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会報まち６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

５月12日(金)に南部町建設課により、３月議会での承認を

受け、東西町公園計画の説明会が開催されました。

説明会には25名の参加があり、多くの方から要望や意見が

ありました。

前回（平成24年10月25日）の説明会では、２年程度供用開

始が遅れるが当初計画の高さ(広さ)で進めることを参加者に

了解していただきました。その後、掘削土砂の撤去が進まず

公園整備が遅れる中、今年度秋の運動会は必ず開催出来るよ

うにするとの回答を得て、今春の通常総会にも報告しました。

今回の説明会で出た要望や意見を文書にして、建設課にお渡ししました。そして５月16日、会長、副会

長及び黒木事務局員で町長へ安全面から次の点について格別な配慮を要望しました。

１）国道バイパス側には2.2mのフェンス

では無く防球ネット等を設置

２）進入道路は交互通行ではなくすれ違

えるように拡張

３）水路への落下防止の設置

新運動公園説明会の報告と実施計画に再検討を要望

平成28年度町政要望として出ていました４区１班の水路改修工事が完了しました。

この工事は次の２点を解決するため行われたものです。

１）平成23年９月の大雨で崩壊した小林さん宅前の山側法面改修で、

水を流す方向が大田さん宅前になりました。しかし、その側溝

は水を流す勾配を取るために浅い箇所があり、大田さん宅の

車庫に水が溢れる。

２）神崎さん宅北側の水路は片側が山肌のままであり、土砂が削ら

れ平新さん宅前の水路に土砂が溜まるのを防ぐ。

東西町地内では側溝改善の要望が何箇所か出ています。建設課から

随時改善を検討して行きたいとの回答を得ています。

４区１班の水路改修完了

道路中よりに新たな水路ができました

水路

進入道路

グラウンド

国道バイパス

説明会の新運動公園図

南部町建設課担当者から説明が行われました

町長に面会し要望しました

日 曜日 ６月の予定表
1 木 １区福祉会/万寿会軽体操/習字

2 金 ４区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

3 土 高齢者とシニアの集い(万寿会)/銭太鼓/ソフトバレー

4 日 ＜春の一斉清掃＞　写真/２区５班

5 月

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 フラダンス

8 木 習字/ダンス

9 金 ３区福祉会/笑いヨガ

10 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

11 日
＜救急蘇生法講習会及び消火・通報・避難訓練＞
青少年育成会総会

12 月

13 火 ４区サロン

14 水 ２区福祉会/フラダンス/ハンドメイド/マージャン

15 木 ４区福祉会/万寿会軽体操/ダンス

16 金 　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土
わくわくショップ10:30～
銭太鼓/手話/ソフトバレー/低山会

18 日 マージャン

19 月 (外)２区サロン

20 火

21 水 フラダンス

22 木 習字/ダンス

23 金 ３区サロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

24 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

25 日 ＜異世代間交流ボールング大会＞

26 月 集団健診(受付8：00～10：00)/うたの会

27 火 まちの保健室

28 水 フラダンス/ハンドメイド

29 木 ダンス

30 金

７月の予定
2 日 リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

21 金 ～8月12日 夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

30 日 夏休み みんなでラジオ体操10周年記念そーめん流し【人づくり部】
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刃物とぎが行われます

７月のわくわくショップ

７月15日(土)10：30～わくわくショッ

プを行います。

刃物とぎ受付時間は8：00～

時間に限りがありますのでお早め

にご持参ください。

空き巣や侵入盗に注意！

気温も上がり窓を

開ける時期になりま

した。

空き巣や侵入盗に

気を付けましょう。

以前、東西町でも就寝中に施錠

のしてないところから侵入され、

被害が出たこともありますので、

少しの外出でも必ず施錠をお願い

します。

守るのは自分です！

コミセントイレが汚れたままに

汚した後は掃除をしてください！

トイレを使用し、汚した場合は、掃

除をお願いします。

＊掃除用具をトイレ内に設置していま

す。

基本的なマナーです。いつでも誰

でも気持ちよく利用できるように

ご協力をお願いします。

私有地・管理地等の

環境整備もお願いします

春の一斉清掃が６月４日(日)に

行われます。

それにあわせて、草刈り機のエ

ンジン音があちらこちらで聞こえ

てきます。

環境美化にご協力ありがとうございます

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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毎週水曜日と土曜日の11時頃、つどい前に井田鮮

魚店が移動販売に来られています。

とても気さくな井田さんとの会話も楽しく、料理

が得意と言われるだけあって、魚料理のレパートリー

も豊富です。

どうぞご利用

ください。

５月16日(火)東西町万寿会グラウンド・ゴルフ大

会を、芝がきれいに刈られた交流センターグラウン

ドで実施しました。

参加者も毎年少しずつ増えて今年は24名でした。

当日は快晴の好条件のもと、６人ずつ４チームに

分かれてプレーをしました。あちらこちらで好プレー

が続出して大いに盛り上がりました。

優勝者は34打で４区の木村英二さんでした。

吉木邦雄(1-2)

万寿会グラウンド・ゴルフ大会

コンニャク作りに何年もかか

るとは、この講座を通じて初

めて知りました。

２年前に小さな１年物のコ

ンニャク芋の種芋を植え、秋

に掘り起こし保管していたコン

ニャク芋を、５月９日(火)に再

度植え付けしました。

当日は小雨の中、日南町農家

の伊田さんと向原さん

に、指導とご協力をい

ただきあっという間に

植え付け作業は終了し

ました。

今年の秋には収穫し、

いよいよコンニャクづ

くりを行います。

できたてコンニャク

の刺し身は絶品ですよ！。

どうぞご参加くださ

い。

生産者との交流会

１区５班 森本さん宅ポタジェガーデン

ポタジェガーデンとは花やハーブ、野菜を多種類、

混ぜて植える庭です。景色はバラエティに富み、相

乗効果で病害虫の発生も少なくてすむため農薬も使

わなくていいという優しいガーデンスタイルです。

26年６月に越して来られた直後から３区画の土地

を耕し庭造りを開始されました。

災害時安否確認協力委員にもご協力いただいてい

る森本さん、「ほとんどの花はタダです！地区内の

方からもらったものを増やしました。」とおっしゃっ

ています。ご近所付き合いの賜物ですね！。

力仕事はご

主人が担当だ

そうです。

毎日ご夫婦

で庭につきっ

きりで、管理

が行き届いた

森本さん宅の

ポタジェガー

デンです。

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

３区３班 眞田 純 東町115

＜退去・退会＞

４区２班 城貝健太郎 東町270-2

１区４班 下村芳江 西町92

４区５班 三村直樹 東町349

気になるお庭拝見

保存良く、ピンクの可

愛い芽が出ていました

魚の移動販売車が毎週２回来ています

情報交換で料理上手になります

縁取りのナデシコが圧巻です

開会式の様子

芽を上に向けて、間隔は空けて
等と、指導していただきました
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春の一斉清掃【町づくり部】

日時：６月４日(日)8：00～(ラジオ体操7：50～)

清掃場所：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(春の作業時)は、お渡しする袋に入れて９時

頃までに可燃ごみ集積場に置いてください

(公共スペースの草のみ)

★泥は、本部(協議会事務所)に回収車を要請して

ください

また、宅地、管理地や所有地からのはみ出し樹木

の剪定等も定期的にお願いします。(処分は各自にて)

＊事故や怪我のないようにお願いします

救急蘇生法講習会と消火・通報・避難訓練

【町づくり部】

日時：６月11日(日)9：30～11：30

場所：コミセン

内容：

①イザという時に役立つ救急蘇生法講習会

②消火・通報・避難訓練

何度でもご参加ください。特に班長、協議会役員

の皆さまの参加をお願いします。

異世代間交流ボーリング大会【人づくり部】

日時：６月25日(日)9：00～11：00

送迎バス利用のため8：30につどい前を出発

場所：クイーンボウル

ゲーム：個人戦・２ゲームの総合得点で競います

賞品(上位入賞者・飛び賞有り)

参加料：１名500円(靴代200円別)

対象：小学生以上の全ての会員

(小学生・高齢者にハンディ-有り)

申込み：６月９日(金)までに協議会へ

＊詳細は申込み時にお知らせします

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

毎月第３土曜日の10：30～11：30、つどいでわく

わくショップを開催しています。

洋服や日用品、家具他のリユース品等、みなさん

からの委託商品や寄付商品が沢山寄せられ、安価で

販売しています。

喫茶では、美味しいコーヒーとケーキをいただき

ながら男性や女性が入り混じって１ヶ月振りの世間

話に花が咲いています。どうぞご来店ください。

販売する商品

やミニギャラ

リーで展示す

る作品もお待

ちしています。

よもぎ摘み採りと下準備を５月９日(火)コンニャ

ク芋植え(町づくり部の生産者との交流会)を兼ねて、

有志４名と生産者２名で、日南町の無農薬で安全な

よもぎの摘み採りを行いました。

大雨にならないうちにと、小雨の中、無言でただ

ひたすらよもぎを摘み続け１時間超で摘み採りを完

了しました。直ぐ様コミセンに戻って、洗い⇒湯が

き⇒刻み⇒計量⇒真空にして冷凍室で保存しました。

これを解凍し美味しい草餅にして販売しましたが、

お味はどうだったでしょうか？

作品展示室では、東西町地域振

興協議会の歩みの展示準備を進

めました。

来場者全員で参加していただ

く、せ～の～で～10メートルさく

らのり巻きづくりの準備では、

夕食がのり巻きづくしの日々に。

果たして成功したかどうか？

10周年記念さつき祭に向けて
準備を進めました

６月のまちの保健室
日 時：６月27日(火)9：30～11：30

場 所：つどい

内 容：

●保健師による健康相談

●腸内フローラ(お花畑)を育てよう！

準備品：飲物、動き易い服装

問合せ：健康福祉課 ６６－５５２４

わくわくショップ

10メートルのさくら
のり巻き完成イメージ

喫茶も大盛況です

多くの来店者で賑わう わくわくショップ
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ひたすらよもぎを摘み続け１時間超で摘み採りを完

了しました。直ぐ様コミセンに戻って、洗い⇒湯が

き⇒刻み⇒計量⇒真空にして冷凍室で保存しました。

これを解凍し美味しい草餅にして販売しましたが、

お味はどうだったでしょうか？

作品展示室では、東西町地域振

興協議会の歩みの展示準備を進

めました。

来場者全員で参加していただ

く、せ～の～で～10メートルさく

らのり巻きづくりの準備では、

夕食がのり巻きづくしの日々に。

果たして成功したかどうか？

10周年記念さつき祭に向けて
準備を進めました

６月のまちの保健室
日 時：６月27日(火)9：30～11：30

場 所：つどい

内 容：

●保健師による健康相談

●腸内フローラ(お花畑)を育てよう！

準備品：飲物、動き易い服装

問合せ：健康福祉課 ６６－５５２４

わくわくショップ

10メートルのさくら
のり巻き完成イメージ

喫茶も大盛況です

多くの来店者で賑わう わくわくショップ
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会報まち６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

５月12日(金)に南部町建設課により、３月議会での承認を

受け、東西町公園計画の説明会が開催されました。

説明会には25名の参加があり、多くの方から要望や意見が

ありました。

前回（平成24年10月25日）の説明会では、２年程度供用開

始が遅れるが当初計画の高さ(広さ)で進めることを参加者に

了解していただきました。その後、掘削土砂の撤去が進まず

公園整備が遅れる中、今年度秋の運動会は必ず開催出来るよ

うにするとの回答を得て、今春の通常総会にも報告しました。

今回の説明会で出た要望や意見を文書にして、建設課にお渡ししました。そして５月16日、会長、副会

長及び黒木事務局員で町長へ安全面から次の点について格別な配慮を要望しました。

１）国道バイパス側には2.2mのフェンス

では無く防球ネット等を設置

２）進入道路は交互通行ではなくすれ違

えるように拡張

３）水路への落下防止の設置

新運動公園説明会の報告と実施計画に再検討を要望

平成28年度町政要望として出ていました４区１班の水路改修工事が完了しました。

この工事は次の２点を解決するため行われたものです。

１）平成23年９月の大雨で崩壊した小林さん宅前の山側法面改修で、

水を流す方向が大田さん宅前になりました。しかし、その側溝

は水を流す勾配を取るために浅い箇所があり、大田さん宅の

車庫に水が溢れる。

２）神崎さん宅北側の水路は片側が山肌のままであり、土砂が削ら

れ平新さん宅前の水路に土砂が溜まるのを防ぐ。

東西町地内では側溝改善の要望が何箇所か出ています。建設課から

随時改善を検討して行きたいとの回答を得ています。

４区１班の水路改修完了

道路中よりに新たな水路ができました

水路

進入道路

グラウンド

国道バイパス

説明会の新運動公園図

南部町建設課担当者から説明が行われました

町長に面会し要望しました

日 曜日 ６月の予定表
1 木 １区福祉会/万寿会軽体操/習字

2 金 ４区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

3 土 高齢者とシニアの集い(万寿会)/銭太鼓/ソフトバレー

4 日 ＜春の一斉清掃＞　写真/２区５班

5 月

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 フラダンス

8 木 習字/ダンス

9 金 ３区福祉会/笑いヨガ

10 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

11 日
＜救急蘇生法講習会及び消火・通報・避難訓練＞
青少年育成会総会

12 月

13 火 ４区サロン

14 水 ２区福祉会/フラダンス/ハンドメイド/マージャン

15 木 ４区福祉会/万寿会軽体操/ダンス

16 金 　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土
わくわくショップ10:30～
銭太鼓/手話/ソフトバレー/低山会

18 日 マージャン

19 月 (外)２区サロン

20 火

21 水 フラダンス

22 木 習字/ダンス

23 金 ３区サロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

24 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

25 日 ＜異世代間交流ボールング大会＞

26 月 集団健診(受付8：00～10：00)/うたの会

27 火 まちの保健室

28 水 フラダンス/ハンドメイド

29 木 ダンス

30 金

７月の予定
2 日 リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

21 金 ～8月12日 夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

30 日 夏休み みんなでラジオ体操10周年記念そーめん流し【人づくり部】
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刃物とぎが行われます

７月のわくわくショップ

７月15日(土)10：30～わくわくショッ

プを行います。

刃物とぎ受付時間は8：00～

時間に限りがありますのでお早め

にご持参ください。

空き巣や侵入盗に注意！

気温も上がり窓を

開ける時期になりま

した。

空き巣や侵入盗に

気を付けましょう。

以前、東西町でも就寝中に施錠

のしてないところから侵入され、

被害が出たこともありますので、

少しの外出でも必ず施錠をお願い

します。

守るのは自分です！

コミセントイレが汚れたままに

汚した後は掃除をしてください！

トイレを使用し、汚した場合は、掃

除をお願いします。

＊掃除用具をトイレ内に設置していま

す。

基本的なマナーです。いつでも誰

でも気持ちよく利用できるように

ご協力をお願いします。

私有地・管理地等の

環境整備もお願いします

春の一斉清掃が６月４日(日)に

行われます。

それにあわせて、草刈り機のエ

ンジン音があちらこちらで聞こえ

てきます。

環境美化にご協力ありがとうございます

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


