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会報まち９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

８月14日(日)盆真っ只中、既に身が焦げるような早朝７時、実行委員が集合しテント設営、昼過ぎから

小、中育成会が中心となって屋台の仕込みを行いました。４時からは全体の最終打ち合わせ会を経て、屋

台も準備万端。カウントダウンで５時に一斉にスタートしました。

受付では、定着したとみくじ券の引き換えと、今回からＵターン推進パンフの配布も行いました。コミ

セン前に並んだ屋台で楽しむチビッコの姿や、休憩所で話し込む方々等、とても多くの方々が来場されま

した。大集会室では、まいちょこ音頭の合間に、飛び入りで雨乞いを兼ねた４区有志が傘踊りを披露しま

した。また、子ども銭太鼓、役員によるお笑いシンクロナイズドスイミングに続き、伯耆町の芸能集団

和楽衣箱(わらいばこ)の勇壮な太鼓や獅子舞に拍手喝采。

昨年より２件増えた協賛者を紹介した後、いよいよ最後のとみくじ抽選会が始まりました。選りすぐり

の豪華賞品と、手の中のとみくじ券番号を確認。番号を発表されるたびに次々と会場から飛び出して来る

67名のにこやかな顔を見て、今年の夏祭りが終わりました。ご協力いただきました関係者の皆さまありが

とうございました。

第４１回 東西町夏祭り

お待ちかね とみく抽選会の様子

たくさんの来場者でにぎわう屋台

子ども銭太鼓和楽衣箱による獅子舞

まいちょこ音頭の輪

やった～

特等だ！

１等が
当たったよ！

シンクロナイズドスイミング傘踊り

日 曜日 ９月の予定表

1 木
敬老会企画会議/万寿会軽体操/謡曲/習字/ダンス
ミニテニス

2 金 子供みこし実行委員会　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

3 土 銭太鼓/バレー

4 日 ＜防災訓練＞

5 月

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 フラダンス/マージャン/ミニテニス

8 木 敬老会実行委員会/謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

9 金 笑いヨガ

10 土 野菜市8:30～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

11 日 運動会全体会議/マージャン/クリーンウォーク

12 月 ２区サロン

13 火 ４区サロン

14 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

15 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

16 金 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

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

18 日 ゴルフ

19 月 ＜子供みこし＞

20 火

21 水 フラダンス/ミニテニス

22 木 習字/ミニテニス

23 金

24 土 野菜市8:30～/ソフトバレー

25 日 ＜敬老会＞

26 月 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/ミニテニス

29 木 ダンス/ミニテニス

30 金 ＊不燃ごみ

10月の予定
2 日 秋の一斉清掃【町づくり部】

9 日 運動会【人づくり部・実行委員会】

22 土 干支づくり【人づくり部】

23 日 ボランティアフェスティバル【南部町・福祉部】
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東西町内の商店が閉店に！

東西町内のコンビニが今月初旬

で閉店することになりました。

今後、歳を重ねて行くと車の免

許証の返還等で、買い物に困るこ

とが予想されます。現在は移動販

売車が来ていますが、利用が少な

くなったらどうなるかわかりませ

ん。先の事を考えながら利用して

守ることも必要だと思います。

でも、便利が悪くなることは、

助け合いが広がるチャンスだとも

言えます。

皆さんで助け合って行きましょう。

不燃粗大ごみの処分について

タンス、ソファー、ベッド等

の大型ゴミを町に収集してもら

うには、解体して可燃ごみ・不

燃ゴミ・軟プラ類等に分けて

（大きさに制限があり）排出し

なければいけません。

家庭で出来ない場合は、シル

バー人材センター等の業者にお

願いしている方も多数おられま

す。

わくわくショップ

９月からわくわくショップを再

開します。喫茶で手作りケーキと

コーヒーを準備していますので、

おしゃべり等にご利用ください。

なお、惣菜は当分の間休止しま

す。

小銭とマイバッグの準備をお願

いします。

環境美化にご協力を！

春の一斉清掃でとても綺麗にし

ていただきましたが、宅地周りや

道路際には、大きくなった草が生

えているところもあります。

小さいうちに除草すると短時間

で楽に取れます。どうぞ、美化に

ご協力をお願いします。

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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７月21日から８月12日までの毎朝７時か

らＣＤで、ラジオ体操第一と第二を地区内

の３ヶ所で行いました。健康維持と地域の

子供達と触れ合える絶好の機会として、今

年で９年目を迎えました。

３ヶ所の合計は、延べ1,553名(子供)

1,053名(大人)、計2,606名、

１日130名程が毎朝参加しま

した。

４区は大人が子供より延

べ100名も多く参加していま

した。このことは、４区の

まとまりに少なからず影響

しているのではないかと感

じました。

子供リー

ダーも準備

やスタンプ

押し、片づ

けまで頑張

りました。

お世話役

の皆さんあ

りがとうございました。

夏休みみんなでラジオ体操終了

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

３区４班 新田品子 東町257

＜入居・入会＞ よろしくお願いします

４区４班 河本忠昭 東町323

７月29日(金)妻木晩

田史跡公園へ出掛けま

した。外は、朝から33

℃の暑さでしたが、子

供達は公園内を走りま

わり、弥生時代の住居

に潜り込んでひんやり

体験(３℃は低い)や、

土笛づくりにチャレン

ジしました。また、８月５日(金)にはスポネットの

ウオータースライダーで思いっきり楽しみました。

自然の中で過

ごす子供達は、

最高に子供らし

い表情をしてい

て、周りの大人

も笑顔と元気を

たくさん分けて

もらいました。

放課後児童クラブ

柴田由香

放課後児童クラブ

８月16日(火)コミセンにて、『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、今回で第33回となります。

当日は開催直前の大雨にも係わらず、前年とほぼ

同様の58名の参加がありました。

町づくり部部長 石田 泰弘

第33回仏様送り

コミセンで行われた仏様送り

ウオータースライダーで大はしゃぎ

妻木晩田で古代の生活様式を体験

おじさん達もスタンプカードを
首から下げて参加

毎朝の安全の見守りを
ありがとうございました

スタンプ押しの列(４区)

１区スタンプ押し

スタンプ押し風景(２区・３区)
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土砂災害想定防災訓練【事務局】

日 時：９月４日(日)9：00～11：00

内 容：土砂災害想定、安全に避難するために

①各委員の動きの確認

②夜の大雨時の避難を想定し、避難経路の危険箇所

等の拾い出し

＊危険なところ等をメモしながらコミセンにお越しください

③避難できない場合、安全に自宅で待機する方法

(詳細は別途回覧でお知らせします)

子供みこし【子供みこし実行委員会】

日 時：９月19日(祝) 12：30出発予定

場 所：コミセンから地区内を練り歩きます

敬老会【福祉部・実行委員会】

日 時：９月25日(日) 10：00～12：00予定

東西町全体でご長寿をお祝いします。対象の皆さ

まには案内状をお配りしますので、どうぞご出席く

ださい

運動会【人づくり部・実行委員会】

日 時：10月９日(日) 10：00開会予定

東西町全体の触れ合いの運動会にご参加ください

※９月11日(日)に運動会全体会議を開催しますので

選手選考委員(班長）はご出席をお願いします

(後日案内状を配布します)

行事等のお知らせ どうぞご参加ください

協議会では各部長・区長と事務局の計12名で運営

委員会を開催し、事業計画の進捗状況、新たな問題

点等について協議・検討を行っています。

８月19日(金)の委員会で話し合われた主な内容は

次のとおりです。

①これまでの事業等の進捗状況

（事務局、各部より報告）

②環境美化カメラの運用状況

（４件の対応事例紹介と、今後の運用について協議）

③１区の空き家除草作業とその効果

④平成28年度町政に対する要望の再回答

⑤要望・報告事項について（各部長・各区長より）

「運動会の選手確保について」「個人での分別が

難しい粗大ごみはどうしたらいいか」等について

話が出され検討していくことになりました。

第２回運営委員会を開催

長年、放置され

ジャングルの様に

なっていて、近所

からのクレームが

絶えなかった１区

の空き家を、昨年

草刈り要請があっ

たことで、町づく

り部員５名と

事務局で大掛かりな

除草をしました。

その後、昨秋に

は刈った木の始末

をシルバー人材セ

ンターに委託し、

今春には事務局で

除草と除草剤散布

等をして管理してきましたところ、なんと！先日こ

の家をリフォームするとの動きが出てきました。

長年、この家のお陰で、近所の空き地や空き家も

なかなか買い手がつかない状態でしたが、きれいに

なったことで購入する方が出るのではないでしょう

か。これこそが町づくりでしょう！！感謝です！

1区の草に埋もれたあの空き家が

１区西町バ

ス停の集積場

に、タンスや

ベッドマット、

テーブル等々、

無記入で分別

してない粗大

ごみが排出され

ていました。

環境美化カメラの分析を基に情報提供のお願い文

書を回覧したところ、多くの皆さんから情報をいた

だきました。その情報から会員外の方が排出したと

判明しましたので、早速、管理会社に申し入れを行

い、撤去していただくことができました。ご協力あ

りがとうございました。

今後、借家のオーナーや会員外の居住人へ、ごみ

出しのルールを周知徹底していく方策を検討します。

粗大ごみの投棄がありました

ビフォージャングル状態の空き家

アフターなんということでしょう～

排出された無記入で
分別されてない粗大ごみ
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出しのルールを周知徹底していく方策を検討します。

粗大ごみの投棄がありました

ビフォージャングル状態の空き家

アフターなんということでしょう～

排出された無記入で
分別されてない粗大ごみ
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会報まち９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

８月14日(日)盆真っ只中、既に身が焦げるような早朝７時、実行委員が集合しテント設営、昼過ぎから

小、中育成会が中心となって屋台の仕込みを行いました。４時からは全体の最終打ち合わせ会を経て、屋

台も準備万端。カウントダウンで５時に一斉にスタートしました。

受付では、定着したとみくじ券の引き換えと、今回からＵターン推進パンフの配布も行いました。コミ

セン前に並んだ屋台で楽しむチビッコの姿や、休憩所で話し込む方々等、とても多くの方々が来場されま

した。大集会室では、まいちょこ音頭の合間に、飛び入りで雨乞いを兼ねた４区有志が傘踊りを披露しま

した。また、子ども銭太鼓、役員によるお笑いシンクロナイズドスイミングに続き、伯耆町の芸能集団

和楽衣箱(わらいばこ)の勇壮な太鼓や獅子舞に拍手喝采。

昨年より２件増えた協賛者を紹介した後、いよいよ最後のとみくじ抽選会が始まりました。選りすぐり

の豪華賞品と、手の中のとみくじ券番号を確認。番号を発表されるたびに次々と会場から飛び出して来る

67名のにこやかな顔を見て、今年の夏祭りが終わりました。ご協力いただきました関係者の皆さまありが

とうございました。

第４１回 東西町夏祭り

お待ちかね とみく抽選会の様子

たくさんの来場者でにぎわう屋台

子ども銭太鼓和楽衣箱による獅子舞

まいちょこ音頭の輪

やった～

特等だ！

１等が
当たったよ！

シンクロナイズドスイミング傘踊り

日 曜日 ９月の予定表

1 木
敬老会企画会議/万寿会軽体操/謡曲/習字/ダンス
ミニテニス

2 金 子供みこし実行委員会　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

3 土 銭太鼓/バレー

4 日 ＜防災訓練＞

5 月

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 フラダンス/マージャン/ミニテニス

8 木 敬老会実行委員会/謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

9 金 笑いヨガ

10 土 野菜市8:30～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

11 日 運動会全体会議/マージャン/クリーンウォーク

12 月 ２区サロン

13 火 ４区サロン

14 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

15 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

16 金 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

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

18 日 ゴルフ

19 月 ＜子供みこし＞

20 火

21 水 フラダンス/ミニテニス

22 木 習字/ミニテニス

23 金

24 土 野菜市8:30～/ソフトバレー

25 日 ＜敬老会＞

26 月 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/ミニテニス

29 木 ダンス/ミニテニス

30 金 ＊不燃ごみ

10月の予定
2 日 秋の一斉清掃【町づくり部】

9 日 運動会【人づくり部・実行委員会】

22 土 干支づくり【人づくり部】

23 日 ボランティアフェスティバル【南部町・福祉部】
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東西町内の商店が閉店に！

東西町内のコンビニが今月初旬

で閉店することになりました。

今後、歳を重ねて行くと車の免

許証の返還等で、買い物に困るこ

とが予想されます。現在は移動販

売車が来ていますが、利用が少な

くなったらどうなるかわかりませ

ん。先の事を考えながら利用して

守ることも必要だと思います。

でも、便利が悪くなることは、

助け合いが広がるチャンスだとも

言えます。

皆さんで助け合って行きましょう。

不燃粗大ごみの処分について

タンス、ソファー、ベッド等

の大型ゴミを町に収集してもら

うには、解体して可燃ごみ・不

燃ゴミ・軟プラ類等に分けて

（大きさに制限があり）排出し

なければいけません。

家庭で出来ない場合は、シル

バー人材センター等の業者にお

願いしている方も多数おられま

す。

わくわくショップ

９月からわくわくショップを再

開します。喫茶で手作りケーキと

コーヒーを準備していますので、

おしゃべり等にご利用ください。

なお、惣菜は当分の間休止しま

す。

小銭とマイバッグの準備をお願

いします。

環境美化にご協力を！

春の一斉清掃でとても綺麗にし

ていただきましたが、宅地周りや

道路際には、大きくなった草が生

えているところもあります。

小さいうちに除草すると短時間

で楽に取れます。どうぞ、美化に

ご協力をお願いします。

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


