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会報まち６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

５月26日(日)第12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。

玄関前のくす玉割りで「祝 令和 さらに住みよい

東西町へ 新たな年の始まり」の文字が開き、開会

を告げられました。新元号発表の官房長官記者会見

を模した「顔出し看板」も設置され、たくさんの方

が記念撮影です。大集会室にも「昭和・平成から令

和へ東西町の出来事」と、皆さんの寄せ書きで作る「令和」

の大文字の企画があり、新しい時代への期待や想いが溢れて

いました。また、地域の皆さんや各種団体の作品そして児童

クラブ利用者のアレンジメントフラワーの展示をしました。

抹茶アイス白玉ぜんざい、コーヒー等が準備された「喫茶」

や加藤画伯の「似顔絵コーナー」にも楽しそうな顔、顔が溢

れていました。

屋外では、恒例の屋台が併設され、食の屋台村や野菜市、

餅つきやフリーマーケット＆交換会、手作りチャレンジでは、

プラ板ストラップやポットドールづくり。そして南側駐車場では、消防署や

南部町から水消火器をお借りし、その使い方を兼ねてのゲームに挑戦したり、

巨大しゃぼん玉であそぶ姿がありました。北側駐車場の「あそびの広場」で

はバスケットボールや巨大ダルマ落とし等で子どもたちが楽しんでいました。

気温が32度を超すことが予想されましたので、急遽ミストファンをレンタ

ルし暑さへの備えをしました。集会所の「健康福祉館」にも多くの方に足を

運んでいただきました。今年も南部町高校生サークルと新青年団の皆さんの

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、準備段

階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

ての方にお礼申し上

げます。

第12回東西町さつき祭「昭和・平成から令和へ」

食とあそびのテント村（屋外）

祝 令和のくす玉開き

作品を熱心に見入る来場者(展示室）

さつき祭全体会議 草餅用よもぎつみ 前日の準備 暑い中でパネル設置作業

令和発表（顔出し看板）水消火器でホールインワンに挑戦！
大人気のプラ板ストラップ
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２区分別ごみ集積場

２区の分別ごみ集積場は機具庫

辺りとなっていますが、その日に

なるとドアやシャター前は分別ご

みで一杯になります。

機具庫には災害時に対応するた

めの用具等も入っています。

災害はいつ発生するかわかりま

せんので、日頃から絶対にドアや

シャッターの前に物を置いたりし

ないようにお願いします。車の駐

車もしないようにしてください。

空き巣や侵入盗に注意！！

気温も高くなって

きました。僅かな時

間の外出や、就寝前

には必ず戸締まりをお願い

します。在宅時でも侵入された

事案がありますので、ご注意く

ださい。

熱中症にも注意！！

体が暑さに慣れていないこの

時期、温度がそれほど上がって

なくてもこまめに水分を摂るな

ど、熱中症に注意しましょう！

ハンカチを準備してください

コミセンのトイレ手洗い場にテッ

シュペーパーが置いてあり手拭き

に使われていたようです。

もったいな～い！ハンカチを持

参してください。

なんでも買える時代ですが、資

源を大切にしましょう。

わくわくショップ刃物研ぎ

６月15日(土) 受付：8:00～

ご利用ください。

東西町スポーツ広場の利用
(団体の利用予約が入っていますので、下

記日時については使用できません。)

６月23日（日）・29日（土）・30日（日)

9:00～12:00

この時間の利用はできません。

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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５月11日(土)11:00～約１時間かけて町づくり部

５名が、一斉清掃の前にと、道路際の除草を行いま

した。

場所は、旧国道沿いで空き地等があり草取りのし

てない４区からコインランドリーの間の歩道側の道

路際です。この間は家が少なく草が生い茂っていま

した。毎年一斉清掃が終わると地区内全体がきれい

になりますので、特に道路際の草が目立つと町づく

り部が立ち上がったものです。

道路脇の草取り作業

東西町地区には不在地主(空き地・空き家を含む)

箇所が40箇所程あります。遠方の理由等で草刈りや

管理をされない所へは、協議会が発足する以前の自

治会から引き継いで草刈り要請の文書を送付してい

ます。

ご自身で除草されない方は作業費を振り込んでい

ただき、地区の方に除草していただいています。

今年度も除草依頼文書を送付しました。そして草

刈り後の写真を撮って入金いただいたすべての方に

送り、信頼関係を構築しています。これは平成22年

から行っています。

不在地主草刈り

東西町スポーツ広場は、平日の夕方や土日になる

と、楽しそうな声が聞こえてきます。

★改良工事について

３月号でお知らせしていましたが、壁打ち場ライ

ン引き作業が一部未実施になっています。これは、

予定になかった壁打ち場の壁の補強作業を急遽行う

ことになったためです。

今後、ライン引き作業で使用できない場合はお知

らせいたします。

★利用できない場合もあります

今年度の東西町スポーツ広場は町の管理となって

います。町から団体利用の連絡がきていますので、

事前に日程等がわかるものについては、４頁に掲載

しますので、その場合はスポーツ広場の利用ができ

ないこともあります。確認してください。

★ごみ

注意の張り紙をしたり、何度も広報でお願いして

いますが、菓子の袋等のごみが一向になくなりませ

ん。持ち込んだものは全て持ち帰る等のマナーにつ

いて、ご家族の中でも話し合ってください。

★安全のために

小学校低学年の子供だけで遊んでいる姿を見かけ

ることがあります。安全のために、できるだけ保護

者が付き添ってください。

東西町スポーツ広場利用について

いよいよ７月１日から開始します。

この制度は、交流と健康づくりを目的に東西町地

域振興協議会が対象とした行事や、毎日のウォーキ

ングに参加された場合にポイントを付与し、地域通

貨と交換し行事等で利用できるというものです。

参加対象：東西町地域振興協議会会員(小学生以上)

ポイント対象の行事等：・毎日のウォーキング

・つどい及びコミセン100歳体操 ・各サロン

・夏祭り等、東西町地域振興協議会が対象とする行

事

制度のお知らせとカードのお渡しについては、

６月20日の文書で各世帯に１枚づつお配りします。

不足分のカードは、協議会事務所、コミセン、西

町の郷の各玄関前に置くようにしますのでお持ち帰

りください。また、ポイント対象行事の会場でもお

渡しいたします。

ふれあい健康づくりポイント制度

アフター

スッキリしました

一斉清掃に向けて、あちらこ
ちらで草刈機の音がします

草刈り後の写真を撮って送って
います

ビフォー

生い茂った草
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春の一斉清掃【町づくり部】

日時：６月２日(日)7:50～ラジオ体操

8:00～一斉清掃

★清掃：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。→町が回収します。

★泥：本部(協議会事務所)に連絡して回収車を要請

してください。協議会がダンプを回しますが、

積み込みはしませんので、班員の皆さんでお願

いします。班長の指示に沿ってください。

＊一斉清掃前後又は定期的に

宅地、管理地、所有地、物置等も近隣の皆さまの

迷惑にならないように、はみ出し樹木の剪定や草取

り、物品等の整理整頓もお願いします。

(上記の処分は各自でお願いします)

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

東西町防災訓練【事務局】

日時：６月３０日(日)9:00～

町との連携による防災訓練を行います。

＊詳細は後日回覧でお知らせします。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：６月３０日(日)

13:00～回収開始⇒時間がいつもと違います。

※13:00までに指定の場所に搬出してください

回収物(記載しているようにして出してください。)

●新聞紙・雑誌⇒新聞紙と雑誌は分け、十文字にひ

もで結んでください。

●ダンボール⇒ダンボールもひもで十文字に結んで

ください。

●アルミ缶⇒中を水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

積み込み等へのご協力もお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

住民の方から感謝の言葉が届きましたので、紹介

します。

東西町の会員の方で解体・新築工事に着手する前

に、何かと迷惑をかけるとお隣さんやご近所、班の

皆さんに挨拶された際、「お互いさまですから」と

何人もの方から言われたそうです。また、実際、騒

音や振動、工事車両による通行支障などで少なから

ず迷惑をかけているのにもかかわらず、「お互いな

のであまり気にしすぎないように」とも言われた方

もあったそうです。その優しい気持ちが嬉しかった、

と感謝されていた様子を見て、あらためて東西町の

住民の方々の「お互いさま」

という気持ちの優しさにこち

らも嬉しくなりました。

４月に開催された通常総会では議案書の役員名簿

に福祉部員が２名空白となっていましたが、この度、

決まりましたのでお知らせします。

食生活改善推進委員 作野雅美さん(2-2)、健康

増進委員 坂田まき子さん(4-4)、各団体の代表と

して、福祉部に入られましたので、総会議案書役員

名簿に追加をお願いします。

福祉部員が決まりました

お互い様の気持ちに感謝の声が

７月から新たな教室が始動しますので紹介します。

名 称：東西町籐あみ教室

場 所：コミセン

活動日：毎月１回 第１木曜日

会 費：１月1,200円(材料代別)

定 員：６名

指導者：中本先生(米子市在住)

代表者：黒木美由紀(3-2)

募 集：減員の場合に行うことがあります。

来年度のさつき祭で作品展示

ができるように頑張って制作し

ます。

新たな教室を紹介します

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

４区５班 遠藤博美 東町337

３区１班 本池光徳 東町87
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らも嬉しくなりました。

４月に開催された通常総会では議案書の役員名簿

に福祉部員が２名空白となっていましたが、この度、

決まりましたのでお知らせします。

食生活改善推進委員 作野雅美さん(2-2)、健康

増進委員 坂田まき子さん(4-4)、各団体の代表と

して、福祉部に入られましたので、総会議案書役員

名簿に追加をお願いします。

福祉部員が決まりました

お互い様の気持ちに感謝の声が

７月から新たな教室が始動しますので紹介します。

名 称：東西町籐あみ教室

場 所：コミセン

活動日：毎月１回 第１木曜日

会 費：１月1,200円(材料代別)

定 員：６名

指導者：中本先生(米子市在住)

代表者：黒木美由紀(3-2)

募 集：減員の場合に行うことがあります。

来年度のさつき祭で作品展示

ができるように頑張って制作し

ます。

新たな教室を紹介します

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

４区５班 遠藤博美 東町337

３区１班 本池光徳 東町87
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会報まち６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

５月26日(日)第12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。

玄関前のくす玉割りで「祝 令和 さらに住みよい

東西町へ 新たな年の始まり」の文字が開き、開会

を告げられました。新元号発表の官房長官記者会見

を模した「顔出し看板」も設置され、たくさんの方

が記念撮影です。大集会室にも「昭和・平成から令

和へ東西町の出来事」と、皆さんの寄せ書きで作る「令和」

の大文字の企画があり、新しい時代への期待や想いが溢れて

いました。また、地域の皆さんや各種団体の作品そして児童

クラブ利用者のアレンジメントフラワーの展示をしました。

抹茶アイス白玉ぜんざい、コーヒー等が準備された「喫茶」

や加藤画伯の「似顔絵コーナー」にも楽しそうな顔、顔が溢

れていました。

屋外では、恒例の屋台が併設され、食の屋台村や野菜市、

餅つきやフリーマーケット＆交換会、手作りチャレンジでは、

プラ板ストラップやポットドールづくり。そして南側駐車場では、消防署や

南部町から水消火器をお借りし、その使い方を兼ねてのゲームに挑戦したり、

巨大しゃぼん玉であそぶ姿がありました。北側駐車場の「あそびの広場」で

はバスケットボールや巨大ダルマ落とし等で子どもたちが楽しんでいました。

気温が32度を超すことが予想されましたので、急遽ミストファンをレンタ

ルし暑さへの備えをしました。集会所の「健康福祉館」にも多くの方に足を

運んでいただきました。今年も南部町高校生サークルと新青年団の皆さんの

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、準備段

階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

ての方にお礼申し上

げます。

第12回東西町さつき祭「昭和・平成から令和へ」

食とあそびのテント村（屋外）

祝 令和のくす玉開き

作品を熱心に見入る来場者(展示室）

さつき祭全体会議 草餅用よもぎつみ 前日の準備 暑い中でパネル設置作業

令和発表（顔出し看板）水消火器でホールインワンに挑戦！
大人気のプラ板ストラップ
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２区分別ごみ集積場

２区の分別ごみ集積場は機具庫

辺りとなっていますが、その日に

なるとドアやシャター前は分別ご

みで一杯になります。

機具庫には災害時に対応するた

めの用具等も入っています。

災害はいつ発生するかわかりま

せんので、日頃から絶対にドアや

シャッターの前に物を置いたりし

ないようにお願いします。車の駐

車もしないようにしてください。

空き巣や侵入盗に注意！！

気温も高くなって

きました。僅かな時

間の外出や、就寝前

には必ず戸締まりをお願い

します。在宅時でも侵入された

事案がありますので、ご注意く

ださい。

熱中症にも注意！！

体が暑さに慣れていないこの

時期、温度がそれほど上がって

なくてもこまめに水分を摂るな

ど、熱中症に注意しましょう！

ハンカチを準備してください

コミセンのトイレ手洗い場にテッ

シュペーパーが置いてあり手拭き

に使われていたようです。

もったいな～い！ハンカチを持

参してください。

なんでも買える時代ですが、資

源を大切にしましょう。

わくわくショップ刃物研ぎ

６月15日(土) 受付：8:00～

ご利用ください。

東西町スポーツ広場の利用
(団体の利用予約が入っていますので、下

記日時については使用できません。)

６月23日（日）・29日（土）・30日（日)

9:00～12:00

この時間の利用はできません。

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


