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人づくり部会を開催し、夏祭りについて

協議しました。コロナ禍の今年、夏祭りは

中止に決定しましたが、皆さんから、花火

だけでも実施することができないだろうか

との声が多くあがり、検討した結果「みん

な 元気出そうよ 東西町花火」と題して、

８月12日(水)に打ち上げを行うことにいた

しました。

観覧方法は、密集することを避け、自宅

又は自宅周辺から見ていただくようにお願

いしました。

花火師のご配慮で、皆さんに良く見える

ようにと、高く上がる大玉を中心に上げら

れましたので、玉数は昨年よりも少なくなったようですが、コ

ロナが収束するようにと願いました。

最後になりましたが、人づくり部の皆さんのご賛同とご協力

により、無事開催できたことに感謝申し上げます。

また、部員のみなさんには、翌日の早朝から花火のごみ拾い

にご協力いただきました。ありがとうございました。

人づくり部長 中島 誠

８月16日(日)東西町コミュニティセンターにて、

町づくり部行事の「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

「仏様送り」は仏様のご供養はもとより、お供え物

なども合わせて供養しています。その歴史は長く、

今年度で第37回となりました。今年は、受付を４箇

所に増やしたり、座席の間隔を空ける等、コロナ対

策で３密を防止する対応をしました。参列者は59名

でした。そして最後に住職様の講和をいただきまし

た。 町づくり部長 石田 泰弘

第37回東西町仏様送り

ふれあい健康づくりポイント制度で交換したふれ

あい通貨(地域通貨)の利用が８月から開始されてい

ます。早速１日に開催された野菜市でもふれあい通

貨で支払いをされている方がおられました。

ふれあい通貨でお買い物

早朝のごみ拾いに参加する人づくり部員

あっと言う間に終わった花火

でしたが、コロナも早く収束

するように願います。皆さん

元気だして頑張りましょうね！

間隔を空けてご供養しました

ふれあい通貨

でお支払い

「みんな 元気だそうよ 東西町花火」打ち上げ

４区の牧田池からもこんなにきれいに見えました

日 曜日 ９月の予定表
1 火 男のクッキング

2 水

3 木 習字/籐あみ/万寿会GG

4 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　 　 ＊ビン・缶類・軟プラ類・小雑紙

5 土 野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

6 日 写真/万寿会ゴミ拾い

7 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

8 火 ４区サロン

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金 コミセン100体

12 土 ＜ラジオ体操表彰式＞　銭太鼓/ソフトバレー

13 日 マージャン

14 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

15 火

16 水

17 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

18 金
コミセン100体
　　　＊再ビン・ペットB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類(発泡)・小雑紙

19 土 野菜市8:30～・わくわくショップ9:00～/銭太鼓/ソフトバレー

20 日 町づくり部会

21 月 卓球/万寿会GG

22 火

23 水

24 木 習字/万寿会GG

25 金 コミセン100体/３区サロン　　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

26 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

27 日 ＜東西町スポーツ広場草取り8:00～・ラジオ体操会8:50～＞　

28 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

29 火 まちの保健室

30 水

１０月の予定
東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

11 日 秋の一斉清掃【町づくり部】

中止
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分別ごみ排出後の確認も！

以前には硬質プラスチックと軟

質プラスチックを一緒に収集され

ていたことがありましたが、随分

前に変更になっています。

全戸に配布しています「軟プラ

の分別について」で、排出方法の

確認をお願いします。

排出される物への明記や取り残

しの確認もお願いします。

空き地等の草刈り

年２回、春と秋の一斉清掃に合

わせて地区内の空き地等の草刈り

を地域の方にお願いしています。

僅かな作業料でお世話になって

います。草の成長が早いため、こ

の猛暑にもかかわらず追加で草刈

りをしている方もおられます。

ありがとうございます。

草刈りをしていただく方を募集

しています。

事務局まで連

絡をお願いし

ます。

コロナと熱中

症に注意を！
今月から

100歳体操も

再開されます。

集まりの場

に出かける時には、自宅で体温

等を計り体調が悪い時は安静に

しましょう。

集まりの場では、消毒を行い、

マスクを必ず着けましょう。

また、熱中症予防には、定期

的に水分を摂ることや、屋外で

の日除けに日傘が有効です。

東西町スポーツ広場利用予約
９月６日(日)9:30～11:30

13日(日)9:30～11:30

グラウンド面に跡がつくような利
用の後は整備をお願いします。

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

青少年育成会灯籠展示

夏休み中に小・中学生が制作した灯

籠を展示します。ご覧ください。

日時：９月19日(土)・20日(日)

午後７時～９時 場所：つどい
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コロナ禍での短い夏休みの７月31日～８

月23日まで20日間、毎朝７時から東西町内

でラジオ体操を行いました。ふれあい健康

づくりポイントの対象でもありました。

参加者の述べ人数は、子ども810名、大人793名、合計1,603

名、皆勤賞は39名でした。

お世話役の皆さんや安全の見守り等のご協力

も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

～東西町の大人の方々と交流しました～

今年はコロナの影響で夏休みの期間も短く、出か

けることもできず、どうしようかと思いましたが、

原さんに防災のお話を映像を見ながらしてもらった

り、恒例になったグラウンドゴルフ同好会の皆さん

から楽しくグラウンドゴルフを教わったり、学習と

交流をしました。ありがとうございました。

児童クラブ支援員 柴田由香

児童クラブの夏休み

グラウンドゴルフや防災学習会等でお世話になりました

１区会場のラジオ体操の様子

東西町スポーツ
広場でのラジオ
体操の様子区

教育委員会の事業で、プラザ西伯等で実施されて

いましたが、子供達の交通の利便性を考えて、平成

24年から東西町で地域の方にお世話になって開催し

ています。コロナ禍で中止も考えましたが、西部で

はコロナ警報が出されていない事や、保護者の方か

ら「今年も是非開催して下さいね」との声があった

こともあり、体調の確認、マスク着用、消毒、距離

の確保などのコロナ対策を取って８月３日～５日の

３日間「なんぶっ子夏休み塾東西町教室」をつどい

で開催しました。児童クラブ利用者も参加出来るよ

うにしたこともあり、３日間で延べ89名の参加があ

りました。その内20名に皆勤賞を渡しました。

原 和正(4-2)

涼しいつどいで集中して勉強できました

なんぶっこ夏休み塾東西町教室

お知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

4区4班 吉田和子 東町327

４区会場のラジオ体操とスタンプ押しの列
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４月からコロナ禍のために休止していた100歳体操ですが、今月から再開することにしました。参加さ

れる方は、コロナ感染防止のため、以下のことを必ず守ってください。

①つどいかコミセンどちらかの会場を選択してください。つどい会場は、基本的に１区・２区の方を優先

し、定員を13名にします。14名以上になった場合、コミセンに近い方に、次の週からコミセン会場に移

動していただく場合もあります。

②必ず自宅で体温測定と血圧測定を行って異常がな

い場合にご参加ください。

③会場では、必ずマスク着用と消毒をお願いします。

(マスクを忘れた場合はご遠慮いただきます)

④お茶会等は休止します。飲み物は持参ください。

⑤おもりは個人専用とし、名前を付けて会場で保管

するようにします。

⑥各会場のスタッフの指示にしたがってください。

社会福祉協議会から

未使用マスクの回収要

請があり、会報「まち」

で呼びかけたところ、

沢山の寄付が寄せられ

ました。

その中に、１つ１つ

袋に入れられた手作り

マスクもありました。

ありがとうございまし

た。

夏休み みんなでラジオ体操表彰式【人づくり部】

日時：９月12日（土）9:00～9:30

場所：つどい

皆勤表彰を行います。皆勤の方には案内を出しま

すのでご出席ください。表彰式に参加した人には参

加賞もありますよ！

子供みこし【実行委員会】

コロナ禍のため、中止になりました。

第41回東西町運動会【人づくり部・実行委員会】

コロナウイルス感染防止のため、中止とします。

東西町スポーツ広場草取り整備とラジオ体操会

【人づくり部】

日程：９月27日(日) ＊悪天候時10月4日(日）

場所：東西町スポーツ広場

○草取り・整備 8:00～8:40

普段利用している方はもちろんですが、東西町の

グラウンドとして皆さんのご協力をお願いします。

除草用具を持参していただきますと助かります。

お茶はこちらで準備します。マスクの着用をお願

いします。

○ラジオ体操会 8:50～9:20(草取り終了後行います。)

効果のある正しいラジオ体操を体感していただき

ます。

ふれあい健康づくりポイント制度の対象になりま

すので、ポイントカードを持参ください。お持ち

で無い方は当日お渡しいたします。

秋の一斉清掃【町づくり部】

日時：10月11日（日）

7:50～ラジオ体操、8:00～一斉清掃

密集や密接に注意して通常通り開催する予定にし

ています。

出張消火訓練は、３区１班です。詳細は会報「ま

ち」10月号及び回覧でお知らせいたします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

100歳体操再開に向けて

寄付の呼びかけに集まったマスク

青少年育成会と中学育成会が連携して30年近く続

けている東西町地区の夜間パトロールを、今年も７

月25日～８月22日まで夜９時から実施致しました。

パトロール日誌には、スポーツ広場で高校生グルー

プが花火をしていたので注意したことや、暗闇の駐

車場で車に乗っている人を確認したことが記録され

ていました。

パトロールをして何も無いことが一番！

来年以降も地域の

安全と子ども達の健

全育成のために継続

していきたいと思い

ます。

青少年育成会長

松本和緒
東西町スポーツ広場もパトロール

夏休み夜間パトロール
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人づくり部会を開催し、夏祭りについて

協議しました。コロナ禍の今年、夏祭りは

中止に決定しましたが、皆さんから、花火

だけでも実施することができないだろうか

との声が多くあがり、検討した結果「みん

な 元気出そうよ 東西町花火」と題して、

８月12日(水)に打ち上げを行うことにいた

しました。

観覧方法は、密集することを避け、自宅

又は自宅周辺から見ていただくようにお願

いしました。

花火師のご配慮で、皆さんに良く見える

ようにと、高く上がる大玉を中心に上げら

れましたので、玉数は昨年よりも少なくなったようですが、コ

ロナが収束するようにと願いました。

最後になりましたが、人づくり部の皆さんのご賛同とご協力

により、無事開催できたことに感謝申し上げます。

また、部員のみなさんには、翌日の早朝から花火のごみ拾い

にご協力いただきました。ありがとうございました。

人づくり部長 中島 誠

８月16日(日)東西町コミュニティセンターにて、

町づくり部行事の「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

「仏様送り」は仏様のご供養はもとより、お供え物

なども合わせて供養しています。その歴史は長く、

今年度で第37回となりました。今年は、受付を４箇

所に増やしたり、座席の間隔を空ける等、コロナ対

策で３密を防止する対応をしました。参列者は59名

でした。そして最後に住職様の講和をいただきまし

た。 町づくり部長 石田 泰弘

第37回東西町仏様送り

ふれあい健康づくりポイント制度で交換したふれ

あい通貨(地域通貨)の利用が８月から開始されてい

ます。早速１日に開催された野菜市でもふれあい通

貨で支払いをされている方がおられました。

ふれあい通貨でお買い物

早朝のごみ拾いに参加する人づくり部員

あっと言う間に終わった花火

でしたが、コロナも早く収束

するように願います。皆さん

元気だして頑張りましょうね！

間隔を空けてご供養しました

ふれあい通貨

でお支払い

「みんな 元気だそうよ 東西町花火」打ち上げ

４区の牧田池からもこんなにきれいに見えました

日 曜日 ９月の予定表
1 火 男のクッキング

2 水

3 木 習字/籐あみ/万寿会GG

4 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　 　 ＊ビン・缶類・軟プラ類・小雑紙

5 土 野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

6 日 写真/万寿会ゴミ拾い

7 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

8 火 ４区サロン

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金 コミセン100体

12 土 ＜ラジオ体操表彰式＞　銭太鼓/ソフトバレー

13 日 マージャン

14 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

15 火

16 水

17 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

18 金
コミセン100体
　　　＊再ビン・ペットB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類(発泡)・小雑紙

19 土 野菜市8:30～・わくわくショップ9:00～/銭太鼓/ソフトバレー

20 日 町づくり部会

21 月 卓球/万寿会GG

22 火

23 水

24 木 習字/万寿会GG

25 金 コミセン100体/３区サロン　　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

26 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

27 日 ＜東西町スポーツ広場草取り8:00～・ラジオ体操会8:50～＞　

28 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

29 火 まちの保健室

30 水

１０月の予定
東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

11 日 秋の一斉清掃【町づくり部】

中止
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分別ごみ排出後の確認も！

以前には硬質プラスチックと軟

質プラスチックを一緒に収集され

ていたことがありましたが、随分

前に変更になっています。

全戸に配布しています「軟プラ

の分別について」で、排出方法の

確認をお願いします。

排出される物への明記や取り残

しの確認もお願いします。

空き地等の草刈り

年２回、春と秋の一斉清掃に合

わせて地区内の空き地等の草刈り

を地域の方にお願いしています。

僅かな作業料でお世話になって

います。草の成長が早いため、こ

の猛暑にもかかわらず追加で草刈

りをしている方もおられます。

ありがとうございます。

草刈りをしていただく方を募集

しています。

事務局まで連

絡をお願いし

ます。

コロナと熱中

症に注意を！
今月から

100歳体操も

再開されます。

集まりの場

に出かける時には、自宅で体温

等を計り体調が悪い時は安静に

しましょう。

集まりの場では、消毒を行い、

マスクを必ず着けましょう。

また、熱中症予防には、定期

的に水分を摂ることや、屋外で

の日除けに日傘が有効です。

東西町スポーツ広場利用予約
９月６日(日)9:30～11:30

13日(日)9:30～11:30

グラウンド面に跡がつくような利
用の後は整備をお願いします。

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

青少年育成会灯籠展示

夏休み中に小・中学生が制作した灯

籠を展示します。ご覧ください。

日時：９月19日(土)・20日(日)

午後７時～９時 場所：つどい


