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会報まち９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

恒例の東西町夏祭りを8月14日(火)に開催しました。

早朝７時にもかかわらず30度を超える暑さの中、実行委員がテント設

営を行い、午後からは、小学校・中学校の各育成会が屋台の仕込みを

行いました。そして、午後５時に開会。

受付でのとみくじ券の引き換えでは、久しぶりに500名分全てのとみ

くじ券の交換となりました。

屋台では、飲み物や、かき氷がすごい勢いで売れていき、他の屋台

も午後７時の終了前にはほとんどが売り切れとなりました。

大集会室では、まいちょこ音頭に多くのちびっこや大人が輪を作っ

ておどりました。また、この日のために一生懸命練習してきた子供銭

太鼓の演技に続き、外部出演の津軽三味線を楽しみました。

いよいよとみくじ抽選会が始まり、みんなマイクから聞こえ

る番号と手に持ったとみくじ券の番号を見比べ、ため息をつく人、

喜んで飛び出してくる子供たちで大いに盛り上がりました。

例年ですと、この抽選会終了でお開きとなりますが、その後

今年は、６年ぶりに花火の打ち上げを行いました。

バイパスの向こう側から打ち上がり夜空を彩る大輪の花火は非常

に迫力がありました。

終わりに、近隣の方、御協賛いただいた方々、来場された皆さん、

そして、早朝より準備に汗を流して下さった

役員方、本当にありがとうございました。

実行委員長 中島 誠

義援金を贈りました

この夏祭りの屋台(カレーと焼きそば)の売上

金の一部15,250円を被災地支援の義援金として

社会福祉協議会へ届けました。

第34回 東西町の夏祭り

熱気あふれる屋内の様子、とみくじ券を握りしめた来場者

みんなで踊ったまいちょこ音頭

ぷかぷか
おもちゃすくい

心に響く
津軽三味線

駄菓子屋さん

にぎわう屋
外の様子

猛暑の中、早朝からの準備

日 曜日 ９月の予定表
1 土 運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

2 日
＜かんたんクッキング＞　運動会全体会議
写真/万寿会ゴミ拾い

3 月 万寿会役員会

4 火 つどい100歳体操/男のクッキング

5 水 子どもみこし実行委員会議

6 木 健康増進委員会/コミセン100歳体操/習字

7 金 銭太鼓/笑いヨガ　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

8 土
野菜市8:00頃～　＜ラジオ体操表彰式＞
そばの会/ソフトバレー

9 日 ＜敬老会＞

10 月

11 火 つどい100歳体操/4区・2区合同サロン

12 水 1区サロン/ハンドメイド

13 木 ＜パソコン教室⑦＞　コミセン100歳体操/習字

14 金

15 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

16 日 マージャン

17 月 ＜子どもみこし＞

18 火 つどい100歳体操

19 水

20 木 コミセン100歳体操/習字

21 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

22 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

23 日 たそがれコンサート

24 月 うたの会

25 火 まちの保健室

26 水 ハンドメイド

27 木 ＜パソコン教室⑧＞　コミセン100歳体操/習字

28 金 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

１０月の予定
7 日 東西町運動会【人づくり部・実行委員会】

13 土 干支づくり【人づくり部】

14 日 秋の一斉清掃【町づくり部】

20 土 健康ウォーキング【福祉部】
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東西町スポーツ広場進入路拡幅工事

東西町スポーツ広場進入路の拡

幅工事が行われます。近隣の皆さ

まにはご迷惑をおかけすることが

あります。

工期(予定) ９月３日～９月30日

なお、９月25日(火)～30日(日)は、

グラウンドへの登りスロープ側の土砂

搬出とスロープ改良工事が行われま

すので、この間はグラウンドは使用で

きません。

ご協力をお願

いします。

奥堤池に雑草が

この夏の猛暑のせい？

奥堤池の中にひび割れた地面にびっ

しりと草が生えています。

今までに見たことのない光景に

カメラを向けました。

運動会に向けたグラウンド整備

(草取り)にご協力をお願いします

10月７日に開催される東西町運

動会のグラウンド整備を行います。

短時間で終えたいと思いますの

で、皆さんのご協力をお願いしま

す。

日時：９月30日(日)

8：00～9：00

場所：東西町スポーツ広場

＊草取り用具等を持参ください

車上荒らしに

注意してください！
米子市内では車上

荒らしでの被害が多数

発生しているようです。

９月20日(木)は研修会のため、

事務所は休みになります。

ご理解をお願いします。

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

スポーツ広場整備
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８月16日(木)東西町コミュニティセンターにて、

町づくり部の行事であります「東西町仏様送り」を

恵雲寺(えうんじ)住職様をお招きし開催いたしまし

た。この「東西町仏様送り」は仏様のご供養はもと

より、お供え物なども合わせてご供養しています。

その歴史は長く、今年度で第35回となります。今回

も住職様の講和をいただきました。参加者は58名で

した。 町づくり部長 石田泰弘

仏様送り

不審者侵入想定避難訓練を８月８日(水)に行いま

した。不審者侵入時、児童の避難誘導及び支援員の

対応を目的として、開級してから

初めての避難訓練を実施しました。

登級児童、支援員、協議会事

務局、近所にお住まいの方、社

会福祉協議会の夏休みボランティ

ア体験事業で来ていた中学生(平

成24年の開級当時、小学1年生で

通級していた２名)の計19名で行

いました。

また、阿賀駐在所員の伊藤

さんをはじめ、成実や法勝寺

等から計４名の駐在所員の方

にご協力いただき、さすまた

の使用説明や、不審者への対

応、避難訓練についてアドバ

イスをしていただきました。

後日、

反省点を

まとめ改

善するた

めの話し

合いを行

いました。

放課後児童クラブ避難訓練

７月25日～８月12日までの19日間 毎朝７時から

東西町内の３箇所でラジオ体操を行いました。

お世話役や見守り等のご協力ありがとうございま

した。

夏休みみんなでラジオ体操終了

ご供養しました

1区 みんながんばってラジオ体操に参加しました

2区・3区、最大60名が参加し交流も深めました

４区、毎朝全員がのびのびとしたラジオ体操をしました

さすまたで時間稼ぎ

窓から脱出

真剣に駐在所員から話を聞く児童

３世代６人家族
全員での参加もあ
りました

ごみ拾い犬のワンタンちゃんも皆勤賞。
毎朝スタンプを押してもらいました。

ラジオ体操期間に拾ったごみは１個でし

た。飼い主の鉄山さんに聞くと東西町はご

みが落ちてないとの事です。

万寿会ゴミ拾いや個人の方で拾ってい

いただいている方々のおかげと感謝です。

お知らせ （敬称略）

＜地区内転居＞

2区2班から3区2班に転居されました

尾田知茂 東町103
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敬老会【福祉部・実行委員会】

東西町全体でご長寿をお祝いします。心を込めて開催し

ますので、対象の皆さま、どうぞご出席ください

日時：９月９日(日)10：00開会

場所：東西町コミュニティセンター

子供みこし【実行委員会】

子どもたちがみこしをかついで地区内を練り歩きます

沿道でのご声援をお願いします

日時：９月17日（祝・月）12：30コミセン出発

場所：コミセンから地区内を練り歩きます

東西町運動会【人づくり部・実行委員会】

日程：10月７日(日)10：00開会

場所：東西町スポーツ広場(雨天時：交流センター)

後日プログラムを配布します

安全で安心な町づくりのために交流と親睦を目的

とした運動会へ、皆さんどうぞご来

場ください。

また、班長が選手選考等に回られ

ますので、ご協力をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

８月26日(日)子どもみこし企画会議の前に、福田

神社宮司の相見行佳様をお招きし、「福田神社の歴

史」「東西町の開発等」についてお話を聞きました。

福田正八幡宮は、建久年間(1192年頃)に源頼朝が

諸国に令して八幡宮を建立させた、伯耆八社八幡宮

の内の一社と伝えられています。それ以前の創立年

代は不詳で、現在地に櫛稲田姫命(ｲﾅﾀﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ)を祀

る小さな祠があったそうです。相見氏の始祖は、武

内宿祢(ﾀｹｼﾉｳﾁﾉｽｸﾈ)であり、奈良時代の紀中納言長

谷雄(845年頃)を祖とする伯耆紀氏であるそうです。

有名な須佐之男命・大国主命・田切姫等の神々が

登場する講話は大変に興味深く拝聴させていただき

ました。

また東西町は、２区

２班の辺りは小高い山

であり、古墳時代から

の祭事が行われていた

ようです。その巨石の

一つが住宅造成で移動され、現在の西町バス停横に

鎮座しているとのことでした。

大山がすそ野まで見える東西町は、昔から神々が

宿る大変良い場所だった

ということです。

昔に思いを馳せ、今年

も子どもみこしを行いま

す。

石田泰弘(2-2)

相見宮司の話を聞く会を開催

８月28日(火)社協のキャラバンで、わくわくショッ

プスタッフ６名と日南町農家さん２名の計８名で、

新見市夢すき公園へ施設見学へ行きました。

わくわくショップは11年目に入りました。スタッ

フの頑張りと、地域の皆さんのご協力と愛情とで、

時々の変化を経ながらも続けてくることができまし

た。これからも続けたいとの思いをもっております。

そして毎回新鮮な野菜を届けてくださる日南町農

家の方に、感謝と今後ともよろしくとの意をお伝え

しました。

待っていてくださる皆さんに楽しんでもらえるよ

うに、新しいことも考えながら、地域のニーズに応

えられるわくわくショップであるべくスタッフは心

をひとつにしました。 阿部栄子(1-1)

わくわくショップ研修会

町へ要望していました町道の補修工事が順次行わ

れました。

旧国道沿いの箇所は、地区でレミコンを入れるな

どをして何度も補修をしましたが、時間が経つと陥

没する状態でした。

この度、業者で道

路を掘削し水路の破

損場所を修繕するこ

と等で、陥没箇所の

補修作業が終了しま

した。

町道の補修工事が行われました

興味深く聞く参加者

祭壇だったのではないかと言わ
れる巨石(西町バス停)

歩道陥没箇所の補修工事

運動会全体会議

運動会全体会議を９月２日(日)19：00から

コミセンで行います。

選手選考委員(班長)及び、実行委員会役員

の皆さんは、ご出席をお願いします。

なお、都合の悪い班長は区長へ連絡をお願

いします。
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フの頑張りと、地域の皆さんのご協力と愛情とで、

時々の変化を経ながらも続けてくることができまし

た。これからも続けたいとの思いをもっております。

そして毎回新鮮な野菜を届けてくださる日南町農

家の方に、感謝と今後ともよろしくとの意をお伝え

しました。

待っていてくださる皆さんに楽しんでもらえるよ

うに、新しいことも考えながら、地域のニーズに応

えられるわくわくショップであるべくスタッフは心

をひとつにしました。 阿部栄子(1-1)

わくわくショップ研修会

町へ要望していました町道の補修工事が順次行わ

れました。

旧国道沿いの箇所は、地区でレミコンを入れるな

どをして何度も補修をしましたが、時間が経つと陥

没する状態でした。

この度、業者で道

路を掘削し水路の破

損場所を修繕するこ

と等で、陥没箇所の

補修作業が終了しま

した。

町道の補修工事が行われました

興味深く聞く参加者

祭壇だったのではないかと言わ
れる巨石(西町バス停)

歩道陥没箇所の補修工事

運動会全体会議

運動会全体会議を９月２日(日)19：00から

コミセンで行います。

選手選考委員(班長)及び、実行委員会役員

の皆さんは、ご出席をお願いします。

なお、都合の悪い班長は区長へ連絡をお願

いします。
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恒例の東西町夏祭りを8月14日(火)に開催しました。

早朝７時にもかかわらず30度を超える暑さの中、実行委員がテント設

営を行い、午後からは、小学校・中学校の各育成会が屋台の仕込みを

行いました。そして、午後５時に開会。

受付でのとみくじ券の引き換えでは、久しぶりに500名分全てのとみ

くじ券の交換となりました。

屋台では、飲み物や、かき氷がすごい勢いで売れていき、他の屋台

も午後７時の終了前にはほとんどが売り切れとなりました。

大集会室では、まいちょこ音頭に多くのちびっこや大人が輪を作っ

ておどりました。また、この日のために一生懸命練習してきた子供銭

太鼓の演技に続き、外部出演の津軽三味線を楽しみました。

いよいよとみくじ抽選会が始まり、みんなマイクから聞こえ

る番号と手に持ったとみくじ券の番号を見比べ、ため息をつく人、

喜んで飛び出してくる子供たちで大いに盛り上がりました。

例年ですと、この抽選会終了でお開きとなりますが、その後

今年は、６年ぶりに花火の打ち上げを行いました。

バイパスの向こう側から打ち上がり夜空を彩る大輪の花火は非常

に迫力がありました。

終わりに、近隣の方、御協賛いただいた方々、来場された皆さん、

そして、早朝より準備に汗を流して下さった

役員方、本当にありがとうございました。

実行委員長 中島 誠

義援金を贈りました

この夏祭りの屋台(カレーと焼きそば)の売上

金の一部15,250円を被災地支援の義援金として

社会福祉協議会へ届けました。

第34回 東西町の夏祭り

熱気あふれる屋内の様子、とみくじ券を握りしめた来場者

みんなで踊ったまいちょこ音頭

ぷかぷか
おもちゃすくい

心に響く
津軽三味線

駄菓子屋さん

にぎわう屋
外の様子

猛暑の中、早朝からの準備

日 曜日 ９月の予定表
1 土 運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

2 日
＜かんたんクッキング＞　運動会全体会議
写真/万寿会ゴミ拾い

3 月 万寿会役員会

4 火 つどい100歳体操/男のクッキング

5 水 子どもみこし実行委員会議

6 木 健康増進委員会/コミセン100歳体操/習字

7 金 銭太鼓/笑いヨガ　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

8 土
野菜市8:00頃～　＜ラジオ体操表彰式＞
そばの会/ソフトバレー

9 日 ＜敬老会＞

10 月

11 火 つどい100歳体操/4区・2区合同サロン

12 水 1区サロン/ハンドメイド

13 木 ＜パソコン教室⑦＞　コミセン100歳体操/習字

14 金

15 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

16 日 マージャン

17 月 ＜子どもみこし＞

18 火 つどい100歳体操

19 水

20 木 コミセン100歳体操/習字

21 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

22 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

23 日 たそがれコンサート

24 月 うたの会

25 火 まちの保健室

26 水 ハンドメイド

27 木 ＜パソコン教室⑧＞　コミセン100歳体操/習字

28 金 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

１０月の予定
7 日 東西町運動会【人づくり部・実行委員会】

13 土 干支づくり【人づくり部】

14 日 秋の一斉清掃【町づくり部】

20 土 健康ウォーキング【福祉部】

第１３４号 東西町地域振興協議会 平成３０年９月１日

4

東西町スポーツ広場進入路拡幅工事

東西町スポーツ広場進入路の拡

幅工事が行われます。近隣の皆さ

まにはご迷惑をおかけすることが

あります。

工期(予定) ９月３日～９月30日

なお、９月25日(火)～30日(日)は、

グラウンドへの登りスロープ側の土砂

搬出とスロープ改良工事が行われま

すので、この間はグラウンドは使用で

きません。

ご協力をお願

いします。

奥堤池に雑草が

この夏の猛暑のせい？

奥堤池の中にひび割れた地面にびっ

しりと草が生えています。

今までに見たことのない光景に

カメラを向けました。

運動会に向けたグラウンド整備

(草取り)にご協力をお願いします

10月７日に開催される東西町運

動会のグラウンド整備を行います。

短時間で終えたいと思いますの

で、皆さんのご協力をお願いしま

す。

日時：９月30日(日)

8：00～9：00

場所：東西町スポーツ広場

＊草取り用具等を持参ください

車上荒らしに

注意してください！
米子市内では車上

荒らしでの被害が多数

発生しているようです。

９月20日(木)は研修会のため、

事務所は休みになります。

ご理解をお願いします。

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

スポーツ広場整備


