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工事途中の10月１日(日)待ちに待って

いた地元開催の運動会。開会式からかっ

てない程多くの方が参加されました。

会長に続いて、陶山町長から、「随分

時間がかかった分素晴らしいグラウンド

にしたい」と挨拶されました。

早速、小・中学生の「朝食は食べましょ

う」がスタートし、役員のそつのない進

行で順調に進みました。

昼前に記念行事を行いました。長年地

域に貢献されている10名と１団体に功労

表彰の授賞式を行いました。

次に17件の応募があった新運動公園の

名称選定を行いました。運営委員会委員で事前に３つに絞ったものを、来場者全員で選んでいただきまし

た。①東西町大山の見える丘公園：81名、②東西町スポーツ広場：148名、③東西町ふれあい運動公園：

145名でした。僅かな差で②「東西町スポーツ広場」に決定し、考案された石倉佳子さん(2-3)に記念品を

贈呈しました。記念行事の最後に全員で人文字作成を行いました。ドローンでの航空写真撮影は片山 崇

さん(2-5)です。参加者372名が色紙を持って東西町という文字を作りました。なんと！人文字作成の早い

こと、さすが東西町の皆さんです。

午後からも、多くの中学生が用具や決勝、出発係等で

大活躍。プログラム10番目の「F-1レース」が終わった時

点で、累計得点は全区が横一線！。残すは４競技のみ。

勝敗の行方は？・・・「血圧測定」と「綱引き」の２

競技で１位になった１区が総合優勝でした。

グラウンドで行われた慰労会にも多くの方々の笑い声

が響いていまし

た。

大山を眺めな

がら心地良い風

を受けた最高の

運動会でした。

東西町地域振興協議会創設10周年・第38回東西町地区運動会

役員としても中学生が大活躍 いっぱいになった応援席

開会式からたくさんの方が参加されました

来場された皆さん全員が参加して見事に完成した人文字

元気いっぱい「チビッコ全員集合」最後の競技「総合リレー」・緊張のスタート 功労表彰を授賞された方々の表彰式の様子

日 曜日 １１月の予定表
1 水 フラダンス

2 木 万寿会軽体操/習字　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

3 金 ４区レクトレ

4 土 ＜健康ウォーキング＞　銭太鼓/ソフトバレー

5 日 マージャン/写真

6 月 (外)２区・３区サロン

7 火 絵手紙/男のクッキング

8 水 フラダンス/ハンドメイド/(外)４区サロン

9 木 習字

10 金 笑いヨガ

11 土 野菜市8：00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

12 日 ＜防災訓練＞　クリーンウォーク

13 月

14 火

15 水 フラダンス

16 木 中間監査/万寿会軽体操/習字

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

18 土
わくわくショップ10:30～/手話/銭太鼓/低山会
ソフトバレー

19 日 ＜リサイクル＞

20 月 ピンポンの会

21 火

22 水 フラダンス/ハンドメイド

23 木 ＜役員研修会＞　習字

24 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

25 土
野菜市8:00頃～　＜コンニャクづくり講習会＞
銭太鼓/ソフトバレー

26 日

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水

30 木

１２月の予定
3 日 時短クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

10 日 コミセン大掃除・利用者同好会会議、消火・避難訓練【事務局】

17 日 歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

24 日 門松づくり講習会【人づくり部】
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「落ち葉で側溝の水が溢れる、
車のタイヤがスリップする」等の声が
郵便局前の西町山側で、特にこ

の時期になると落ち葉が側溝に詰

まって水が溢れたり、車のタイヤ

が葉っぱでスリップする等の声が

寄せられます。

溝の脇に、落ち葉を入れるかご

と火ばさみやほうき等の道具を置

いていますので、近所の方、栗拾

いや散歩、通行される方等、通ら

れた時に

少しずつ

でもご協

力をお願

いします。

早朝の散歩も注意を！

日の出が遅くなった

早朝の散歩も、夜間

の散歩と同じように運

転手からは見えに

くいため危険です！

ライトや反射材のタスキ等を身

につける等して自分の身は自分で

守る工夫をしてください。

東西町スポーツ広場（新運動公園）

先月、運動会が行われましたが、

翌日から、残りの運動公園整備工

事が再開されました。

工事が終わるまでは入らないよ

うにお

願いし

ます。

わくわくショップと刃物研ぎ

11月18日(土)は刃物研ぎが来ま

すのでご利用ください。

設置するとすぐに、協力してくださる方
がおられました。ありがとうございます。

ネコの避妊・去勢奨励事業の紹介

地区内で生まれたての子ネコを見

かけます。また増えています。

～飼い主の方へ～情報なんぶ10月

号に奨励事業が掲載されています。

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

分別ごみ
今 回 は ( 木 )
です
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10月14日(土)～15日(日)今回で11年目となった干

支づくり講座を行いました。今年も１回目から指導

いただいている阿部栄子さん(1-1)にお願いし次年

度の干支(戌)をつくりました。

14名の参加者は、和気あいあいの内に楽しく作業

は進みましたが、未完成の人は自宅学習の約束に終

了前には言葉少なく時間との闘いになりました。

出来上がった作品は11月の「南部町富有の里祭り

作品展」に出展します。乞うご期待！

皆さんから出ました平成30年度の新規の町政要望

は、22件ありました。町づくり部と事務局で現地を

確認し、その結果を運営委委員会で協議し、地区で

対応出来るものを除き、東西町からの要望として町

へ提出することに

なります。又、過

年度分で終了して

いない要望事項は、

継続分として町へ

提出することとし

ます。

干支づくり

入会・退会のお知らせ（敬称略）

＜退去・退会＞

３区２班 吉田吉野 東町103

訂正(敬称略)

先月号の入居・入会でお知らせしたお名前の字

に間違いがありましたので、訂正します。

４区１班 井口晧介 ⇒ （正）井口皓介
型紙は同じでもなぜか製作者に似た作品になっています

10月12日(木)会見地区出身の青年海外協力隊員で、

現在キルギスに派遣されている竹内詠子さんと、東

西町子ども銭太鼓との交流会がありました。

これは、昨年、現地の子供に日本の文化も体験さ

せたいと、町を通して依頼があり、東西町子ども銭

太鼓指導者の竹内映子さん(1-6)が銭太鼓１セット

を贈られたことが縁でした。

一時帰国にあたり、そのお礼を兼ね、是非子ども

銭太鼓の方にお会いしたいとの事で実現しました。

現地のラジオ体操（？）を一緒にしたり、銭太鼓

を披露したりの楽しい90分でした。お二人のタケウ

チエイコ

さんを銭

太鼓が結

びました。

10月11日(水)「西町の郷」にお邪魔しました。こ

の日は、小物入れの製作中でした。利用者の小飯初

音さん(1-2)が先生で、来年のさつき祭で展示・即

売？の予定だそうです。皆さんの意見が合った時に、

いろいろな事をして楽しんで過ごされています。

銭太鼓が結ぶ交流会

町政への要望の取りまとめ 「西町の郷」におじゃましました

環境整備

要望に出た場所を確認しました

キルギス風ラジオ体操(？)を一緒にしました

おしゃべりしながら楽しい時間が過ぎます

集会所前の流末処理場に
除草剤を散布しました

牧田池から３区に抜ける避難通
路脇に防草シートを張りました

⇒
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防災訓練【事務局】

今回は、地震での火災発生を想定した防災訓練を

行います。様々な場面で応用が利くバケツリレーも

行いますので皆さんご参加ください。

日 程：11月12日(日)9:30～11：30

★安否確認協力委員・避難所対応委員の対応確認

★バケツリレー講習会

★お話「火災を起こさないために」

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日 時：11月19日(日)9：00～10：00頃

※9：00までに指定の場所に搬出してください

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

＊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

▲搬出できる方は、コミセンまでお願いします

コンニャクづくり講習会【町づくり部】

手作りコンニャクの刺し身は絶品ですよ

日 時：11月25日(土)9：30～12：00

場 所：コミセン

講 師：日南町農家の伊田美奈子さん

参加料：200円

準備品：ゴム手袋・エプロン・三角巾他

申込み〆切り：11月10日(金)

時短クッキング＆子供料理教室

【福祉部・食生活改善推進委員】

美味しく時短であっという間 餃子、田作り他

日 時：12月３日(日)10：00～15：00

場 所：コミセン

参加料：大人200円、子供100円

準備品：エプロン、三角巾、マスク。鉛筆、他

申込み〆切り：11月20日(月)先着15名

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

11月23日(木・祝)～26日(日)まで、米子天満屋４

階で開催される中海テレビ・テゴネット「地域自慢

フェスタ」に東西町からも、遊友くらぶとハンドメ

イドが出店し、小物等の手作り製品を販売します。

どうぞお出かけください。

テゴネット「地域自慢フェスタ」に
東西町も出店し販売します

●富有の里まつり生涯学習作品展

日程：11月10日(金)～12日(日)

場所：南部町農業者トレーニングセンター

●天津地域振興協議会文化祭

日程：11月12日(日)

場所：ふるさと交流センター体育館

東西町からもそれぞれの作品展に出展しますので、

ご覧ください。

作品展のお知らせ

先月号の会報「まち」で道路の穴補修へのご協力

の呼びかけをしたところ「散歩の途中の道路に穴が

あったので、穴埋めをしま

しょうか」と事務所に来ら

れ、早速作業をしていただ

きました。感謝です。

ちなみに穴補修の方法は、

道路の穴に材料のレミファ

ルトを入れ固めます。気温

の高い時ならば常温で可能

です。材料は提供します。

道路穴補修にご協力いただきました

ありがとうございます

各区に設置してある防災庫の中に消火器を入れて

いましたが、緊急時に直ぐに対応できるようにする

ため、町づくり部員によって外付けにしていただき

ました。また、一昨年からホース格納箱の横にも設

置を進めていましたが、

全てに設置作業が終了

しました。

火災発生時の初期消

火に役立ててください。

なお、協議会では消火器の使用

講習会を年２回程度開催していま

すので、どうぞご参加ください。

消火器を外付けにしました

前日の下準備

消火器の入ったボックスを
防災庫に外付けしました
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ご覧ください。

作品展のお知らせ

先月号の会報「まち」で道路の穴補修へのご協力

の呼びかけをしたところ「散歩の途中の道路に穴が

あったので、穴埋めをしま

しょうか」と事務所に来ら

れ、早速作業をしていただ

きました。感謝です。

ちなみに穴補修の方法は、

道路の穴に材料のレミファ

ルトを入れ固めます。気温

の高い時ならば常温で可能

です。材料は提供します。

道路穴補修にご協力いただきました

ありがとうございます

各区に設置してある防災庫の中に消火器を入れて

いましたが、緊急時に直ぐに対応できるようにする

ため、町づくり部員によって外付けにしていただき

ました。また、一昨年からホース格納箱の横にも設

置を進めていましたが、

全てに設置作業が終了

しました。

火災発生時の初期消

火に役立ててください。

なお、協議会では消火器の使用

講習会を年２回程度開催していま

すので、どうぞご参加ください。

消火器を外付けにしました

前日の下準備

消火器の入ったボックスを
防災庫に外付けしました
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会報まち１１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

工事途中の10月１日(日)待ちに待って

いた地元開催の運動会。開会式からかっ

てない程多くの方が参加されました。

会長に続いて、陶山町長から、「随分

時間がかかった分素晴らしいグラウンド

にしたい」と挨拶されました。

早速、小・中学生の「朝食は食べましょ

う」がスタートし、役員のそつのない進

行で順調に進みました。

昼前に記念行事を行いました。長年地

域に貢献されている10名と１団体に功労

表彰の授賞式を行いました。

次に17件の応募があった新運動公園の

名称選定を行いました。運営委員会委員で事前に３つに絞ったものを、来場者全員で選んでいただきまし

た。①東西町大山の見える丘公園：81名、②東西町スポーツ広場：148名、③東西町ふれあい運動公園：

145名でした。僅かな差で②「東西町スポーツ広場」に決定し、考案された石倉佳子さん(2-3)に記念品を

贈呈しました。記念行事の最後に全員で人文字作成を行いました。ドローンでの航空写真撮影は片山 崇

さん(2-5)です。参加者372名が色紙を持って東西町という文字を作りました。なんと！人文字作成の早い

こと、さすが東西町の皆さんです。

午後からも、多くの中学生が用具や決勝、出発係等で

大活躍。プログラム10番目の「F-1レース」が終わった時

点で、累計得点は全区が横一線！。残すは４競技のみ。

勝敗の行方は？・・・「血圧測定」と「綱引き」の２

競技で１位になった１区が総合優勝でした。

グラウンドで行われた慰労会にも多くの方々の笑い声

が響いていまし

た。

大山を眺めな

がら心地良い風

を受けた最高の

運動会でした。

東西町地域振興協議会創設10周年・第38回東西町地区運動会

役員としても中学生が大活躍 いっぱいになった応援席

開会式からたくさんの方が参加されました

来場された皆さん全員が参加して見事に完成した人文字

元気いっぱい「チビッコ全員集合」最後の競技「総合リレー」・緊張のスタート 功労表彰を授賞された方々の表彰式の様子

日 曜日 １１月の予定表
1 水 フラダンス

2 木 万寿会軽体操/習字　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

3 金 ４区レクトレ

4 土 ＜健康ウォーキング＞　銭太鼓/ソフトバレー

5 日 マージャン/写真

6 月 (外)２区・３区サロン

7 火 絵手紙/男のクッキング

8 水 フラダンス/ハンドメイド/(外)４区サロン

9 木 習字

10 金 笑いヨガ

11 土 野菜市8：00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

12 日 ＜防災訓練＞　クリーンウォーク

13 月

14 火

15 水 フラダンス

16 木 中間監査/万寿会軽体操/習字

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

18 土
わくわくショップ10:30～/手話/銭太鼓/低山会
ソフトバレー

19 日 ＜リサイクル＞

20 月 ピンポンの会

21 火

22 水 フラダンス/ハンドメイド

23 木 ＜役員研修会＞　習字

24 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

25 土
野菜市8:00頃～　＜コンニャクづくり講習会＞
銭太鼓/ソフトバレー

26 日

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水

30 木

１２月の予定
3 日 時短クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

10 日 コミセン大掃除・利用者同好会会議、消火・避難訓練【事務局】

17 日 歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

24 日 門松づくり講習会【人づくり部】
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「落ち葉で側溝の水が溢れる、
車のタイヤがスリップする」等の声が
郵便局前の西町山側で、特にこ

の時期になると落ち葉が側溝に詰

まって水が溢れたり、車のタイヤ

が葉っぱでスリップする等の声が

寄せられます。

溝の脇に、落ち葉を入れるかご

と火ばさみやほうき等の道具を置

いていますので、近所の方、栗拾

いや散歩、通行される方等、通ら

れた時に

少しずつ

でもご協

力をお願

いします。

早朝の散歩も注意を！

日の出が遅くなった

早朝の散歩も、夜間

の散歩と同じように運

転手からは見えに

くいため危険です！

ライトや反射材のタスキ等を身

につける等して自分の身は自分で

守る工夫をしてください。

東西町スポーツ広場（新運動公園）

先月、運動会が行われましたが、

翌日から、残りの運動公園整備工

事が再開されました。

工事が終わるまでは入らないよ

うにお

願いし

ます。

わくわくショップと刃物研ぎ

11月18日(土)は刃物研ぎが来ま

すのでご利用ください。

設置するとすぐに、協力してくださる方
がおられました。ありがとうございます。

ネコの避妊・去勢奨励事業の紹介

地区内で生まれたての子ネコを見

かけます。また増えています。

～飼い主の方へ～情報なんぶ10月

号に奨励事業が掲載されています。

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

分別ごみ
今 回 は ( 木 )
です


