもさつま芋は作っ

たことがありましたので、皆さん手際よく船底型に

植え付けましたが、雨を含んだ土をクワで持ち上げ

て畝(うね)を作る作業がなかなか難しく、農家のプ

ロの伊田さんや向

原さんに手伝って

いただきながら完

了しました。

秋に収穫して、

めぐみの里で干し

芋を作ろうと考え

ていますのでご参

加ください。

引き続きさつき祭に使用するよもぎの摘み取りを

行いました。

この日は、県内で日南町が最も気温が高い日とな

り短時間で切り上げましたが、人数が多かったので

収穫は例年通りありました。

コミセンに戻って処理を終えたら夕方になってい

ました。ご協力ありがとうございました。

お蔭様で今年も

美味しい草餅が提

供できたと思いま

す。

不在地主への草刈り後の写真送付

生産者との交流会&よもぎ摘み

草刈り後の写真を送ります

納税組合が3月末で廃止されました。水道・下水

道納付書は従来どおり地区で配布していただく事で

手数料が協議会に入ります。従って、納税組合に加

入している方はそのまま水道・下水道納付書配布組

合員へ移行させていただきます。ご了解をお願いし

ます。

納税組合が水道・下水道納付書
配布組合へ替りました

70年もののサボテンも見学しました
慣れないクワで畝(うね)づくり

景色と気温も最高でした！

美味しさで止まりません

ワー感激！
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春の一斉清掃【町づくり部】

日時：6月3日(日)7：50～ラジオ体操

8：00～一斉清掃

清掃場所：東西町内の公共スペース及び宅地回りの

除草や側溝等の清掃をお願いします。

★草(お渡しする袋に入れて9：00頃までに可燃ごみ

集積場に置いてください

★泥は本部（協議会事務所)に回収車を要請してくだ

さい。

宅地、管理地、所有地などのはみ出し樹木の剪定

や草取りも定期的にお願いします。(処分は各自にて)

班長の指示に添って清掃をお願いします。

泥回収車は、泥を集めてから要請し、班員で積み

込みをお願いします。

ご協力をお願いします。

かんたんクッキング【福祉部】

簡単に美味しいおかずが作れる裏技を教えていた

だきます。子育て支援の一助になればと思い企画し

ましたので、子育て中のご家族の参加をお待ちして

います。

日時：6月10日（日）10：00～13：00

場所：コミセン

指導者：佐藤美知子さん(4-2)

参加料：1世帯200円

参加条件：子育て中のご家族（託児します）

持ち物：エプロン、三角巾、マスク

申し込み：6月8日(金)まで・先着5家族です

救急蘇生法講習会と通報・避難・消火訓練

【事務局】

日時：6月17(日)9：30～11：30

場所：コミセン

内容：①イザという時に役立つ救急蘇生法講習会

②通報・避難・消火訓練

一度受けたから大丈夫ではなく、何度でもご参加

ください。班長、協議会役員の皆さんのご参加もお

願いします。動きやすい服装でご参加ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

6月から町の管理のもと、下記の内容・範囲で利

用できるようになりました。

①利用申込み

個人利用：利用申込み不要

団体利用：貸し切りの場合は利用申込必要

南部町建設課（66-3115）

※東西町地域振興協議会への申請は不要です

②利用料

南部町民は無料(町外の方は有料）

③トイレ

男性用、女性用を利用できます

申込みがあれば多目的トイレの使用もできます

④利用制限

野球・サッカー等・・・・・・防球ネットを

飛び越える恐れのあることには使用できません

（キャッチボールやパス練習は可能です）

駐車場にはフェンスがないため、ボール等は使

用できません

⑤進入路及び駐車場

国道からの進入路は通常閉鎖しています

スポーツ広場南側進入路(水路管理道)は、拡幅工

事及びガードパイプ設置終了まで進入禁止です

駐車場には乗り入れが出来ません

※車は必ずコミセン駐車場を利用してください

●注意事項

住宅が近い

ので、早朝や

深夜の施設利

用は止めてく

ださい

東西町スポーツ広場が
一部利用できるようになりました

4月に開催された通常総会では福祉部員が１名空

白でしたが、この度決まりましたのでお知らせしま

す。

地域福祉委員の代表として福祉部に入っていただ

きます4区5班 守屋啓子さんです。

総会議案書役員名簿 福祉部に追加をお願いしま

す。

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

3区4班 細田一雄 東町268

2区2班 立元隆裕 東町4-26 コーポ南部Ｂ

福祉部員紹介

壁打ち場とバスケットゴール
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④利用制限

野球・サッカー等・・・・・・防球ネットを

飛び越える恐れのあることには使用できません

（キャッチボールやパス練習は可能です）

駐車場にはフェンスがないため、ボール等は使

用できません

⑤進入路及び駐車場

国道からの進入路は通常閉鎖しています

スポーツ広場南側進入路(水路管理道)は、拡幅工

事及びガードパイプ設置終了まで進入禁止です

駐車場には乗り入れが出来ません

※車は必ずコミセン駐車場を利用してください

●注意事項

住宅が近い

ので、早朝や

深夜の施設利

用は止めてく

ださい

東西町スポーツ広場が
一部利用できるようになりました

4月に開催された通常総会では福祉部員が１名空

白でしたが、この度決まりましたのでお知らせしま

す。

地域福祉委員の代表として福祉部に入っていただ

きます4区5班 守屋啓子さんです。

総会議案書役員名簿 福祉部に追加をお願いしま

す。

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

3区4班 細田一雄 東町268

2区2班 立元隆裕 東町4-26 コーポ南部Ｂ

福祉部員紹介

壁打ち場とバスケットゴール
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会報まち６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

5月27日(日)第11回 東西町さつき祭をコミュニティー

センターで開催しました。

大集会室では、作品展示室として、地域の皆さんや各

種団体の作品を展示しました。また、今年は、和室を利

用して、子供用品フリーマーケット＆交換会を初めての

試みとして実施しました。

屋外では、恒例の屋台が併設され、食の屋台村や野菜

市、餅つきコーナーやプラ板ストラップ作りで賑わいま

した。特に、野菜市は開会直後から、行列が出来るくら

いの大盛況で、たちまち完売する人気な野菜もありまし

た。

更に今年は、エコポニーの乗り物やプラズマカーも登場し、子供

たちも楽しく遊んでいました。

また、非常食の試食会や100歳体操って！？など防災や健康につい

ての催しもあり、安全で安心な町づくりに一役買ったのではと思い

ます。

そして、今年も昨年に引続き、南部町高校生サークルwith you 翼

の皆さんの協力もあり、子供から大人までみんなが楽しめるさつき祭

であったと思います。

各種団体及び実行委員の皆さまには準備から協力していただき心より感

謝申し上げます。そして、来場していただいた皆さまも含め、参加者の全

ての方に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

さつき祭実行委員長 中島 誠

第11回東西町さつき祭

コミセン前の道路に並んだ屋台村

健康福祉館でのロコモチェック

●非常食の試食会
●持ち出し袋の確認
●防災クイズに子供
達も挑戦しました

大集会室の作品展示室に、趣味の作品を展示しました 大盛況の手作りストラップとたいこ相撲

大人気のエコポニーとプラズマカー

高校生サークルwithyou翼出店の
スーパーボールすくい

←上手にできた
巨大シャボン玉

日 曜日 6月の予定表
1 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土 万寿会シニアの集い/銭太鼓/ソフトバレー

3 日 ＜春の一斉清掃＞　写真

4 月 3区福祉会

5 火
つどい100歳体操/男のクッキング/２区サロン
４区サロン(外)

6 水 フラダンス

7 木 習字

8 金 1区福祉会/笑いヨガ

9 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレーー

10 日 ＜かんたんクッキング＞　ゴルフ/マージャン

11 月 健康診断

12 火 つどい100歳体操

13 水 2区福祉会/フラダンス/ハンドメイド

14 木 ＜パソコン教室①＞ コミセン100歳体操/4区福祉会/習字

15 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

16 土
つどいわくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー
低山会

17 日 ＜救急蘇生法講習会・通報・避難・消火訓練＞

18 月

19 火 つどい100歳体操

20 水 フラダンス

21 木 コミセン100歳体操/習字

22 金 ＊不燃ごみ

23 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

24 日 写真

25 月 うたの会

26 火 まちの保健室

27 水 フラダンス/ハンドメイド

28 木 ＜パソコン教室②＞　コミセン100歳体操/習字

29 金

30 土 銭太鼓/ソフトバレー

7月の予定
1 日 リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

22 日 ボールング大会【人づくり部】

25 水 夏休み　みんなでラジオ体操【人づくり部】
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空き巣や侵入盗に注意！

気温も上がり、窓を

開ける時期になりま

した。

空き巣や侵入盗に気をつけ

ましょう。

在宅時でも侵入されることもあ

るようです。

特に、外出や就寝の時には必ず

施錠をしましょう。

刃物研ぎが来ます

来月7月21日(土)のわくわくショッ

プで行います。

予定表の記載について

行事予定表のコミセンで開催し

ている100歳体操の記載が変更に

なります。

コミセンで行っている100歳体

操を、先月号までは、【100歳体

操＆レクトレ】及び【100歳体操

＆万寿会軽体操】と記載していま

したが、今月からは、どちらも

コミセン100歳体操と記載する

ことになりました。

つどいで行っている100歳体操

は現行のまま

つどい100歳体操です

筋肉量を増やすのに最適です。

どうぞ皆さんご参加ください

郵便局向かいの木を伐採

中学生の自転車通学路にもなっ

ている郵便局向かいの歩道に山

の木等が、かぶさるようになっ

ていました。地区の方が伐採作

業をされました。

ありがとうございました。

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


