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昨年に続き、今年も「夏祭り」は新型コロナウィルスのため早々に

中止となり、花火のみの打ち上げにしました。

当初、８月12日に予定していましたが、線状降水帯による大雨のた

め延期とし、８月25日にやっと打ち上げることができました。

今年は、写真の好きな方にも楽しんでいただこうと写真コンテスト

を行いました。昨年より本数を増やした花火。皆さんに喜んでもらえ

るだろうか？と不安と期待で迎えた午後８時。ご家族のみんなで観覧

されていたのでしょうか、打ち上がるとお宅の２階から拍手や歓声が

聞こえてきました。

帰宅途中の方から「良かったよ！花火をしていただいてありがとう

ございました。」という言葉をいただきホットしました。

今後も新型コロナウィルスの影響により、運動会等の行事は

開催することは難しい状況ですが、花火だけでも実施する

ことができ、非常に良かったと思います。

ワクチン接種が進んでいきますので、来年こそはコロ

ナ禍が収束し、恒例の行事が思いっきり出来ることを強

く願っています。

最後になりましたが、花火の打ち上げにご理解いただ

いた境地区の関係各位、ご賛同いただきご尽力いただい

た人づくり部員の皆さんに感謝します。

また、翌日は早朝より、花火打ち上げ場所のごみ拾い

にも参加いただきました。

ありがとうございました。

人づくり部長 中島 誠

「元気だそう 東西町花火 2021」と写真コンテスト

翌日の早朝、打ち上げ場所のごみ拾い

牧田池に写り込んだ花火で
さらに迫力満点に

連発でフィナーレ

密にならないように観覧してくださった
東西町の皆さんに感謝です！
２名のカメラマンもおられました。写真に
期待。(コミセン南駐車場)

この頁の写真は人づくり部の
皆さんからの投稿です

延期が幸い！絶好の花火打ち上げ日和に

日 曜日 ９月の予定表
1 水

2 木 習字/万寿会GG

3 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 銭太鼓/ソフトバレー

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

7 火

8 水

9 木 習字/万寿会GG

10 金 コミセン100体

11 土 野菜市9:00～/４区サロン/銭太鼓/ソフトバレー

12 日

13 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

14 火 １区サロン(外)

15 水

16 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

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

18 土 わくわくショップ10:00～/銭太鼓/ソフトバレー

19 日

20 月 卓球/万寿会GG

21 火 ２区サロン

22 水

23 木 習字/万寿会GG

24 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

26 日 ＜東西町スポーツ広場草取り整備8:00～＞

27 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字/万寿会GG

１０月の予定
東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

10 日 秋の一斉清掃及び消火栓とホース接続訓練【町づくり部】

中止
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不在地主箇所等の秋の草刈り

春に草刈りをお願いした皆さん
に秋にも同じ箇所の草刈りをお願
いします。

10月10日(日)が秋の一斉清掃で
す。できれば、清掃日の10日前く
らいからお願いできればと思って
います。よろしくお願いします。

つどい及びコミセン100歳体操再開

９月からつどい及びコミセン100

歳体操を再開します。

なお、施設の利用については、

２頁をご覧いただき、安全な利用

にご協力をお願いします。

町政要望の季節がやって来ました

近年の天候不順により豪雨土

砂災害の発生や、むかし植樹し

た庭木も大きな樹木になったり、

高齢化で対応が難しくなり、生

活環境がより一層厳しくなって

きました。

日常生活での対応は、経済的

な面も含めて、まず①「自助努

力」⇒次いで②「共助(近所での

助け合い)」⇒そして③「公助

(町政要望)」へ

生活する上でどうしても自分

たちではできない事で、改善を

必要とすることについては、町

政要望で相談してみましょう。

東西町地域振興協議会の生活

課題解決要望書も活用してくだ

さい。

大雨での陥没箇所
この度の大雨で地区内の数カ所

に陥没箇所があります。

危険なところはロープで囲って

立入禁止にしています。

陥没や水漏れ等がありましたら、

事務局にお知ら

せください。

ハザードマップが更新されました

つどい及びコミセンに掲示して

あるハザードマップ(東西町版)を

更新しましたので、ご確認くださ

い。ハザードマップは目安です。

過信しないようにしてください。

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

手作り風鈴展示と灯籠の点灯会

小・中学生が制作した風鈴の展示と灯

籠の点灯会を行います。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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今年の11月で、自治会が発足してから丸50年にな

ります。数年前から50周年記念行事に向け、写真や

資料の収集と整理を進めてきました。

50周年記念誌の発刊が決まり、編集委員会を今年

の２月に立ち上げました。

記念誌の構成は①自治会時代、自治会と公民館時

代そして振興協議会時代に分けての概括記事②節目

の思い出記事（10名の投稿）③自治会会長、公民館

館長、協議会会長名なども載せた年表としています。

各記事には写真も多く入れる事にしています。

どうぞご期待ください。

編集委員長 原 和正

50周年記念誌発刊編集委員会

今年の夏休みは、１年生から５年生の８名で過ご

しました。

恒例のバスで出掛ける活動が出来ず、さぞかし残

念がるかと思っていましたが、意外にも毎日、楽し

そうに過ごす姿に大人の方が救われました。

この日は夏祭り縁日をクラブで行い、かき氷やお

菓子釣り、お手玉落としなどで楽しみました。

新学期が始まっても、元気で毎日通ってほしいと

思います。

児童クラブ支援員

児童クラブの夏休み

８月16日(月)東西町コミュニティセンターにて、

町づくり部の行事の「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「東西町仏様送り」は仏様はもとより、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38回目となります。

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止として、

座席は設けず、流れ焼香スタイルといたしました。

住職様の講和も無く少し寂しい仏様送りとなり

ましたが、56名が来場されました。

町づくり部長 石田 泰弘

第37回東西町仏様送り

お菓子釣り

お手玉落とし

かき氷

８月20日 ４度目の編集委員会

受付け後、流れ焼香で
行いました

回覧「施設の利用について」

で、“食事は禁止”とお願いし

ていましたが、黙食(しゃべる時

はマスク着用)に変更しています。

下記のことを守り、楽しい交

流の場にしてください。

①２時間30分以内で退所(準備と片付け時間含む)

②健康チェックシートに全員が記入

・・・代表者が管理をお願いします

③飲食は黙食を・・・距離をとり、しゃべらない

(しゃべる時はマスク着用)

④入退時の手洗いや消毒を徹底

⑤常時マスクを着用する

⑥間隔を開ける

⑦換気を行う

⑧使用したテーブルなどの消毒

⑨体調の悪い時は参加しない

安全で楽しい交流にご理解をお願いします。

施設の利用について
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夜間パトロールを始めてから33年になります。青

少年育成会と中学育成会による夜間パトロールを、

今年も７月24日(土)から８月21日(土)まで実施致し

ました。

高校生らしき子どもたちがスポーツ広場で花火を

やっていて注意を促した日もあったという報告があ

りましたが、概ね異

状なく終わりました。

コロナ禍ですしこ

れからも夜間の不要

不急な外出も控える

よう、各家庭でも周

知をお願いします。

青少年育成会長

松本和緒

手作り風鈴展示と灯籠点灯会

【子ども育成会・中学育成会・青少年育成会】

お楽しみ☆親睦会の代わりに手作り風鈴展示と灯

籠の点灯会を開催します。

日程：９月19日(土)・20(日)19:00～21:00

場所：つどいで展示しますが、ガラス越しに道路側

からご覧いただきます。

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43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、中止します。

50周年記念式典【事務局】

令和４年度の運動会に併せて開催する予定です。

東西町スポーツ広場草取り整備【事務局】

日時：９月26日（日）

●草取り・整備 8:00～8:50

東西町スポーツ広場を利用している方はもちろん

ですが、皆さんのご協力もお願いします。

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。

秋の一斉清掃【町づくり部】

日時：10月10日（日）

7:50～ラジオ体操、8:00～一斉清掃

出張消火器使用講習会は、１区２班です。

消火器使用講習会・放水訓練を実施します。

消火栓とホース接続訓練

秋の一斉清掃後にも実施します。

班によっては消火栓とホース格納箱が２箇所設置

されていますので、春に使用しなかった方の消火栓

とホースを使用して訓練をお願いします。

(ホース格納箱内中の備品等が違うこともあります。）

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください夏休み夜間パトロール

真っ暗な浄化センターに１台の
車が。車の中を確認すると・・・・・・・
・・・・・だ～れもいない・・・・・

①バス停ベンチ

西町バス停と東

町バス停２箇所

のベンチを新し

くしました。

②ホース格納箱とホース

穴が開いたホース格納箱

４基と古いホース８本を

新しいものに交換しまし

た。

③野菜市ノボリ

野菜市のノボリが出

来ました。

このノボリが立って

いる時は野菜市を行っ

ている目印です。

地区内設備等を交換・新調しました

８月の野菜市の様子

東町バス停花壇周辺の除草作業取り止めについて

令和３年10月から、当番班で西町バス停に加えて

東町バス停の除草もお願いしていましたが、東町バ

ス停は茅がはびこり除草が大変であることから、除草

や管理は、東町バス停花壇に植栽されている方々で

行っていただくことになりました。
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新しいものに交換しまし

た。

③野菜市ノボリ

野菜市のノボリが出

来ました。

このノボリが立って

いる時は野菜市を行っ

ている目印です。

地区内設備等を交換・新調しました

８月の野菜市の様子

東町バス停花壇周辺の除草作業取り止めについて

令和３年10月から、当番班で西町バス停に加えて

東町バス停の除草もお願いしていましたが、東町バ

ス停は茅がはびこり除草が大変であることから、除草

や管理は、東町バス停花壇に植栽されている方々で

行っていただくことになりました。
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昨年に続き、今年も「夏祭り」は新型コロナウィルスのため早々に

中止となり、花火のみの打ち上げにしました。

当初、８月12日に予定していましたが、線状降水帯による大雨のた

め延期とし、８月25日にやっと打ち上げることができました。

今年は、写真の好きな方にも楽しんでいただこうと写真コンテスト

を行いました。昨年より本数を増やした花火。皆さんに喜んでもらえ

るだろうか？と不安と期待で迎えた午後８時。ご家族のみんなで観覧

されていたのでしょうか、打ち上がるとお宅の２階から拍手や歓声が

聞こえてきました。

帰宅途中の方から「良かったよ！花火をしていただいてありがとう

ございました。」という言葉をいただきホットしました。

今後も新型コロナウィルスの影響により、運動会等の行事は

開催することは難しい状況ですが、花火だけでも実施する

ことができ、非常に良かったと思います。

ワクチン接種が進んでいきますので、来年こそはコロ

ナ禍が収束し、恒例の行事が思いっきり出来ることを強

く願っています。

最後になりましたが、花火の打ち上げにご理解いただ

いた境地区の関係各位、ご賛同いただきご尽力いただい

た人づくり部員の皆さんに感謝します。

また、翌日は早朝より、花火打ち上げ場所のごみ拾い

にも参加いただきました。

ありがとうございました。

人づくり部長 中島 誠

「元気だそう 東西町花火 2021」と写真コンテスト

翌日の早朝、打ち上げ場所のごみ拾い

牧田池に写り込んだ花火で
さらに迫力満点に

連発でフィナーレ

密にならないように観覧してくださった
東西町の皆さんに感謝です！
２名のカメラマンもおられました。写真に
期待。(コミセン南駐車場)

この頁の写真は人づくり部の
皆さんからの投稿です

延期が幸い！絶好の花火打ち上げ日和に

日 曜日 ９月の予定表
1 水

2 木 習字/万寿会GG

3 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 銭太鼓/ソフトバレー

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

7 火

8 水

9 木 習字/万寿会GG

10 金 コミセン100体

11 土 野菜市9:00～/４区サロン/銭太鼓/ソフトバレー

12 日

13 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

14 火 １区サロン(外)

15 水

16 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

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

18 土 わくわくショップ10:00～/銭太鼓/ソフトバレー

19 日

20 月 卓球/万寿会GG

21 火 ２区サロン

22 水

23 木 習字/万寿会GG

24 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

26 日 ＜東西町スポーツ広場草取り整備8:00～＞

27 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字/万寿会GG

１０月の予定
東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

10 日 秋の一斉清掃及び消火栓とホース接続訓練【町づくり部】

中止
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不在地主箇所等の秋の草刈り

春に草刈りをお願いした皆さん
に秋にも同じ箇所の草刈りをお願
いします。

10月10日(日)が秋の一斉清掃で
す。できれば、清掃日の10日前く
らいからお願いできればと思って
います。よろしくお願いします。

つどい及びコミセン100歳体操再開

９月からつどい及びコミセン100

歳体操を再開します。

なお、施設の利用については、

２頁をご覧いただき、安全な利用

にご協力をお願いします。

町政要望の季節がやって来ました

近年の天候不順により豪雨土

砂災害の発生や、むかし植樹し

た庭木も大きな樹木になったり、

高齢化で対応が難しくなり、生

活環境がより一層厳しくなって

きました。

日常生活での対応は、経済的

な面も含めて、まず①「自助努

力」⇒次いで②「共助(近所での

助け合い)」⇒そして③「公助

(町政要望)」へ

生活する上でどうしても自分

たちではできない事で、改善を

必要とすることについては、町

政要望で相談してみましょう。

東西町地域振興協議会の生活

課題解決要望書も活用してくだ

さい。

大雨での陥没箇所
この度の大雨で地区内の数カ所

に陥没箇所があります。

危険なところはロープで囲って

立入禁止にしています。

陥没や水漏れ等がありましたら、

事務局にお知ら

せください。

ハザードマップが更新されました

つどい及びコミセンに掲示して

あるハザードマップ(東西町版)を

更新しましたので、ご確認くださ

い。ハザードマップは目安です。

過信しないようにしてください。

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

手作り風鈴展示と灯籠の点灯会

小・中学生が制作した風鈴の展示と灯

籠の点灯会を行います。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


