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コロナ禍で運動会は中止となりましたが、東西町スポーツ広場の草取り・整備を９月26日(日)に開催し

ました。昨年に続き、運動会を開催しない今年の草取りに、果たして何人来ていただけるか不安でしたが、

班長・協議会役員・一般の方等80名を超える皆さんが、早朝8:00前から次々と来場され草取りや草刈りに

ご協力くださいました。駐車場の端から山の法面やフェンスの外まできれいにしていただきました。感激

するとともに東西町を誇らしく感じました。ご協力ありがとうございました。

草取り・整備終了後、ふれあい健康づくりポイントの対象としたラジオ体操第一、第二を行った後、解

散しました。

草は翌日、事務局でクリー

ンセンターに搬入し処分しま

した。

東西町スポーツ広場草取り・整備とラジオ体操会

曇り空で天候も味方してくれました

皆さんに感謝です！

刈る・積む・運ぶ、さすが息のあった東西町チーム

土江副町長も刈払機で

西側山の法面の草刈りに参戦

ラジオ体操もソーシャルディスタンス

手が伸びた美しい体操

←駐車場の
草刈りと清掃

日 曜日 １０月の予定表
1 金 コミセン100体                     ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土 銭太鼓/ソフトバレー

3 日 ＜公共スペース草刈り作業＞

4 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

5 火

6 水

7 木 習字/万寿会GG

8 金 コミセン100体

9 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　　　　＊布類

10 日 ＜秋の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練＞

11 月
＜「元気だそう東西町花火」写真コンテスト～15日まで＞
つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

12 火 ４区サロン

13 水 ２区サロン

14 木 習字/万寿会GG

15 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)・乾・蛍

16 土
＜屋外シアター＞　わくわくショップ10:00～
銭太鼓/ソフトバレー

17 日 マージャン

18 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

19 火 １区サロン

20 水

21 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG大会

22 金 コミセン100体

23 土
野菜市9:00～/３区(分別ごみ説明会・区会)
ソフトバレー/低山会

24 日

25 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金 コミセン100体                                          ＊不燃ごみ

30 土 ３区サロン/銭太鼓/ソフトバレー

31 日

１１月の予定

3 祝 敬老会（コミセンでのお祝いは中止）【福祉部・実行委員会】

7 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】

14 日 健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

21 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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コミセンのご利用について

利用時間制限は解除しますが、

感染防止対策等は引き続き徹底を

お願いします。

火災報知器設置状況調査

地区内で４月に火

災が発生しました。

今後に備え、火

災を知らせる火災

報知器の設置状況を

調査にまわります。

対象：★高齢者世帯(80歳以上)

★独居者(75歳以上)

期間：10月～12月の間

調査員：協議会副会長 田淵(3-5)

調査内容：設置の有無、設置年

電池の交換等について聞き

とりをします。

ご協力をお願いします。

敬老会

皆さんでご長寿をお祝いします

コミセンでの敬老会は行いませ
んが、福祉部が中心となって記念
品をお届けします。

日程：11月３日(祝）

新しい回覧板に交換しませんか？

班長へお知らせします

古い回覧板を使用されている班

は、新しいのを差し上げますので、

事務所にお越しください。

空き地の草刈り作業

一斉清掃に向けて空き地等の草

刈りが進んでいます。ありがとう

ございます。

注)塩化ビニールの水道管に気を

つけて草刈りをお願いします。

協議会にある用具を貸し出します

自宅周辺の草刈りや剪定等、出

来ることは自分達で行ってもらう

ようにお願いします。

刈払機、チェーンソー、高枝切

りのこぎりバサミ等を貸し出しま

す。燃料の提供や使い方も伝授し

ます。

田淵副会長

写真コンテスト

日時：10月11日(月)～15日(金)
13:00～17:00

場所：つどい

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

つどい・コミセンの100歳体操

10月から再開します。
感染防止を徹底してご参加ください。
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以前から計画されていたコミセン北側の階段とラ

インの設置工事が９月から行われています。

工事内容は、

①コミセン北駐車場の北側からスポーツ広場につな

がる階段の設置。

②バスケットゴール付近や壁打ち場のライン設置。

11月中に終了する予定で

すが、工事の進捗状況によっ

ては工期がずれる場合があ

ります。

現場付近を通行される際

は、交通誘導員の指示に従っ

て通行してください。

子ども育成会、中学育成会、青少年育成会の合同お楽しみ

会として「手作り風鈴の展示と灯籠の点灯会」を行いました。

９月19日(日)～20日(月)の２日間、午後７時から９時まで

の２時間、小学生手作りの風鈴と中学生が作った灯籠をつど

いで展示致しました。

今年は新型コロナ感染拡大防止の為、ガラス越しの鑑賞と

なりましが、前日の雨風がウソのように上がり天候にも恵ま

れ、たくさんの方々に足を運んでいただき大盛況でした。

作品を作ってくれた子どもたち、ご家族やたくさんの方々

にご協力いただきありがとうございました。

子ども育成会会長 守屋典子

東西町スポーツ広場完成間近

手作り風鈴の展示と灯籠の点灯会

コミセン側から東西町スポーツ

広場につながる階段設置工事が

８月28日の運営委員会において、高齢化が進む

東西町で今後増加することが予想される生活課題

への対応について、検討委員会で協議することを

事務局が提案したところ、了解をいただきました。

早速、９月16日(木)つどいで第１回生活課題解

決検討会を行いました。

様々な要望が出てくる中、自分達で出来ること

や緊急性などの優先順位を可視化し、対応する順

番を決めるのが良い等の話し合いを行いました。

委員は、石田泰弘、中島 誠、長野由紀夫、

原 和正(敬称略)、事務局からは会長 小杉、事務

局員 黒木です。

会議を重ね、予算化をしたいと考えています。

活発な話し合いが行われました

生活課題解決検討会(仮称)

扇風機の風でゆらぐ風鈴、展示方法に苦労しました

点灯した灯籠もきれいでした

多くの方が来られ、ガラス越し
に鑑賞されていました

３者の打ち合わせ会の様子
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秋の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練

【町づくり部・事務局】

●一斉清掃

日時：10月10日(日)7:50～ラジオ体操

8:00～一斉清掃

①班長の指示に沿って自宅回りや側溝等の公共スペー

スの除草や清掃をお願いします。

②管理地や所有地のはみ出し樹木の剪定や資材等の

整理もお願いします。(②の処分は各自で)

★班長へ袋や作業マニュアルをお渡ししますので

８日(金)又は、当日朝7:20～7:40の間に事務所

へお越しください。

●消火栓とホース接続訓練(全班)

一斉清掃終了後、班長と理事は班員の皆さんと一

緒に消火栓とホース接続訓練を行ってください。

消火栓が複数ある班は春に使用していないところ

で行ってください。水は出さないでください。

説明等に不安な班長は事務局へお知らせください。

★出張消火器使用講習会は１区２班です。

消火器講習会及び消火栓とホース接続訓練では放

水を行います。

「元気だそう東西町花火」写真コンテスト

【人づくり部】

期間：10月11日(月)～15日(金)13:00～17:00

場所：つどい

投票方法：展示してある花火の写真の中から好きな

写真３枚を選んで投票してもらいます。

票が多かった撮影者に賞を贈ります。

野外シアター【人づくり部】

東西町スポーツ広場の壁打ち場の壁をスクリーン

にした大迫力の映画鑑賞会を計画しています。

みんなで同じ時間を共有し楽しみましょう。

日時：10月16日(土)18:00～

場所：東西町スポーツ広場

映画タイトル：調整中です、お楽しみに！

おすすめがあればお知らせください。

皆さんに準備していただくもの

敷物・椅子、足元を照らす懐中電灯等

持ち込み飲食可・少々のアルコールOK！

(但し、間隔を空けてください)

※持ち込まれた物は全て持ち帰ってください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

今年も９月10日に奥堤池でコウノトリを４羽見か

けました。

東西町の人口減少が緩やかになっているのはコウ

ノトリが飛来するお陰があるのかな？

コウノトリのすぐ側でサギも一緒に間隔を空けて

黙食していました。今の時代、距離感と多様性を認

め合うことを見習わなければと思いました。

←サギも

一緒

コウノトリとサギに思う
ソーシャルディスタンスと多様性

コミセンテーブルを購入

キャスターが動きにくく

なった古いテーブルを少し

ずつ交換していきます。

優しく扱ってください。

飛沫防止パネルを購入

飛沫防止のための間仕切りパ

ネルを20枚購入し組み立ててい

ます。

会議等でご活用ください。

つどいバス待ち室のガラス飛散防止フィルムで改善

７月につどい玄関のガラスが割

れて子ども達が怪我をしたことが

ありましたので、修理後にガラス

が飛び散らないようにフィルムを

貼っていただきました。

きちんと待つように指導をお願

いします。

購入・改善について

間隔を空けて仲良くえさをついばんでいました

スッキリと片付くテーブル

ガラスに
寄りかからないように
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コロナ禍で運動会は中止となりましたが、東西町スポーツ広場の草取り・整備を９月26日(日)に開催し

ました。昨年に続き、運動会を開催しない今年の草取りに、果たして何人来ていただけるか不安でしたが、

班長・協議会役員・一般の方等80名を超える皆さんが、早朝8:00前から次々と来場され草取りや草刈りに

ご協力くださいました。駐車場の端から山の法面やフェンスの外まできれいにしていただきました。感激

するとともに東西町を誇らしく感じました。ご協力ありがとうございました。

草取り・整備終了後、ふれあい健康づくりポイントの対象としたラジオ体操第一、第二を行った後、解

散しました。

草は翌日、事務局でクリー

ンセンターに搬入し処分しま

した。

東西町スポーツ広場草取り・整備とラジオ体操会

曇り空で天候も味方してくれました

皆さんに感謝です！

刈る・積む・運ぶ、さすが息のあった東西町チーム

土江副町長も刈払機で

西側山の法面の草刈りに参戦

ラジオ体操もソーシャルディスタンス

手が伸びた美しい体操

←駐車場の
草刈りと清掃

日 曜日 １０月の予定表
1 金 コミセン100体                     ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土 銭太鼓/ソフトバレー

3 日 ＜公共スペース草刈り作業＞

4 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

5 火

6 水

7 木 習字/万寿会GG

8 金 コミセン100体

9 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　　　　＊布類

10 日 ＜秋の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練＞

11 月
＜「元気だそう東西町花火」写真コンテスト～15日まで＞
つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

12 火 ４区サロン

13 水 ２区サロン

14 木 習字/万寿会GG

15 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)・乾・蛍

16 土
＜屋外シアター＞　わくわくショップ10:00～
銭太鼓/ソフトバレー

17 日 マージャン

18 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

19 火 １区サロン

20 水

21 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG大会

22 金 コミセン100体

23 土
野菜市9:00～/３区(分別ごみ説明会・区会)
ソフトバレー/低山会

24 日

25 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金 コミセン100体                                          ＊不燃ごみ

30 土 ３区サロン/銭太鼓/ソフトバレー

31 日

１１月の予定

3 祝 敬老会（コミセンでのお祝いは中止）【福祉部・実行委員会】

7 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】

14 日 健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

21 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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コミセンのご利用について

利用時間制限は解除しますが、

感染防止対策等は引き続き徹底を

お願いします。

火災報知器設置状況調査

地区内で４月に火

災が発生しました。

今後に備え、火

災を知らせる火災

報知器の設置状況を

調査にまわります。

対象：★高齢者世帯(80歳以上)

★独居者(75歳以上)

期間：10月～12月の間

調査員：協議会副会長 田淵(3-5)

調査内容：設置の有無、設置年

電池の交換等について聞き

とりをします。

ご協力をお願いします。

敬老会

皆さんでご長寿をお祝いします

コミセンでの敬老会は行いませ
んが、福祉部が中心となって記念
品をお届けします。

日程：11月３日(祝）

新しい回覧板に交換しませんか？

班長へお知らせします

古い回覧板を使用されている班

は、新しいのを差し上げますので、

事務所にお越しください。

空き地の草刈り作業

一斉清掃に向けて空き地等の草

刈りが進んでいます。ありがとう

ございます。

注)塩化ビニールの水道管に気を

つけて草刈りをお願いします。

協議会にある用具を貸し出します

自宅周辺の草刈りや剪定等、出

来ることは自分達で行ってもらう

ようにお願いします。

刈払機、チェーンソー、高枝切

りのこぎりバサミ等を貸し出しま

す。燃料の提供や使い方も伝授し

ます。

田淵副会長

写真コンテスト

日時：10月11日(月)～15日(金)
13:00～17:00

場所：つどい

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

つどい・コミセンの100歳体操

10月から再開します。
感染防止を徹底してご参加ください。


