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会報まち７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

春の一斉清掃とラジオ体操

６月７日(日)町内一斉清掃が行われました。数日前から空き地の

あるところでは、草刈機のエンジン音がして一斉清掃に合わせて草

刈をされていました。道路や隣家等へのはみ出し樹木も剪定され、

整った東西町となりました。ご協力ありがとうございました。

清掃前の一斉ラジオ体操にも昨年より50人多い368人の参加があ

りました。

道路標示の塗装作業を実施

一斉清掃後、町づくり部員全員で、３区２班の塗装の薄くなった横断歩道と、一旦停止ライン４個所の

道路標示の塗り直しを行いました。通行止め等作業へのご理解ありがとうございました。

今後も地区内の道路標示を順次塗装していきますので、ご協力をお願いします。

春の一斉清掃及び道路標示塗装作業

総出でご協力
いただきました

完成しました～
「徐行をお願いします！」

ごみを取ってから
マスキングテープを貼って・・・と

いよいよ塗装です

集会所前流末処理場フェンス外

の隣家と接するところに、防草シー

トを敷きました。毎年、春秋２回

の一斉清掃

で草刈をし

ますが、直

ぐに草木が

はびこり、

なんとかし

て欲しいと

要望が出て

いました。

流末処理場に防草シート

流末処理場フェンス外に
敷いた防草シート

６月21日(日)不在地主草刈り制度により、１区の空き家の持ち主

より委託を受けましたので草刈りを実施しました。

長年放置されていたためジャングル状態の中、５名の町づくり部

員と事務局で整備を行いまし

た。町づくり部の皆さん、

ありがとうございました。

不在地主草刈り事業を実施

チェンソーを使用した大変な作業でした整備前の状態

日 曜日 ７月の予定表
1 水 謡曲/フラダンス/写真/ミニテニス

2 木 習字/ミニテニス

3 金 万寿会軽体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊【発泡・プラ類】ビン・缶

4 土 銭太鼓/ソフトバレー/歩こう会

5 日 ＜リサイクル＞

6 月

7 火 絵手紙/男のクッキング

8 水 ハンドメイドクラブ/ミニテニス

9 木 編物/習字/ミニテニス

10 金 笑いヨガ/マージャン/１区区会/人づくり部会議(夏祭り企画)

11 土 野菜市8：30～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

12 日 クリーンウォーク/マージャン

13 月

14 火 ＜七夕祭り＞

15 水 謡曲/フラダンス/ミニテニス

16 木 ミニテニス

17 金 万寿会軽体操　　　 ＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

18 土
＜手話講座②＞　わくわくショップ10：30～
銭太鼓/低山会/ソフトバレー

19 日

20 月

21 火

22 水
＜夏休み　みんなでラジオ体操開始～8/12まで＞
ハンドメイドクラブ/ミニテニス

23 木 編物/習字/ミニテニス

24 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 夏祭り全体会議/野菜市8：30～/ソフトバレー

26 日

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水 ミニテニス

30 木 保険証交換14：00～16：00つどい/ミニテニス

31 金

８月の行事予定
14 金 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 日 仏様送り【町づくり部】
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すっかりきれいになりました

ご協力ありがとうございました

一斉清掃で公共スペースの清掃

をしていただきました。また、宅

地や管理地からのはみ出し樹木や

生け垣等の剪定も行っていただき、

とてもスッキリとしてきれいな東

西町になりました。ありがとうご

ざいました。

夏祭り出演者募集！

盆に帰省された方々と一緒になって、

ふる里の熱い夏祭りを楽しみましょう。

日程：８月14日(金)

場所：コミュニティセンター

申込み締切：７月10日(金)まで

に事務局へお知らせください。

車の陰から子供が・・・

路上駐車は止めましょう

子供達が元気に外で遊ぶ姿を見

ることは良いものです。

横断歩道等地区内の道路標示の

整備を進めているところですが、

路上駐車してある車の陰から飛び

出してくる子供の事故を防ぐため

にも、路上駐車は止めましょう。

駐車場のない場合や、盆に帰省

された方々の駐車場も、協議会へ

ご相談ください。

スッキリと手入れされた生け垣

子供を叱るより路駐は止めましょう

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

今月のわくわくショップ

刃物研ぎがあります

受付は8：00からです
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恒例の野菜市が開店すると放送があったので、マ

イバッグを抱えて、つどい前駐車場へ出かけました。

採れたてで新鮮野菜、日南町産というお馴染みの

アナウンスですでに大勢の皆さんで大賑わい。

私の目当ては葉物野菜と茄子でしたが、あっとい

う間に売り切れてしまい、かろうじて大根、ネギ、

かぼちゃをゲットしました。

傍では買いそびれた方と吉木野菜市代表が、「ジャ

ガイモもうないの？」「掘ってくればあるけど」

「じゃぁ今度でいいや」「今度は大きなやつを持っ

て出るから」と、軽妙なやりとりを聞きながら、次

はもうちょっと早めに

出かけようと思いまし

た。

吉木代表いわく、

「新鮮で安いというこ

とで大変喜んでもらっ

ている」とのことでし

た。皆さんも一度出か

けてみてはいかがです

か！。

谷口秀人（3-3）

５月30日(土)天候は曇空。一行10名は美しい山間

を一路日南町に向かいました。

到着し、挨拶を交わした後、早速農作業開始です。

鍬を持ち、畝(ウネ)づくりから始まり、安納芋(アン

ノウ芋)苗等を70本余を舟形に置き土をかぶせること

や、米ぬかや草木灰が肥料となっていること等の説

明や指導を受けながら植え付けました。苗へのお水

は、一緒に来た参加者の孫やひ孫さん達でした。

昼には持参したおにぎり

に採れたてのインゲン、ズッ

キーニ、キャベツ等を炭火

で焼いていただきました。

食後は笹笛づくりを教授

しみんなで楽しみました。

この交流が末

永く続く事を

願っていま

す。

４区区長

渡部峯好(4-5)

生産者との交流会に参加して

６月22日(月)健康福祉課と社会福祉協議会による

住民説明会が開催されました。あいのわ銀行は、

①生活支援サービス(預託活動)→利用者1人を対象と

するサービスで、利用料は１時間３点又は300円。

②あいのわいきいきボランティア(記録活動)→町内

での福祉的ボランティア活動に対し１点を付与さ

れ、点数に応じた商品券を配布。

この２つの活動をするたびに、活動の記録があい

のわいきいき手帳に記載されます。

出席者からは、「どんなボランティア活動が対象

となるのか？基準は？見守り活動や除雪活動は対象

なのか？利用会員にサインをもらうのは関係がぎく

しゃくする、商品券への換券率はもっと低くすれば

良い、広報をもっと図るべきだ」等の質問や意見に

対し、社協から「対象となる

活動の範囲については、自主

的な活動を基本とするが具体

的な活動については今後改め

て提示したい」との説明があ

りました。

あいのわ銀行等に関する説明会が
開催されました

大勢の野菜ファンに売り切れご免

植え付けをする
参加者と生産者

あっという間に
売り切れました

あいのわいきいき手帳

元気にそだってねと
お水をあげました

毎月１回(計10回)第３土曜日の

19：30～20：30につどいで開催して

います。講師には資格をお持ちの

橋本美穂子(4-5)さんをお迎えしま

した。

６月20日(土)第１回目の参加者は

９名。最初の手話は、やはりあいさつからでした。

朝のおはようは、枕から起きることを表現し、夜

は太陽が沈む様子等、まるで連想ゲームのような感

覚で楽しみながら覚えることができます。日常的に

行っているさよならと手を振ること、これも立派な

手話というこ

とです。

途中入会も

OKです。お待

ちしています。

手話講座を開催しています

熱意あふれる指導の様子

講師の橋本さん
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子供から高齢者の心と体の健康相談等、誰もが気

軽に立ち寄って相談ができるところです。

開催日：７月から毎月第４火曜日 9：30～11：30

場 所：つどい

内 容：保健師による健康相談(主に地区担当保健師)

「血圧測定などの健康チェック」「最近眠

れない等、気になることはありませんか？」

心と体の健康のサポートを行います。

自分だけで悩まずに私達に話をしてくださ

い。

※予約や料金はいりません

※プライバシーに配慮して個室で相談を受けるこ

ともできます。安心してお越しください。

問合せ先：健康福祉課 66－5524

東西町で「まちの保健室」開設

行事のお知らせ
リサイクル【西伯小・青少年育成会】

日 時：７月５日(日)9：00～回収開始

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください

ダンボールもひもでまとめてください

※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

運搬できる方はコミセンまでお願いします

▲高齢の方等は自宅前道路に出してください

▲子供が持ちやすいようにしてください

▲積み込み等のご協力をお願いします

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

夏休みが近づいて来ました。今年もみんな一緒に

健康づくりと交流を兼ねたラジオ体操にご参加くだ

さい。

日 程：７月22日(水)～８月12日(水)

時 間：毎朝7：00～7：15

場 所：地区内３か所(どこに参加してもいいです)

①荒木様(1-1)宅前

②新宝楽(2-4)駐車場

③第一設計事務所前(4-4)

●参加される方全員にカードをお渡しします

●皆勤の方を表彰します

子供達の安全の見守りや、地域の子供は地域で育

てるためにもみなさん参加してくださ～い。

６月11日(木)町の老人クラブ主催のスポーツ大会

で、グラウンドゴルフとカローリングの競技が行わ

れました。東西町第一万寿会と第二万寿会から、４

チーム25名が参加し、第二万寿会がカローリング

(１チーム６名)で優勝することが出来ました。大会

にそなえて、練習を

４回行った結果、競

技技術の向上とチー

ムの連帯感が生まれ

たことが優勝に繋がっ

たと思います。

第二万寿会

田浪照雄(4-4)

カローリングで第二万寿会が優勝

旧天津運動公園横の元遊具広場が利用できます。

長い間、点検と整備のため立入禁止になっていま

したが、点検の結果、遊具

の老朽化による撤去や、枯

松伐採のための整備が終わ

りましたので広場として利

用できるようになりました。

旧天津運動公園横の元遊具広場

見事優勝されたチームの方々

広場に変わりました

当地域の福祉・防災活動の原点でもあります見守

り活動を、毎年６月に見直しをしています。今年も

全ての区毎に、区長、民生委員、福祉部員、地域福

祉委員、事務局が集まり見直しの会を行いました。

65歳以上の独居者や80歳以上の高齢者世帯で、見守

りが必要な方には、

本人の希望をお聞

きして、灯火の確

認、窓の開閉等で

見守り活動をして

いきたいと思いま

す。

見守り活動の検討会(福祉会)を開催

６月１日(月)コミセンにて、南部町議会主催で

「住民の声をきく会」が開催されました。

議会から議員全員(14名)、東西町地区から８名、

地区外から１名の参加がありました。

南部町議会が住民の声をきく会を開催

４区の様子
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回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください

ダンボールもひもでまとめてください

※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

運搬できる方はコミセンまでお願いします

▲高齢の方等は自宅前道路に出してください

▲子供が持ちやすいようにしてください

▲積み込み等のご協力をお願いします

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

夏休みが近づいて来ました。今年もみんな一緒に

健康づくりと交流を兼ねたラジオ体操にご参加くだ

さい。

日 程：７月22日(水)～８月12日(水)

時 間：毎朝7：00～7：15

場 所：地区内３か所(どこに参加してもいいです)

①荒木様(1-1)宅前

②新宝楽(2-4)駐車場

③第一設計事務所前(4-4)

●参加される方全員にカードをお渡しします

●皆勤の方を表彰します

子供達の安全の見守りや、地域の子供は地域で育

てるためにもみなさん参加してくださ～い。

６月11日(木)町の老人クラブ主催のスポーツ大会

で、グラウンドゴルフとカローリングの競技が行わ

れました。東西町第一万寿会と第二万寿会から、４

チーム25名が参加し、第二万寿会がカローリング

(１チーム６名)で優勝することが出来ました。大会

にそなえて、練習を

４回行った結果、競

技技術の向上とチー

ムの連帯感が生まれ

たことが優勝に繋がっ

たと思います。

第二万寿会

田浪照雄(4-4)

カローリングで第二万寿会が優勝

旧天津運動公園横の元遊具広場が利用できます。

長い間、点検と整備のため立入禁止になっていま

したが、点検の結果、遊具

の老朽化による撤去や、枯

松伐採のための整備が終わ

りましたので広場として利

用できるようになりました。

旧天津運動公園横の元遊具広場

見事優勝されたチームの方々

広場に変わりました

当地域の福祉・防災活動の原点でもあります見守

り活動を、毎年６月に見直しをしています。今年も

全ての区毎に、区長、民生委員、福祉部員、地域福

祉委員、事務局が集まり見直しの会を行いました。

65歳以上の独居者や80歳以上の高齢者世帯で、見守

りが必要な方には、

本人の希望をお聞

きして、灯火の確

認、窓の開閉等で

見守り活動をして

いきたいと思いま

す。

見守り活動の検討会(福祉会)を開催

６月１日(月)コミセンにて、南部町議会主催で

「住民の声をきく会」が開催されました。

議会から議員全員(14名)、東西町地区から８名、

地区外から１名の参加がありました。

南部町議会が住民の声をきく会を開催

４区の様子
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会報まち７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

春の一斉清掃とラジオ体操

６月７日(日)町内一斉清掃が行われました。数日前から空き地の

あるところでは、草刈機のエンジン音がして一斉清掃に合わせて草

刈をされていました。道路や隣家等へのはみ出し樹木も剪定され、

整った東西町となりました。ご協力ありがとうございました。

清掃前の一斉ラジオ体操にも昨年より50人多い368人の参加があ

りました。

道路標示の塗装作業を実施

一斉清掃後、町づくり部員全員で、３区２班の塗装の薄くなった横断歩道と、一旦停止ライン４個所の

道路標示の塗り直しを行いました。通行止め等作業へのご理解ありがとうございました。

今後も地区内の道路標示を順次塗装していきますので、ご協力をお願いします。

春の一斉清掃及び道路標示塗装作業

総出でご協力
いただきました

完成しました～
「徐行をお願いします！」

ごみを取ってから
マスキングテープを貼って・・・と

いよいよ塗装です

集会所前流末処理場フェンス外

の隣家と接するところに、防草シー

トを敷きました。毎年、春秋２回

の一斉清掃

で草刈をし

ますが、直

ぐに草木が

はびこり、

なんとかし

て欲しいと

要望が出て

いました。

流末処理場に防草シート

流末処理場フェンス外に
敷いた防草シート

６月21日(日)不在地主草刈り制度により、１区の空き家の持ち主

より委託を受けましたので草刈りを実施しました。

長年放置されていたためジャングル状態の中、５名の町づくり部

員と事務局で整備を行いまし

た。町づくり部の皆さん、

ありがとうございました。

不在地主草刈り事業を実施

チェンソーを使用した大変な作業でした整備前の状態

日 曜日 ７月の予定表
1 水 謡曲/フラダンス/写真/ミニテニス

2 木 習字/ミニテニス

3 金 万寿会軽体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊【発泡・プラ類】ビン・缶

4 土 銭太鼓/ソフトバレー/歩こう会

5 日 ＜リサイクル＞

6 月

7 火 絵手紙/男のクッキング

8 水 ハンドメイドクラブ/ミニテニス

9 木 編物/習字/ミニテニス

10 金 笑いヨガ/マージャン/１区区会/人づくり部会議(夏祭り企画)

11 土 野菜市8：30～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

12 日 クリーンウォーク/マージャン

13 月

14 火 ＜七夕祭り＞

15 水 謡曲/フラダンス/ミニテニス

16 木 ミニテニス

17 金 万寿会軽体操　　　 ＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

18 土
＜手話講座②＞　わくわくショップ10：30～
銭太鼓/低山会/ソフトバレー

19 日

20 月

21 火

22 水
＜夏休み　みんなでラジオ体操開始～8/12まで＞
ハンドメイドクラブ/ミニテニス

23 木 編物/習字/ミニテニス

24 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 夏祭り全体会議/野菜市8：30～/ソフトバレー

26 日

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水 ミニテニス

30 木 保険証交換14：00～16：00つどい/ミニテニス

31 金

８月の行事予定
14 金 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 日 仏様送り【町づくり部】
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すっかりきれいになりました

ご協力ありがとうございました

一斉清掃で公共スペースの清掃

をしていただきました。また、宅

地や管理地からのはみ出し樹木や

生け垣等の剪定も行っていただき、

とてもスッキリとしてきれいな東

西町になりました。ありがとうご

ざいました。

夏祭り出演者募集！

盆に帰省された方々と一緒になって、

ふる里の熱い夏祭りを楽しみましょう。

日程：８月14日(金)

場所：コミュニティセンター

申込み締切：７月10日(金)まで

に事務局へお知らせください。

車の陰から子供が・・・

路上駐車は止めましょう

子供達が元気に外で遊ぶ姿を見

ることは良いものです。

横断歩道等地区内の道路標示の

整備を進めているところですが、

路上駐車してある車の陰から飛び

出してくる子供の事故を防ぐため

にも、路上駐車は止めましょう。

駐車場のない場合や、盆に帰省

された方々の駐車場も、協議会へ

ご相談ください。

スッキリと手入れされた生け垣

子供を叱るより路駐は止めましょう

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

今月のわくわくショップ

刃物研ぎがあります

受付は8：00からです


