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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

今年も夏休みに入ると直ぐに、地区内

の３箇所でラジオ体操を行なっています。

７時から行うことで参加し易いためか、

チビッコから高齢の方まで多くの人が集

い、みんなで一緒に体操をしています。

昨年から高学年のラジオ体操リーダー

の子供が主導で進行しています。

７時になると「はじめるよ～」とＣＤ

のスイッチを入れ、終わると、スタンプ

の列に押しかける高学年に「１年生から

～」と、注意がとびます。とてもしっか

りしていて頼もしい限りです。

また、子供の安全の見守りと体操効果

を期待して、大人もたくさん参加されて

います。

８月12日(水)まで行なっていますので、

どうぞご参加ください。

「夏休み みんなでラジオ体操」を行なってます！

青少年育成会が、中学育成会の協力で７月22日～8月26日までの間、地

区内で夜間パトロールを行なっています。

以前、盗難された自転車等が墓地に隠してあったこともありました。

午後10時過ぎから約40分程かけて、東西町内の空き家、コンビニ、コミ

セン、公園墓地等を３名～４名のグループで廻ります。

最近では、生徒達がコンビニ等でたむろする姿や夜間徘徊の報告はあ

りません。

夏休み夜間パトロールを実施中！

４区４班 第一設計様前

子供リーダーの指示で並ぶ
スタンプ待ちの列

１区１班 荒木様宅前

勇気を出して墓地をパトロール

２区４班 新宝楽様駐車場

日 曜日 ８月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー/歩こう会

2 日 クリーンウォーク

3 月 マージャン

4 火 絵手紙/男のクッキング

5 水 フラダンス/ミニテニス/放課後児童クラブ課外活動

6 木 習字/ミニテニス

7 金 万寿会軽体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

8 土 そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 マージャン/子供料理

10 月 うたの会

11 火 野菜市8:30～

12 水 ＜夏休み　みんなでラジオ体操終了～カード回収＞　ミニテニス

13 木 ミニテニス

14 金 ＜夏祭り＞

15 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

16 日 ＜仏様送り＞　なんぶ町民花火大会

17 月

18 火

19 水 フラダンス/ミニテニス

20 木 運営委員会/ミニテニス

21 金
放課後児童クラブ課外活動/万寿会軽体操
　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

22 土 ＜手話講座19：30～＞　野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

23 日 西部広域消防圏連合演習10：00～11：00

24 月 ２区サロン

25 火 まちの保健室9:30～11:30

26 水 フラダンス/ミニテニス

27 木 習字/ミニテニス

28 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

31 月

９月の予定
21 祝 子どもみこし【実行委員会】

27 日 敬老会【福祉部・実行委員会】
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熱中症に気をつけましょう

熱中症が起こりやすくなってい

ますので注意してください。

【こんな日は特に注意！】

◯気温が高い

◯湿度が高い

◯風が弱い

◯急に暑くなった

【予防のポイント】

●喉がかわいたと思った時は、既

に進行していますので、こまめ

に水分や塩分を摂る

●外出時には帽子や傘を使用する

●冷房などで適切な室温にする

●睡眠や食事を十分にとり、体調

管理をする

わくわくショップ

わくわくショップは８月は休

みます。

生け垣の剪定にご配慮を

お願いします

春と秋の一斉清掃に合わせて生

け垣等の手入れもしていただき感

謝しています。しかし、宅地から

大幅にはみ出し側溝の上にかかっ

ている生け垣のところでは、傘を

さして歩く時や、行き違う時等に

生け垣をさけようとすると、路側

帯から車道側にはみ出なければな

らないこともあり危険です。また、

角地では見通しも悪くなります。

何卒ご理

解いただき、

剪定される

時にはご配

慮いただき

ますよう宜

しくお願い

いたします。

手入れされた生け垣ですが、宅地から
大きくはみ出し側溝にかかっています

側溝

盆の協議会事務業務

８月13日～17日の間は夏祭りや仏様

送り等のため事務業務は休みます。

野菜市

盆花も即売します

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
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６月28日(日)人

づくり部で初めて

となるボーリング

大会をクイーンボ

ウルで開催したと

ころ、小学生から

80代までの、

男性13人、

女性10人の

参加があり

ました。

６レーン

を貸し切っ

て競技開始。

ストライクが出ると大きな歓声があがりハイタッ

チで迎える等、熱気の中ゲーム終了。小生何十年ぶ

りに投げたので翌日関節が・・・・。しかし、親睦

が深まった上に運良く賞品も戴くことが出来、とて

も有意義な日になりました。

皆さん是非、次回はご参加ください。

入賞者は以下のとおりです。

２ゲームの合計(75歳以上、小学生にはハンディ－有り)

優勝：小杉達男(4-3)、２位：西田淳一(3-1)

３位：長谷川勝(2-5)

人づくり部 長谷川勝(2-5)

７月８日(水)万寿会30名で王子製紙㈱米子工場を

見学しました。

王子製紙は製紙業の規模としては、世界で第３位、

国内ではトップです。米子工場は国内３位の大きさ

で、従業員433名が３交代制で操業し、付加価値の高

い高級白板紙・塗工紙・上質紙等を中心に１日1700

ｋｍを生産しています。1600ｍ/分のハイスピードで

紙を巻き取る等の機械操作もほとんどが集中制御室

でコントロールされています。環境を考えた製品開

発等に取り組んでいる企業姿勢に感心しました。

万寿会の旅行は参加者の年齢に配慮して計画しま

すので、どうぞみなさん安心してご参加ください。

東西町万寿会 小杉達男(4-3)

万寿会春の研修旅行

７月14日(火)コミセンで七夕祭りを開催いたしました。

あいにく雨の日でしたが、参加者、役員を合わせて52名でした。

アトラクション「タニクロのお笑い手品と頭の体操」のタニク

ロとは誰？と思っていると、大きなカラフルの蝶ネクタイと、こ

れまた、ひょうきんな形の付け眉毛のマジシャン姿で登場の、協

議会副会長タニ口さんと事務局員のクロ木さんに皆さんびっくり

顔でした。

谷口さん

の五円玉手品等の愉快なトー

クでも皆さん大笑いでした。

又、黒木さんの頭の体操も、参加者がグループ

ごとに一緒に考えることで脳も活性化(？)。

恒例のビンゴゲームでは、景品を手にして、

早速今日から使えると喜んでいただきました。

福祉部 大塚恵美子(3-4)

大ボーリング大会に参加して

ナイス！ストライク

フォームは昔とったキネヅカ、得点は？

七夕祭り

和やかな昼食の様子

王子製紙をバックに

タニクロのお笑い手品

製作費600円、製作
時間３時間の首が360
度回る手品？

第９７号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２７年８月１日

3

７月22日～28

日のうちの４日

間「なんぶっこ

夏休み塾」を東

西町で開催しま

した。

指導は東西町内の４名の方にお願いし、27名の児

童が参加しました。～子供達の感想です～

★涼しいところでみんなと勉強出来た。家とは違っ

て集中して出来た。先生にいろいろ注意してもらっ

た。学校とは違って１人づつ見てもらえて良かっ

た。 西伯小５年 森山蒼太(2-2)

★静かで学校より勉強しやすく100倍も集中できた。

詳しく教えてもらえて良かった。

西伯小５年 舩越亜衣(4-2)

行事のお知らせ
夏祭り【人づくり部・夏祭り実行委員会】

日 時：８月14日(金)17：00開会

場 所：コミセン

今年も昨年同様、会場受付でとみくじ引換券と、

とみくじ券を交換します。(チラシについている引換

券を持参してください)

仏様送り【町づくり部】

日 時：８月16日(日)15：00受付開始

場 所：コミセン

お供物：可燃物のみ受付します。ご供養の後、処理

をしますので、陶器及び金属類は受付できません。

後日回覧で詳細をお知らせします。

原田様(1-1)よりご寄付をいただきました。

ありがとうございました。

この寄付金は、東西町地域振興協議会一般会計に

納入し、事業等で有効に活用させていただきます。

香典返しの寄付について

お馴染みの音楽と共に東

西町に定期的に高島屋生活

用品移動販売車「ローズちゃ

ん号」がやって来ます。

生鮮食料品、日用雑貨、

町のゴミ袋等600種類の商

品を運んで来てくれていま

す。売れ筋は魚や野菜です

が、菓子類も結構人気があ

るようです。積んでいない

商品でも、注文しておけば

次回に積み込んでくれるサービスもあるようです。

何かと便利な移動販売車をご利用下さい。

停車場所：コミセン・２区器具庫・協議会前・

西町・４区(東西町内５カ所)

曜日：毎週月・木（西町へは月、水、金）

時間：11時頃から

廻ります

あの高島屋の商品が
東西町で買えるんです

日用品や食品等が
車内に満載

ポイントが貯まると
換金もできます 目印は音楽と、この車体のデザイン

～子供料理同好会～

子供達にも料理に親しんでほしいという思いで新

しい同好会を準備中です。試行として下記日程で行

います。

日時：８月９日(日)13：30～

場所：コミセン

資格：小学３年生～中学３年生まで

参加料：500円程度

申込み：先着10名程度

申込み先：西田成子(3-1) 66－2278

なんぶっこ夏休み塾東西町教室

新しい同好会が準備中です

東西町コミセンから出火し、境地区まで大火災に

発展したと想定する消防演習が行われます。

日時：８月23日(日)10：00～11：00

場所：東西町内(東町全域)～境地区

内容：奥堤池(２区)及び牧田池(４区)の２箇所から

揚水し、消防車で中継送水を行い、新運動公園予定

地横の側溝に放水します。指示に従ってご通行くだ

さい。ご協力をお願いします。

なお、終了後、旧天津運動公園で車両による分列

行進も行われるようです。

問合せ先 役場総務課 66－3112

西部広域消防圏連合演習が
東西町で開催されます
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内容：奥堤池(２区)及び牧田池(４区)の２箇所から

揚水し、消防車で中継送水を行い、新運動公園予定

地横の側溝に放水します。指示に従ってご通行くだ

さい。ご協力をお願いします。

なお、終了後、旧天津運動公園で車両による分列

行進も行われるようです。

問合せ先 役場総務課 66－3112

西部広域消防圏連合演習が
東西町で開催されます
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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

今年も夏休みに入ると直ぐに、地区内

の３箇所でラジオ体操を行なっています。

７時から行うことで参加し易いためか、

チビッコから高齢の方まで多くの人が集

い、みんなで一緒に体操をしています。

昨年から高学年のラジオ体操リーダー

の子供が主導で進行しています。

７時になると「はじめるよ～」とＣＤ

のスイッチを入れ、終わると、スタンプ

の列に押しかける高学年に「１年生から

～」と、注意がとびます。とてもしっか

りしていて頼もしい限りです。

また、子供の安全の見守りと体操効果

を期待して、大人もたくさん参加されて

います。

８月12日(水)まで行なっていますので、

どうぞご参加ください。

「夏休み みんなでラジオ体操」を行なってます！

青少年育成会が、中学育成会の協力で７月22日～8月26日までの間、地

区内で夜間パトロールを行なっています。

以前、盗難された自転車等が墓地に隠してあったこともありました。

午後10時過ぎから約40分程かけて、東西町内の空き家、コンビニ、コミ

セン、公園墓地等を３名～４名のグループで廻ります。

最近では、生徒達がコンビニ等でたむろする姿や夜間徘徊の報告はあ

りません。

夏休み夜間パトロールを実施中！

４区４班 第一設計様前

子供リーダーの指示で並ぶ
スタンプ待ちの列

１区１班 荒木様宅前

勇気を出して墓地をパトロール

２区４班 新宝楽様駐車場

日 曜日 ８月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー/歩こう会

2 日 クリーンウォーク

3 月 マージャン

4 火 絵手紙/男のクッキング

5 水 フラダンス/ミニテニス/放課後児童クラブ課外活動

6 木 習字/ミニテニス

7 金 万寿会軽体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

8 土 そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 マージャン/子供料理

10 月 うたの会

11 火 野菜市8:30～

12 水 ＜夏休み　みんなでラジオ体操終了～カード回収＞　ミニテニス

13 木 ミニテニス

14 金 ＜夏祭り＞

15 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

16 日 ＜仏様送り＞　なんぶ町民花火大会

17 月

18 火

19 水 フラダンス/ミニテニス

20 木 運営委員会/ミニテニス

21 金
放課後児童クラブ課外活動/万寿会軽体操
　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

22 土 ＜手話講座19：30～＞　野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

23 日 西部広域消防圏連合演習10：00～11：00

24 月 ２区サロン

25 火 まちの保健室9:30～11:30

26 水 フラダンス/ミニテニス

27 木 習字/ミニテニス

28 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

31 月

９月の予定
21 祝 子どもみこし【実行委員会】

27 日 敬老会【福祉部・実行委員会】
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熱中症に気をつけましょう

熱中症が起こりやすくなってい

ますので注意してください。

【こんな日は特に注意！】

◯気温が高い

◯湿度が高い

◯風が弱い

◯急に暑くなった

【予防のポイント】

●喉がかわいたと思った時は、既

に進行していますので、こまめ

に水分や塩分を摂る

●外出時には帽子や傘を使用する

●冷房などで適切な室温にする

●睡眠や食事を十分にとり、体調

管理をする

わくわくショップ

わくわくショップは８月は休

みます。

生け垣の剪定にご配慮を

お願いします

春と秋の一斉清掃に合わせて生

け垣等の手入れもしていただき感

謝しています。しかし、宅地から

大幅にはみ出し側溝の上にかかっ

ている生け垣のところでは、傘を

さして歩く時や、行き違う時等に

生け垣をさけようとすると、路側

帯から車道側にはみ出なければな

らないこともあり危険です。また、

角地では見通しも悪くなります。

何卒ご理

解いただき、

剪定される

時にはご配

慮いただき

ますよう宜

しくお願い

いたします。

手入れされた生け垣ですが、宅地から
大きくはみ出し側溝にかかっています

側溝

盆の協議会事務業務

８月13日～17日の間は夏祭りや仏様

送り等のため事務業務は休みます。

野菜市

盆花も即売します

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


