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主な内容
第３９回敷信ふるさと祭り
各種催事報告・その他お知らせ
クローズアップ自治会
敷信短歌会・12月の行事予定

第39回敷信ふるさと祭り

11月４日（月・祝）天候にも恵まれ、板橋小学校を会場に、第39回敷信ふるさと祭りが開催され
ました。自治会テント村や展示・ステージ発表等々にご協力いただいた区民の皆さん、お越しいた
だいた来賓の方々、広島実留会の方々・市外からの大勢の参加者の皆さんに盛り上げて頂き、大変
素晴らしい賑やかな祭りとなりました。ゲスト出演いただいたおなご乱舞連のみなさんにも、祭り
を華やかに盛り上げていただきました。ステキな祭りが開催できたのも、多くの区民の皆さんや地
元企業の皆様のご厚意やご協力のおかげです。ただただ感謝です。

敷信情報工房は、スポンサー様のご協力で発行されています。ご協力ありがとうございます。

測量・設計・調査

株式会社 エービスコンサルタント
本

社/〒727-0014 広島県庄原市板橋町496-1
TEL(0824)72-0897 FAX(0824)72-7683
E-Mail : ueda@c.do-up.com
三次営業所/〒728-0012 広島県三次市十日市中一丁目8-27
TEL(0824)62-2272
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各種塗装工事
吹付工事・防水工事
一般建築塗装（住宅の塗装・塗替え）
http://www.nswest.co.jp
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庄原市新庄町３６６－２
ＴＥＬ 0824-72-2033
ＦＡＸ 0824-75-0020

太陽が洗い雨が流す光触媒塗料

見積り無料

お気軽にお問い合わせ下さい。

広島県庄原市板橋町378-3

有限
会社

庄 栄 塗 装

☎（0824）72-2728
☎（0824）72-0973

女性部

生活福祉部

フラワーアレンジメントのお誘い
今年も恒例となったフラワーアレンジメントを計
画しました。皆さんの参加をお待ちしています。
日

時

12月19日（木）10：00～

場

所

敷信地区民ふれあい広場

材料費

3 ,000円（3000円のうち1000円を
女性部が負担します）

持参品

花切りバサミ

講

斎木 義伸さん（庄原観光いちばん協議会

師

花と緑のまちづくり部会部会長）
申込み

各自治会の女性部長または、自治振興センター
（☎７２－０５７１）

〆切り

12月10日（火）

お知らせ

男性料理教室

（忘年会メニュー）
少し早い忘年会ですが、
今年の疲れを癒しましょう！
日
時
11月26日（火）16：00～
場
所
敷信自治振興センター

調理実習室
参 加 費
1,000円
締め切り
11月25日（月）
※エプロン・三角巾をご持
参下さい。

健康講座
「認知症予防」教室
健康寿命向上セミナーの「認知症予防」教室を、
今年度の生活福祉部の健康講座として取り組むこ
とになりました。５日の回覧ですでに詳細が回っ
ていると思います。健康寿命を延ばす為に一緒に
頑張りましょう。
日 時 12月３日（火）13：30～15：30
場 所 敷信自治振興センター・大会議室
講 師 戸谷医院 副院長 戸谷 修二 氏
申込み 敷信自治振興センター
（☎７２－０５７１）
〆切り 11月29日（金）

環境安全部（除草作業）
10月20日（日）今年３回目
の中央分離帯花回廊の除草作業
が行われました。環境安全部長
さん達が、安全に気を配りなが
ら作業して下さるお陰で、敷信
（庄原）の玄関口がキレイに保
たれています。

神楽公演のお礼（新庄東愛郷会）
11月２日（土）に、新庄町
常数山八幡神社にて、宮乃木神
楽団による神楽を催しました。
年配の方から子供達まで、多く
の皆様に楽しんで頂きました。
足を運んで下さいました皆様に
お礼申し上げます。
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クローズアップ

自治会
今年で第 回目となる板橋西大
懇親会。焼き肉、おにぎり、新鮮
な野菜などを食べながら、親睦を
深めるという目的で、ホースヒル
にて毎年催されています。参加す
る顔ぶれも年々少しずつ違ってき
ており、令和初となる今年は初め
て見られる顔もとても増えていま
した。
また食べ物だけでなく、趣向を
凝 ら し て 参 加 者 を 楽 し ま せ ま す。
機材を借り入れてカラオケを準備
し、大熱唱会を開催（ちなみに歌
われた方には高級米が贈呈されま
し た ）。 そ の 他 に も、 加 島 さ ん に
よる参加者と一緒に行う手品で会
場が一体となり、盛り上がりまし
た。そして、食べる側だけでなく、
肉や野菜を焼く青年部の方々もお
酒を飲みながら、楽しく会を盛り
上げます。そして、忘れてはいけ
ないのは縁の下の力持ちの女性部
の方々です。大きな釜で炊いたお
焦げ付きのお米で握ったおにぎり
や、豚汁などを参加された方々に
振舞っていただきました。最後は
全員で後片付け。これでより結束
が深まります。
時 代 が 変 わ り、 世 代 が 移 っ て
いっても、板橋西のこの風情だけ
はこれからも変わらず受け継がれ
ていくことを願います。
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Winter illumination 2019

1月5日（日）まで開催

命、習う子供も一生懸命でした。

第３位

れました。太鼓打ちを教える大人も一生懸

船頭ムツコ

高門町の祭りが10月20日（日）に行わ

準優勝

高門自治会
松田

と美味しい料理を堪能しました。
準優勝

ました。当日は17名が参加し、秋の紅葉
貞身

10月28日に帝釈峡の錦彩館にお出かけし
大土

秋の作業も終了し、はしか落しとして、
勝

１区サロン ホタルの会（実留１区自治会）
男子の部

10月５日（土）今年も一休茶屋（サロン）

敷信地区グラウンドゴルフ
同好会第８回月例大会

一休茶屋 （板橋東自治会）
大会結果

日時

10月23日（水）

で、ふるさと祭りに展示する作品作りをし

場所

総領グラウンドゴルフ場

ました。見ていただけましたか？

板橋西大懇親会
板橋西自治会

9

木）

3日（火）生活福祉部健康講座

あと

月の行事予定
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（一

（令和元年十一月作品抄）

典子

一、最新の押し車おし友きたる若かりし日や今のことなど
山田 久子


吉光

（板橋東）

一、晩秋の霧ふかまりて寒き日に気づけば細き昼の月かな
有田 隆子


亘

一、一日の疲れを背負いウォーキング夜の冷気と半月連れて
奥井 久子


田中

一、お祭りで夜露に濡れて楽しんだ金銀衣裳の月夜の神楽
有附 和子


■見舞返し

一、 日本語をこなせぬ孫が異文化の語を学びいる時代となりぬ
寺迫 隆子

  

令和元年10月16日～令和元年11月15日

一、 波あれる瀬戸内海のクルージングしぶきをあげて島を後にす
森永壽美子


敷信自治振興区

一、 脚立にて窓ふく吾をまどごしに車イスの夫笑顔を向ける
有田由美子


お寄せいただいた金一封は、敷信自治振興区の活動
資金として、有効に活用させていただきます。

13：30～

第1・3（月）尺八教室

19：00～

4日（水）グラウンドゴルフ同好会忘年大会（総領） 8：30～

第1・3（火）３Ｂ体操

10：00～

5日（木）広報部編集会議

第1・3（水）手編教室

10：00～

9：00～

第1・3（金）手描友禅教室

10：00～

7日（土）総務部会

11：00～

第2・4（月）カラオケ教室

18：00～

7日（土）フラダンス教室

12：00～

第2・4（木）陶芸教室

13：00～

9日（月）短歌教室

13：30～

第2・4（金）手編教室

19：30～

11日（水）おし花教室

10：00～

毎週月曜日 スポーツウエルネス吹矢教室（昼の部） 13：00～

15日（日）子供料理教室（たんとんとん）

10：00～

毎週月曜日 子供卓球教室

18：30～

19日（木）女性部フラワーアレンジメント

10：00～

毎週火曜日 囲碁クラブ

13：00～

19日（木）絵手紙教室

13：30～

毎週火曜日 フラダンス

19：30～

21日（土）手描友禅教室

10：00～

毎週水曜日 ダンス教室

14：00～

22日（日）友愛訪問

10：00～

毎週水曜日 スポーツウエルネス吹矢教室（夜の部） 19：00～

23日（月）ふれあいカフェ

10：00～

毎週金曜日 ヨガ教室

10：00～

第1・2・3（水）詩吟教室

10：00～

毎週金曜日 詩吟教室

14：00～

7日（土）年末大掃除

19：00～

３点ではじまる
毎日キレイ生活

おそうじ

ＢＡＳＩＣ３

セット価 格

おそうじ ベーシックスリー

１，
９２５円
（税抜１，
７５０円）

レッド

グレー

スタイルハンディ シュシュ

レッド

スタイルクリーナー

グレー

スタイルフロア ララ

ダスキン林サービス

※
「おそうじベーシック3」
では、
シュシュとララの色の組み合わせは、
レッドとレッド、
グレーとグレーのみ
となります。

z® 0120-05-3722

FAX 0824-72-8548
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