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９月12日(土)朝９時からつどいで「夏休み みんなでラジオ体操」の皆勤表彰を行いました。

対象者39名の内、出席されたのは23名でした。

人づくり部長の中島さんから「暑い夏だったけど毎日よく頑張りましたね！」とねぎらいの言葉のあと、

小杉副会長に表彰状と副賞の受け取り方のお手本を見せていただきました。みんな両手で丁寧に受け取っ

ていました。

ここ数年、青少年育成会と小、中の育

成会が合同で開催していた「バスでお出

かけのお楽しみ会」は、今年は、コロナ

禍ということもあり中止としました。

その代わりに家族皆で作る手作り灯籠

(とうろう)を企画いたしました。完成し

た灯籠を何とか点灯させたいとの思いか

ら、天候に左右されないつどいの土間に

て９月19日(土)と20日(日)の２日間、

19時～21時の間点灯会を実施致しました。小学生、中学生の作品

35点が秋の夜を明るく、幻想的に照らしとても素敵な癒しの空間と

なりました。２日間で100名を越える来場者があり開催して良かった

なと思いました。

ご協力いただきました役員の皆さん、そして何より素敵な作品を

作ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

青少年育成会長

松本和緒

会報まち１０月号
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

手作り灯籠の点灯会

夏休み みんなでラジオ体操皆勤表彰式

つどいのガラス戸に映って幻想的な異空間になりました

多くの方にご来場いただきました

中島人づくり部長の挨拶を聞く出席者 とても上手に受け取ることができました

昼間の明るいところで見ても素敵

日 曜日 １０月の予定表
1 木 習字/万寿会GG

2 金
健康増進委員会/コミセン100体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

3 土 野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

4 日 万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

6 火 男のクッキング

7 水

8 木 習字/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土 銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊布類

11 日 ＜秋の一斉清掃＞

12 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

13 火 ４区サロン

14 水

15 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

16 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・[乾・蛍]

17 土 野菜市8:30～/わくわくショップ9:00～

18 日 【町長・町議会議員選挙】

19 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

20 火 1区サロン/２区サロン

21 水

22 木 習字/万寿会GG

23 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

24 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

25 日 運営委員会/マージャン

26 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

27 火 まちの保健室

28 水

29 木 習字/万寿会GG

30 金 コミセン100体

31 土 <町と連携した防災訓練＞ 銭太鼓/ソフトバレー

１１月の予定
1 日 敬老会(コミセンでのお祝いは中止)【福祉部・実行委員会】

8 日
コミセン大掃除と利用者・同好会会議
避難・消火訓練【事務局】

15 日 健康ウォーキング【福祉部：健康増進委員会】

22 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】

第１５９号 東西町地域振興協議会 令和２年１０月１日(２０２０)

4

グリコこそだてパークなんぶ

いよいよ10月1日から供用開始

東西町スポーツ広場駐車場と隣合

わせにあります。ご利用ください。

次亜塩素酸水をお分けしています

協議会事務所で次亜塩素酸水を

お分けしています。

持参されたペットボトルなどの

容器に入れてお持ち帰りください。

これはテーブルやドアノブ等に

使うための消毒液です。

手等には使うことが出来ません

のでご注意ください。

敬老会

地域全体で敬老の方のご長寿を

お祝いし、記念品をお届けします。

日程：11月１日(日）

区会開催の準備が進んでいます

ご参加ください

各区の区長さんが区会の準備を

進めておられます。

私達の住んでいる町の事、自分

ごとです。

どうぞみなさんご出席をお願い

します

日程は会報「まち」と区の回覧

等でお知らせします。

＊１区は11月１日(日)に予定さ

れています。

持参した容器に入れて持ち帰ってい
ただきます。どうぞご利用ください。

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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各区に設置してある防災庫内にある用具や用品の

整備を行いました。定期的に事務局が確認を行うこ

とにしています。

庫内の用具・用品は、リヤカー、メガホン、表示

たすき、角スコップ、土のう袋、ブルーシート、ウ

エットテッシュ、筆記用具、軍手、ＬＥＤ誘導棒等

です。

また掲示物としてマグネット等で、[災害時初動

対応表(安否確認協力委員名)]、[自宅の危険度と避

難の方法は？]、[住宅図(レッド・イエローゾーン)]、

[事務局緊急連絡先]、[防災庫内用具一覧表]が貼り

付けてあります。

この度、コロナ対応で追加した物や、新たに掲示

したものもありますので、お手数をおかけしますが、

安否確認協力委員

の皆さんは確認を

お願いします。

なお、個人の防

災用品等は入れな

いようにお願いし

ます。

コロナ禍のため、休止になっていた100歳体操を

９月からつどい・コミセン共に再開しました。

つどいでは人数を制限して行っています。

参加される皆さんに、体調管理や消毒、手洗い、

マスク着用等の徹底に協力していただき、“Withコ

ロナ"で開催します。

①おもりは名前を付けて専用にする。

②カウントの声を出さない。

③お茶会も休止。

災害時の避難所に指定されているコミセンの中倉

庫に、備蓄水やタオル等を収納しています。

今後、衛生用品や毛布、ダンボールベッド等の防

災グッズの保管も考慮して、町の安心まちづくり事

業の助成を受け防災倉庫を設置しました。

場所は、コミセンと外倉庫の間の通路奥です。

調理室側ドア

から持ち運べる

ことで悪天候時

でも楽に移動が

できるようです。

防災倉庫設置

防災庫内の整備

100歳体操再開

コミセンでの100歳体操

つどいでの100歳体操
コミセン外倉庫裏(東側)に設置しました

８月30日(日)第２回運営委員会を開催しました。

協議された事項は以下のとおりです。

①今年度事業の進捗状況について

②令和３年度町政に対する要望の取りまとめに

ついて

その他

①班長、区長（理事）の活動内容について

②東西町住宅案内板の現況について

③木の伐採要請への対応について

などの意見交換をし、その他事務局から区会及

び人権学習会の早期開催をお願いしました。

運営委員会

マスク着用と間隔を空けて開催しました防災庫を整備しました
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秋の一斉清掃【町づくり部】

日程：10月11日(日)

時間：7:50～ラジオ体操、8:00～一斉清掃

春は個別清掃をお願い

しましたが、今回は、通

常通りの清掃をお願いし

ます。

マスクを着用し間隔を

空けて密にならないよう

にお願いします。

班長の指示に従って宅

地の周辺や側溝、公共ス

ペースの除草や清掃をお願いします。

また、管理地や所有地を地区内にお持ちの方はそ

ちらの清掃もお願いします。

班長は、袋や作業マニュアルをお渡ししますので、

7:20～7:40の間に協議会事務所にお越しください。

今回の出張消火器使用講習会は３区１班で行いま

す。(場所等については、文書でお知らせします。)

町と連携した防災訓練【事務局】

日時：10月31日(土)

町の防災訓練に合わせて事務局のみ参加します。

敬老会【福祉部・実行委員会】

日時：11月１日(日)

敬老の皆さまのご長寿を地区全体

でお祝いします。

今年はコミセンでの敬老会は行いませんが、上記

日程で該当の皆さまへ記念品をお届けします。

コミセン大掃除と利用者同好会会議

避難・消火訓練【事務局】

日時：11月８日(日)

健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

日程：11月15日(日)

場所：東西町から徒歩で行ける場所を考えています。

＊８日のコミセン大掃除等と15日のウォーキングにつ

いての詳細は、11月号でお知らせします。

協議会事務所には様々な催しやお知らせのパンフ

レットが置いてあります。

南部町はじめ米子市等近隣のイベントのお知らせ

です。中には、無料の入場券付きのものもあります。

このコロナ禍で旅行を控えておられる方も多いと

思いますが、気候も良くなりましたので、町内や近

隣のイベン

トに出かけ

てはいかが

ですか。

コロナ禍の猛暑、いい話を聞きました。

『ある日班長さんが、暑い中、アイスクリームや

飲み物等を持って訪ねて来られた。体調は大丈夫で

すかって。長いことここに住んでいるのにこんな事

初めて！』と、大変感激されていました。

たまたまその班長さんにお会いしたのでお聞きし

たら、「猛暑でコロナ禍

なので、独居の方の様子

を見に行きました。」と

いうことでした。

感謝です。ほんとうに

ありがとうございます。

４月から新型コロナウイルス感染拡大防止のため

休止している西町バス停の草取り及び清掃を、令和

３年３月から再開します。休止前の順番通り３月は

２区５班からです。

順番表は１月に配布予定です。

班長の皆さんへは、体調の悪い

方等への配慮をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

ほっこりとする実話

西町バス停草取りと清掃順番

パンフレット

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

４区４班 渡部一浩 東町320番地

昨年秋の清掃の様子

イベントのお知らせパンフレット
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禍ということもあり中止としました。

その代わりに家族皆で作る手作り灯籠

(とうろう)を企画いたしました。完成し

た灯籠を何とか点灯させたいとの思いか

ら、天候に左右されないつどいの土間に

て９月19日(土)と20日(日)の２日間、

19時～21時の間点灯会を実施致しました。小学生、中学生の作品

35点が秋の夜を明るく、幻想的に照らしとても素敵な癒しの空間と

なりました。２日間で100名を越える来場者があり開催して良かった

なと思いました。

ご協力いただきました役員の皆さん、そして何より素敵な作品を

作ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

青少年育成会長

松本和緒
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手作り灯籠の点灯会

夏休み みんなでラジオ体操皆勤表彰式

つどいのガラス戸に映って幻想的な異空間になりました

多くの方にご来場いただきました

中島人づくり部長の挨拶を聞く出席者 とても上手に受け取ることができました

昼間の明るいところで見ても素敵

日 曜日 １０月の予定表
1 木 習字/万寿会GG

2 金
健康増進委員会/コミセン100体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

3 土 野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

4 日 万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

6 火 男のクッキング

7 水

8 木 習字/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土 銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊布類

11 日 ＜秋の一斉清掃＞

12 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

13 火 ４区サロン

14 水

15 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

16 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・[乾・蛍]

17 土 野菜市8:30～/わくわくショップ9:00～

18 日 【町長・町議会議員選挙】

19 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

20 火 1区サロン/２区サロン

21 水

22 木 習字/万寿会GG

23 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

24 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

25 日 運営委員会/マージャン

26 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

27 火 まちの保健室

28 水

29 木 習字/万寿会GG

30 金 コミセン100体

31 土 <町と連携した防災訓練＞ 銭太鼓/ソフトバレー

１１月の予定
1 日 敬老会(コミセンでのお祝いは中止)【福祉部・実行委員会】

8 日
コミセン大掃除と利用者・同好会会議
避難・消火訓練【事務局】

15 日 健康ウォーキング【福祉部：健康増進委員会】

22 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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グリコこそだてパークなんぶ

いよいよ10月1日から供用開始

東西町スポーツ広場駐車場と隣合

わせにあります。ご利用ください。

次亜塩素酸水をお分けしています

協議会事務所で次亜塩素酸水を

お分けしています。

持参されたペットボトルなどの

容器に入れてお持ち帰りください。

これはテーブルやドアノブ等に

使うための消毒液です。

手等には使うことが出来ません

のでご注意ください。

敬老会

地域全体で敬老の方のご長寿を

お祝いし、記念品をお届けします。

日程：11月１日(日）

区会開催の準備が進んでいます

ご参加ください

各区の区長さんが区会の準備を

進めておられます。

私達の住んでいる町の事、自分

ごとです。

どうぞみなさんご出席をお願い

します

日程は会報「まち」と区の回覧

等でお知らせします。

＊１区は11月１日(日)に予定さ

れています。

持参した容器に入れて持ち帰ってい
ただきます。どうぞご利用ください。

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


