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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

４月から始まったいきいき100歳体操は、６月からは「西町の

郷」でも利用者やサポート員を対象に開催されています。これ

で東西町地域では「コミセン会場」、「つどい会場」とあわせ

て３箇所となりました。このいきいき100歳体操は、①筋力アッ

プ ②認知症予防 ③仲間づくりを目的にしています。おもり

を着けての体操が始まってからまだ２ヶ月弱ですが、早くも歩

くのが楽になってきたとか、体操が終わった後みんなでのお茶

タイムが楽しみという声が届いています。

お世話をしていただく方にも感謝です。コミセンとつどいでの

開催予定日は、会報「まち」の４頁の予定表で確認して下さい。

～早くも効果が～いきいき100歳体操

６月17日(日)米子消防署南部出張所から６名の隊員の方にお越しいただ

きました。最初に、通報・避難訓練を行いました。消防との事前打ち合わ

せの際に、かなり難易度の高い訓練であると言われていました。当日参加

された方の中から指揮者を事務局が選任し、非常ベルで開始しました。

指揮者がその場で、火元確認者・119番通報者・施設内逃げ遅れ確認者・

避難場所人数確認者を選任し、訓練が進みました。始めて参加された方も多

く大変でしたが、無事、通報や確認後に指揮者へ報告することができました。

水消火器を使った消火訓練では、細かな説明を受け、質問も多く出る充実

した訓練でした。救急蘇生法講習会では、ＡＥＤを使って本番さながらの緊

迫した講習会になりました。

救急蘇生法講習会及び通報・避難・消火訓練

32名の方が参加されました。何度でも受講してください。

コミセンでの100歳体操

ＡＥＤ使用法と救急蘇生法を真剣に
受講する参加者

消火器使用についても詳しく説明し
ていただきました

つどいでの100歳体操

つどい100歳体操
支援員の皆さん

西町の郷での100歳体操

日 曜日 ７月の予定表
1 日 ＜リサイクル＞　写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 山茶花の会

3 火 つどい100歳体操/男のクッキング

4 水

5 木 習字/コミセン100歳体操

6 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー/人づくり部会：夏祭り企画

8 日 ＜南部町防災訓練：事務局＞　ゴルフ

9 月

10 火 つどい100歳体操

11 水 ハンドメイド/3区サロン七夕会

12 木 ＜パソコン教室③＞　習字/コミセン100歳体操

13 金 4区サロン七夕会/笑いヨガ

14 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

15 日 マージャン

16 月

17 火 つどい100歳体操

18 水

19 木 習字/コミセン100歳体操

20 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

21 土
つどいわくわくショップ10:30～/夏祭り全体会議/銭太鼓
ソフトバレー/低山会

22 日 ＜ボーリング大会＞

23 月 2区サロン七夕会/うたの会

24 火 まちの保健室

25 水
＜夏休み みんなでラジオ体操～8/12＞
ハンドメイド

26 木 ＜パソコン教室④＞　習字/コミセン100歳体操

27 金 　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

28 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

29 日

30 月

31 火 つどい100歳体操

８月の予定
11 土 合同お楽しみ会【青少年育成会・子供育成会・中学育成会】

14 火 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 木 仏様送り【町づくり部】
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災害への準備は大丈夫ですか！

梅雨の豪雨で例年、

どこかで被害が発生し

ています。自分は大丈

夫だろう！と、他人事と

考えるのではなく、ニュース等の

情報を自分ごとと捉えてシュミレー

ションをすることも重要です。

土砂災害が発生する前の、普通

とは違う音、匂い等にも注意し、

自分の身は自分で守りましょう。

避難グッズの確認等もお願いし

ます。

刃物研ぎが来ます

７月21日(土)のわくわくショッ

プで行います。

受付は8：00からです。

時間に限りがありますので、お早

めにご持参ください。

夏祭り出演者・スタッフ募集

８月14日(火)第43回東西町地区

夏祭りを開催します。

余興へ出演したい方、スタッフ

として参加したい方を募集してい

ます。

会議の都合上、

７月６日(金)まで

に事務局へご連絡

ください。

東西町スポーツ広場

グラウンド面が供用開始とな

り、土日や平日の午後にも子供

や大人、家族連れ等で賑わって

います。

駐車場への進入路や、グラウ

ンドフェンスの外に立ち入るこ

とはできません。側溝に転落防

止柵がありませんので、絶対に

遊ばないようにしてください。

また、ペットの

フンやごみは必ず

持ち帰るようにお

願いします。

＜なんぶっこ
夏休み塾＞

25(水)

26(木)

27(金)

28(土)

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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６月３日(日)春の一斉清掃を開催しました。

公共スペースや側溝等の清掃を行っていただきまし

た。

一斉清掃の後、

道路の穴埋め作業

を行いました。

一斉清掃・道路穴補修

６月10日(日)コミセンで、子育て支援の一助にな

ればと思い、福祉部の新しい行事として、かんたん

(時短)クッキング教室を開催しました。

講師は、福祉部員で食生活改善推進委員でもある

佐藤美知子さん(4-2)にお願いしました。子育て中

の２家族が参加されました。料理が完成するまで託

児担当は、０歳から小学校低学年までの４名の遊び

相手に全力投球。１時間程で、焼きそば、コールス

ロー、スペイン風オムレツの３品が完成。

全員揃っての昼食では、この日まで食べられなかっ

た人参をパクパク食べていた子がいました。

次回は９月２日(日)です。今回の参加者からリク

エストがあった時短ギョーザをメインに作ります。

募集は会報

「まち」８月

号で行います。

どうぞお申

し込みくださ

い。

東西町では、福祉・防災の原点でもある見守り活

動を行っています。対象は、65歳以上の独居者や、

80歳以上の高齢者のみの世帯です。見守りを受ける

側の意向を尊重した上で、灯火の確認や窓や障子の

開け閉め等で見守りを行っています。

毎年６月に各区ごとに区長・民生委員・福祉部員・

地域福祉委員・事務局が集まり、見守り対象者の見

直しを行いました。

かんたん(時短)クッキング

福祉会(見守り対象者の見直し)

緑の募金の助成事業として行ってきた花壇の植栽

を、昨年から山茶花の会が行っています。

６月13日(水)西町バス停の花壇に草花を植えまし

た。

昨年秋に植えていたカラーに加え、今回は、ハー

ブやカンナ、ダリア等をメインに、1年草のマリー

ゴールド、ニチニチソウ、ペチュニア、コリウス等

を植え、とてもカラフルな花壇になりました。どう

ぞ御覧ください。

今季は空梅雨？水や

りが大変です。夕方に

近くを通られた時に土

が乾いていたら、住宅

案内看板裏のタルの水

で水やりをしていただ

くと大変助かります。

西町バス停花壇に植栽

和気あいあいと開催できました

花壇の整地と植栽の様子

カラフルな
西町バス停花壇

マンションを背に法面の除草作業

穴埋め作業に汗を流す町づくり部員

4区福祉会の様子
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リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：7月1日(日)9：00～回収開始

※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

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

アルミ缶は水洗いしてください

＊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

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください

▲車のある方は、コミセンまでお願いします

子供達の積み込み作業へのご協力もお願いします

ボーリング大会【人づくり部】

日時：7月22日（日）10：30～12：30

場所：米子クイーンボウル

参加料：1名500円(シューズ代別200円)

競技：個人戦・2ゲームの総得点で競います

小学生・高齢者ハンディ-有り

対象：小学生以上

申し込み：7月10日(火)まで

交通手段：送迎バス有り、10：00につどい出発

(直接行かれる場合はお知らせください)

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

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25(水)～8月12日(日)

時間：毎朝7：00～7：15

場所：地区内3ヶ所(どこで参加してもいいです)

①荒木様宅前(1-1)

②元新宝楽様駐車場(2-4)

③第一設計様事務所前(4-4)

内容：ＣＤでラジオ体操第一、第二を行います

スタンプカードは会場でお渡しします

皆勤の方を表彰します

子供達の安全の見守り等にもご協力をお願いします

なんぶっこ夏休み塾 東西町教室【事務局】

日時：7月25(水)・26(木)・27(金)・28(土)

8：30～10：00

場所：コミセン

詳細は、西伯小学校で配布されるチラシをご覧いただ

き、西伯小学校へ申込みをお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

６月に大阪で発生した地震で５名の方が亡くなら

れました。

その原因は

①ブロック塀の下敷き

②本棚の下敷き

③タンスの下敷きによるものでした。

特にこの地震によるブロック塀倒壊の死亡事故を

受け、南部町全域でブロック塀の緊急点検が行われ

ます。

建設課では、町管理道路沿いにあるブロック塀の

点検を実施し、また、教育委員会では、学校敷地内

や通学路沿いのブロック塀の点検が行われます。

自宅のブロック塀の確認をお願いします。

被害を少なくするためには、本棚やタンスを固定

する等の対策や、日頃からの意識が重要となります。

ご家族でも防災について話し合ってください。

大阪府北部地震で学んだこと

在宅生活支援ハウス「つどい」の一角に作品展示

コーナーを設けています。

今年度は、４区１班 竹内浩平さん、絹子さん共

同制作の「押し花」を月替りで展示していただいて

います。ご覧ください。

つどいの作品展示コーナー

季節に合わせた押し花の展示

危ないブロック塀には気をつけましょう
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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

４月から始まったいきいき100歳体操は、６月からは「西町の

郷」でも利用者やサポート員を対象に開催されています。これ

で東西町地域では「コミセン会場」、「つどい会場」とあわせ

て３箇所となりました。このいきいき100歳体操は、①筋力アッ

プ ②認知症予防 ③仲間づくりを目的にしています。おもり

を着けての体操が始まってからまだ２ヶ月弱ですが、早くも歩

くのが楽になってきたとか、体操が終わった後みんなでのお茶

タイムが楽しみという声が届いています。

お世話をしていただく方にも感謝です。コミセンとつどいでの

開催予定日は、会報「まち」の４頁の予定表で確認して下さい。

～早くも効果が～いきいき100歳体操

６月17日(日)米子消防署南部出張所から６名の隊員の方にお越しいただ

きました。最初に、通報・避難訓練を行いました。消防との事前打ち合わ

せの際に、かなり難易度の高い訓練であると言われていました。当日参加

された方の中から指揮者を事務局が選任し、非常ベルで開始しました。

指揮者がその場で、火元確認者・119番通報者・施設内逃げ遅れ確認者・

避難場所人数確認者を選任し、訓練が進みました。始めて参加された方も多

く大変でしたが、無事、通報や確認後に指揮者へ報告することができました。

水消火器を使った消火訓練では、細かな説明を受け、質問も多く出る充実

した訓練でした。救急蘇生法講習会では、ＡＥＤを使って本番さながらの緊

迫した講習会になりました。

救急蘇生法講習会及び通報・避難・消火訓練

32名の方が参加されました。何度でも受講してください。

コミセンでの100歳体操

ＡＥＤ使用法と救急蘇生法を真剣に
受講する参加者

消火器使用についても詳しく説明し
ていただきました

つどいでの100歳体操

つどい100歳体操
支援員の皆さん

西町の郷での100歳体操

日 曜日 ７月の予定表
1 日 ＜リサイクル＞　写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 山茶花の会

3 火 つどい100歳体操/男のクッキング

4 水

5 木 習字/コミセン100歳体操

6 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー/人づくり部会：夏祭り企画

8 日 ＜南部町防災訓練：事務局＞　ゴルフ

9 月

10 火 つどい100歳体操

11 水 ハンドメイド/3区サロン七夕会

12 木 ＜パソコン教室③＞　習字/コミセン100歳体操

13 金 4区サロン七夕会/笑いヨガ

14 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

15 日 マージャン

16 月

17 火 つどい100歳体操

18 水

19 木 習字/コミセン100歳体操

20 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

21 土
つどいわくわくショップ10:30～/夏祭り全体会議/銭太鼓
ソフトバレー/低山会

22 日 ＜ボーリング大会＞

23 月 2区サロン七夕会/うたの会

24 火 まちの保健室

25 水
＜夏休み みんなでラジオ体操～8/12＞
ハンドメイド

26 木 ＜パソコン教室④＞　習字/コミセン100歳体操

27 金 　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

28 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

29 日

30 月

31 火 つどい100歳体操

８月の予定
11 土 合同お楽しみ会【青少年育成会・子供育成会・中学育成会】

14 火 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 木 仏様送り【町づくり部】
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災害への準備は大丈夫ですか！

梅雨の豪雨で例年、

どこかで被害が発生し

ています。自分は大丈

夫だろう！と、他人事と

考えるのではなく、ニュース等の

情報を自分ごとと捉えてシュミレー

ションをすることも重要です。

土砂災害が発生する前の、普通

とは違う音、匂い等にも注意し、

自分の身は自分で守りましょう。

避難グッズの確認等もお願いし

ます。

刃物研ぎが来ます

７月21日(土)のわくわくショッ

プで行います。

受付は8：00からです。

時間に限りがありますので、お早

めにご持参ください。

夏祭り出演者・スタッフ募集

８月14日(火)第43回東西町地区

夏祭りを開催します。

余興へ出演したい方、スタッフ

として参加したい方を募集してい

ます。

会議の都合上、

７月６日(金)まで

に事務局へご連絡

ください。

東西町スポーツ広場

グラウンド面が供用開始とな

り、土日や平日の午後にも子供

や大人、家族連れ等で賑わって

います。

駐車場への進入路や、グラウ

ンドフェンスの外に立ち入るこ

とはできません。側溝に転落防

止柵がありませんので、絶対に

遊ばないようにしてください。

また、ペットの

フンやごみは必ず

持ち帰るようにお

願いします。

＜なんぶっこ
夏休み塾＞

25(水)

26(木)

27(金)

28(土)

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


