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連日30℃を越える猛暑の中、８月14日に、コミュニティーセ

ンターで、「暑く 結ぶ ふる里東西町」をテーマとした夏祭り

を開催しました。朝７時より実行委員がテント設営を行い、午

後からは各屋台の仕込みを行いました。

午後５時に開会宣言で夏祭りがスタート。とみくじ配布と屋

台が始まり、受付には長蛇の列！！屋台も次第に行列が出来始

めました。

そして今年初めての試みとして、東西町の中学１年生有志が

「小さい子どもを楽しませたい」と和室を会場にして“お化け屋

敷”を行いました。半月前にお化け屋敷企画会議を行い準備担当

を決める等、準備から当日の運営まで中学生が中心となって進め

ました。和室前には、10組以上の待ちが発生するほどの大盛況で

した。実行委員はもとより皆さんが「中学生たちはよく頑張った」

と感心していました。

屋内では、恒例のまいちょこ音頭、銭太鼓の演技が進んでいき

ました。今年、久しぶり行ったカラオケステージでは、

各区から選抜された５組６名の皆さんの歌や踊りで楽し

みました。

協賛者30件のご紹介につづき、ラストはとみくじ抽選

会で大盛り上がりとなりました。

今年も、祭りのフィナーレを飾る花火を計画していま

したが、台風10号の風の影響で延期としました。

延期となった花火は、４日後の８月18日の夜８時に打ち

上げ、東西町の夜空に大輪の花が咲きました。

最後になりましたが、近隣の方、ご来場の皆様、朝早くか

ら準備に携わっていただいた役員の方々のご協力により無事

終えることが出来ました。重ねて、深く感謝申し上げます。

夏祭り実行委員長 中島 誠

令和元年度 第44回 東西町の夏祭り

東西町スポーツ広場の東側近接地に計画されて

いました、「南部町子どもの広場（通称：ポケッ

トパーク）」の第１期工事（整地・盛土工事）が

始まりました。工期は令和２年２月29日までとなっ

ています。地区内道路を工事のために大型トラッ

クが通ることはありません。尚、第２期工事(令和

２年２月～９月)で完成とのことです。

ポケットパーク工事開始

お知らせ （敬称略）

＜地区内転居＞

4区1班から2区3班に転居されました。

井口皓介 東町207

＜入居・入会＞

4区4班 松原脩一 東町322

コミセン前の屋台村

まいちょこ音頭

カラオケステージ
うたと踊り 大人気の駄菓子屋さん

とみくじを待つ熱気あふれる会場

日 曜日 ９月の予定表
1 日 運動会企画会議/写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会役員会/万寿会GG

3 火 男のクッキング

4 水

5 木 習字/藤あみ/万寿会GG

6 金
健康増進委員会/コミセン100体
                                           ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日 運動会全体会議/マージャン

9 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

10 火 ４区サロン

11 水

12 木 習字/ハンドメイド/万寿会GG

13 金 コミセン100体

14 土 野菜市8：00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

15 日

16 月 ＜子供みこし＞　万寿会GG

17 火 １区サロン/２区サロン

18 水

19 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

20 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

21 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/低山会/ソフトバレー

22 日
＜東西町スポーツ広場整備8:00～9:00＞
たそがれコンサート(ふるさと交流センター)

23 月 万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字/万寿会GG

27 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

28 土
野菜市8：00頃～/３区区会兼人権学習会
万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

29 日 ＜秋の一斉清掃＞

30 月 つどい100体/万寿会GG

１０月の予定
6 日 東西町運動会【人づくり部・実行委員会】
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コミセントイレを改修中です

昨年の敬老会において、ユニバー

サルトイレ(洋式)に行列ができて

いたことから、町に和式トイレの

洋式化への要望を出していました

ところ、この度、承認され男性用

１基と女性用１基を洋式化する改

修工事に入っています。

９月16日(祝)の子供みこし開催

時には使用できる予定です。

それまではユニバーサルトイレ

(洋式)をご使用ください。

マダニ類に注意！

東西町スポーツ広場
付近の草でマダニに噛
まれたと報告がありま
した。

自分で強引にむしり取るなどす
ると口器がちぎれて皮膚の中に残っ
てしまう場合があります。

もしマダニ類に食いつかれたら、
自分で取り除くのではなく、医療
機関で除去してもらうようにして
ください。

運動会に向けたグラウンド整備

（草取り）にご協力をお願いします

10月6日に行われる運動会のグ

ラウンド整備(草取り)を行います。

9月22日(日)8:00～9:00
皆さんのご協力をお願いします。

草取り用具も持参いただきます

と大変助かります。

コミセン使用後みんなで

もう一度確認を！
特に、コミセンのエ

アコンや電気、調理室のカギ等

の確認不足が続いています。

近隣の方からの連絡で夜中に

駆けつけるということが、最近

は頻繁に発生しています。音等

の迷惑や、電気代もかかります。

自宅と同じような気持ちで確

認をしてください。

東西町スポーツ広場の利用
9月15日(日)・9月29日(日)午前中の
利用は出来ません。

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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８月16日(金)東西町コミュニティセンターにて、

町づくり部の行事であります「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」は仏様のご供養はも

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36回となります。そし

て最後に住職様の講話をいただきました。

参列者は59名でした。

町づくり部部長 石田 泰弘

第36回東西町仏様送り

８月10日(土)に恒例行事となりつつある合同お楽

しみ会を行いました。今年も、総勢80名を超える多

くの参加者があり各育成会役員の方々の負担も大き

かったのですが、そこは子供たちの為に！というこ

とでご協力いただきました。本当にありがとうござ

いました！

当日は、お盆の帰省ラッシュの交通状況もあり、

予定していました岩井滝を変更し奥津渓に行きまし

た。奥津温泉道の駅で昼食バイキングを食べてお腹

いっぱいになった後、山田養蜂場に行き、ミツロウ

キャンドル作りで夏休みの宿題の工作を完成させま

した。 ミツバチのほぼ100％がメスという驚きの

話も聞きました。幼児から還暦を超えた人まで幅広

い年代の人が多数参加して、１日楽しく想い出を創

る行事になったと思います。他の地域では見られな

い、こういった行事をこれからも継続できればいい

なと思います。 青少年育成会会長 松本和緒

青少年育成会・子ども会・
中学育成会合同お楽しみ会

７月24日～８月12日までの20日間 毎朝

７時から東西町内の３箇所でラジオ体操を

行いました。ふれあい健康づくりポイント

の対象でもありました。参加者は、子ども

823名、大人851名 毎朝平均83名の方が参

加されました。お世話役や安全の見守り等のご協力

もありがとうございました。

８月24日(土)９時からつ

どいで表彰式をおこないま

した。子ども12名、大人23

名 計35名の皆勤表彰を行

い副賞をお渡ししました。

夏休みみんなでラジオ体操終了

８月３日(土)コミセンで東西町親子食育教室を

「親子で楽しく料理する」ということで取り組みま

した。参加者５世帯の親子14名でギョウザピザとサ

マースープを作りました。夏野菜をたくさん使い、

普段食べない子どもでも、自分で作ったらおいしい

と積極的に食べている姿が嬉しく思いました。

家ではお手伝いをあまりしないという話でしたが、

片付けたり、子どもの自主的な行動が見え、成長を

感じたという感想をいた

だきました。来年も「料

理がしたい」と子ども達

の声も聞かれ、また実施

できたらと思います。

食生活改善推進委員

作野雅美

親子クッキング

お父さんも大活躍とても楽しく充実した１日でした

皆勤表彰式

１
区

2
２
区
～
３
区

４
区

ご供養しました
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８月２日(金)山茶花の会で西町バス停花壇の植栽を行い

ました。連日の猛暑の日中を避け、比較的涼しい早朝５時

～７時に植え付け作業をしました。

今年は、昨年の花柄つみや水やりの大変さに懲りて、手

間のかからない丈夫な花を選びましたが、彩り良く完成し

ました。

作業中、ごみ出し等で通りがかった数名の方から、

「いつもきれいにしていただいてありがとうございます」

と声をかけてい

ただきました。

大変ですが清々

しい気持ちにな

りました。

西町バス停花壇整備

今年の東西町児童クラブの夏休みでは、施設を利

用されている同好会・教室や団体の方々にご協力い

ただき、子ども達と交流すると共に様々な体験をさ

せていただきました。

ハンドメイドクラブからは、エコバッグにデコレー

ションの仕方を教えていただきました。また、万寿

会はグラウンドゴルフと脳トレパズルで遊んでいた

だき、子ども達も大喜びでした。夏休み中に地域の

方が関わって色々な体験をさせていただけることは

凄いことだと思います。ありがとうございました。

地区外活動では、ボウ

リングや米子消防署(防災

について学ぶ)等、バスで

２回お出かけもしました。

放課後児童クラブの夏休み

西町から東西町

全体を見渡すかの

ようにひまわりが

咲きます。

ここは西町バス

停の坂道を少し上

がった１区４班、

宇山さん宅駐車場

です。なんと、高

いものは3.5ｍに

達するものもある

ようです。

ひまわり

とてもカラフルな花壇になりました

太陽を追いかけて首を振るよう
に東西町を見渡します

子供みこし【実行委員会】

子どもたちがみこしをかついで地区内を練り歩きます。

沿道でのご声援をお願いします。

日時：９月16日（祝・月）12：30出発

場所：コミセンから出発します。皆さんご参加くだ

さい。

秋の一斉清掃【町づくり部】

日時：９月29日（日）

7:50～ラジオ体操、8:00～一斉清掃

班長の指示にそって宅地周辺及び管理地の側溝、

公共スペースの除草と清掃をお願いします。

班長は、7:20～7:40の間に袋や作業マニュアルを

お渡ししますので、協議会事務所にお越しください。

今回の出張消火訓練は、２区１班で行います。

詳細は後日お知らせいたします。

東西町運動会【人づくり部・実行委員会】

日程：10月６日(日)10：00開会

場所：東西町スポーツ広場(雨天時：交流センター)

班長が選手選考等に回られますので、ご協力を

お願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

消防署では防災を学びました

可愛く完成したエコバッグ

脳トレパズルに挑戦

グラウンドゴルフを習いました

運動会全体会議

９月８日(日)19:00～コミセン

班長(選手選考委員)及び実行委員会役員の皆さ

んはご出席をお願いします。
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太陽を追いかけて首を振るよう
に東西町を見渡します

子供みこし【実行委員会】

子どもたちがみこしをかついで地区内を練り歩きます。

沿道でのご声援をお願いします。

日時：９月16日（祝・月）12：30出発

場所：コミセンから出発します。皆さんご参加くだ

さい。

秋の一斉清掃【町づくり部】

日時：９月29日（日）

7:50～ラジオ体操、8:00～一斉清掃

班長の指示にそって宅地周辺及び管理地の側溝、

公共スペースの除草と清掃をお願いします。

班長は、7:20～7:40の間に袋や作業マニュアルを

お渡ししますので、協議会事務所にお越しください。

今回の出張消火訓練は、２区１班で行います。

詳細は後日お知らせいたします。

東西町運動会【人づくり部・実行委員会】

日程：10月６日(日)10：00開会

場所：東西町スポーツ広場(雨天時：交流センター)

班長が選手選考等に回られますので、ご協力を

お願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

消防署では防災を学びました

可愛く完成したエコバッグ

脳トレパズルに挑戦

グラウンドゴルフを習いました

運動会全体会議

９月８日(日)19:00～コミセン

班長(選手選考委員)及び実行委員会役員の皆さ

んはご出席をお願いします。
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連日30℃を越える猛暑の中、８月14日に、コミュニティーセ

ンターで、「暑く 結ぶ ふる里東西町」をテーマとした夏祭り

を開催しました。朝７時より実行委員がテント設営を行い、午

後からは各屋台の仕込みを行いました。

午後５時に開会宣言で夏祭りがスタート。とみくじ配布と屋

台が始まり、受付には長蛇の列！！屋台も次第に行列が出来始

めました。

そして今年初めての試みとして、東西町の中学１年生有志が

「小さい子どもを楽しませたい」と和室を会場にして“お化け屋

敷”を行いました。半月前にお化け屋敷企画会議を行い準備担当

を決める等、準備から当日の運営まで中学生が中心となって進め

ました。和室前には、10組以上の待ちが発生するほどの大盛況で

した。実行委員はもとより皆さんが「中学生たちはよく頑張った」

と感心していました。

屋内では、恒例のまいちょこ音頭、銭太鼓の演技が進んでいき

ました。今年、久しぶり行ったカラオケステージでは、

各区から選抜された５組６名の皆さんの歌や踊りで楽し

みました。

協賛者30件のご紹介につづき、ラストはとみくじ抽選

会で大盛り上がりとなりました。

今年も、祭りのフィナーレを飾る花火を計画していま

したが、台風10号の風の影響で延期としました。

延期となった花火は、４日後の８月18日の夜８時に打ち

上げ、東西町の夜空に大輪の花が咲きました。

最後になりましたが、近隣の方、ご来場の皆様、朝早くか

ら準備に携わっていただいた役員の方々のご協力により無事

終えることが出来ました。重ねて、深く感謝申し上げます。

夏祭り実行委員長 中島 誠

令和元年度 第44回 東西町の夏祭り

東西町スポーツ広場の東側近接地に計画されて

いました、「南部町子どもの広場（通称：ポケッ

トパーク）」の第１期工事（整地・盛土工事）が

始まりました。工期は令和２年２月29日までとなっ

ています。地区内道路を工事のために大型トラッ

クが通ることはありません。尚、第２期工事(令和

２年２月～９月)で完成とのことです。

ポケットパーク工事開始

お知らせ （敬称略）

＜地区内転居＞

4区1班から2区3班に転居されました。

井口皓介 東町207

＜入居・入会＞

4区4班 松原脩一 東町322

コミセン前の屋台村

まいちょこ音頭

カラオケステージ
うたと踊り 大人気の駄菓子屋さん

とみくじを待つ熱気あふれる会場

日 曜日 ９月の予定表
1 日 運動会企画会議/写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会役員会/万寿会GG

3 火 男のクッキング

4 水

5 木 習字/藤あみ/万寿会GG

6 金
健康増進委員会/コミセン100体
                                           ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日 運動会全体会議/マージャン

9 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

10 火 ４区サロン

11 水

12 木 習字/ハンドメイド/万寿会GG

13 金 コミセン100体

14 土 野菜市8：00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

15 日

16 月 ＜子供みこし＞　万寿会GG

17 火 １区サロン/２区サロン

18 水

19 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

20 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

21 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/低山会/ソフトバレー

22 日
＜東西町スポーツ広場整備8:00～9:00＞
たそがれコンサート(ふるさと交流センター)

23 月 万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字/万寿会GG

27 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

28 土
野菜市8：00頃～/３区区会兼人権学習会
万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

29 日 ＜秋の一斉清掃＞

30 月 つどい100体/万寿会GG

１０月の予定
6 日 東西町運動会【人づくり部・実行委員会】
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コミセントイレを改修中です

昨年の敬老会において、ユニバー

サルトイレ(洋式)に行列ができて

いたことから、町に和式トイレの

洋式化への要望を出していました

ところ、この度、承認され男性用

１基と女性用１基を洋式化する改

修工事に入っています。

９月16日(祝)の子供みこし開催

時には使用できる予定です。

それまではユニバーサルトイレ

(洋式)をご使用ください。

マダニ類に注意！

東西町スポーツ広場
付近の草でマダニに噛
まれたと報告がありま
した。

自分で強引にむしり取るなどす
ると口器がちぎれて皮膚の中に残っ
てしまう場合があります。

もしマダニ類に食いつかれたら、
自分で取り除くのではなく、医療
機関で除去してもらうようにして
ください。

運動会に向けたグラウンド整備

（草取り）にご協力をお願いします

10月6日に行われる運動会のグ

ラウンド整備(草取り)を行います。

9月22日(日)8:00～9:00
皆さんのご協力をお願いします。

草取り用具も持参いただきます

と大変助かります。

コミセン使用後みんなで

もう一度確認を！
特に、コミセンのエ

アコンや電気、調理室のカギ等

の確認不足が続いています。

近隣の方からの連絡で夜中に

駆けつけるということが、最近

は頻繁に発生しています。音等

の迷惑や、電気代もかかります。

自宅と同じような気持ちで確

認をしてください。

東西町スポーツ広場の利用
9月15日(日)・9月29日(日)午前中の
利用は出来ません。

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


