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主な内容
「多目的ホール」命名・女性部・生活福祉部
お知らせ：「狼煙」再現プロジェクトパネル展 他
クローズアップ自治会
敷信短歌会・２月の行事予定

本年も頑張ります

年も改まった１月９日(土）、例年行っている「新
年互礼会」をコロナ感染症の感染拡大防止の観
点から「役員懇談会」に縮小して開催しました。
変更して開催するのは初めてのことでしたが、
ちょうど１年前から大勢集まることが難しくなっ
ていたので、意見交換や振興区の今後について
話せるいい機会になりました。 今年も大きな行
事は出来ないかもしれませんが、出来ることか
らやっていこうと気持ちを新たにしました。
本年もよろしくお願いします。

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。

令和３年新春のあいさつ
敷信自治振興区区長

光久

孝治

こけら落としは同好会作品
展示でした。

１階会議室が完成したことはお知ら
せしましたが、呼称として「多目的ホー
ル」と呼ぼうと決まりました。今後よ
ろしくお願いします。また、施設使用
希望の方は自治センターまでお問い合
わせください。

明けましておめでとうございます
敷信自治振興区の皆様 明けましておめでとうございます︒久しぶり
に雪のある新年となりましたが︑皆様におかれましては︑新たな気持ち
で新年をお迎えのことと拝察いたします︒
昨年は︑ほぼ一年中新型コロナウイルス感染症に右往左往させられ︑
その猛威は現在も続いています︒そうした中︑多くの事業を中止とせざ
るを得ませんでしたが︑区民の皆様にはご理解・ご協力をいただき誠に
ありがとうございます︒本年は新型コロナウイルス感染症が収束に向か
い︑自治振興区事業がいつものように実施できることを心から願ってお
ります︒自治振興区としましては︑本年も﹁敷信戦略プラン﹂の実現に
向けて皆様の協力を得ながら進めていく所存ですので︑皆様には自治振
興区の運営等に格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す︒
新年にあたり︑私の思いをひとつ述べさせていただき︑挨拶とさせて
いただきたいと思います︒
昭和の時代︑日本は高度経済成長を成し遂げ︑我々の生活は豊かにな
り︑皆が前へと進むことができました︒その豊かさはほぼ維持できてい
るとは思いますが︑今は少子高齢化︑人口減少︑農業をはじめとする第
一次産業の衰退をはじめ︑地震︑大雨による洪水被害︑原発事故等の災
害など多くの難問が︑さらにはこの度の新型コロナウイルス問題︑とて
も多くのことが人間社会に降りかかっています︒このような状況はとて
も一朝一夕に解決することはできません︒そうすると人間社会はそれら
とどう向き合っていけばよいのか︑何を考えなければいけないのかとい
うことになります︒
私は︑人間を取り巻く自然環境は奥深くまた時に脅威となりますが︑
それらを如何に理解し共存していくか︑あるいは今まで人間が築きあげ
てきた人工的なものの有り様などを真摯に考える時期にきていると思い
ます︒もはや豊かさだけを目指した行動ではなく︑質を求める行動︑穏
やかな〝安全と安心〟を探るべき行動こそが必要ではないかと思います︒
皆様︑一年間宜しくお願いいたします︒

友愛訪問

12月10日(木)、18日(金）女性部のフラ
ワーアレンジメント教室が開催されました。２
日間での参 加 者は20名
の定員を少しオーバーして
の24名でした。お正月用
のアレンジメントは寒かっ
た年末年始を華やかに彩
り、気持ちの良い新年を
迎えられたことでしょう。

「多目的ホール」

に決定!
12月20日(日)生活福祉部による年
末友愛訪問が実施されました。民生
委員さん・ひとり暮らし高齢者巡回
相談員さんが中心となり、手薄な自
治会は生活福祉部長さんの手も借り
て、90歳以上の高齢者・75歳以上
の一人暮らしの方・重度の障害を持
たれた方々130名に、一木そばとそ
ば味噌に板橋小学校児童の皆さん
からの手紙と、絵手紙同好会の皆さ
んからの絵手紙を添えて、一足早い
年越しそばをお届けしました。

フラワーアレンジメント

女性部
生活福祉部
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2021年１月20日

実留に生まれ・暮らし・長生きして
良かった︑幸せだと思える地域に
活用が始まった
﹁おたがいさまネット事業 ｣
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実留 区では︑一人暮らしの高齢者を
見守り支援するシステムである﹁おたが
いさまネット事業﹂の周知が十分でなく︑
活用がされていない状況でした︒今年度︑
ふれ愛サロンの活動をきっかけに﹁おた
がいさまネット事業﹂の活用が始まりま
した︒

令和３年３月

老人部健康講座

毎年、情報工房新年号には多くのスポンサーの方々のご
協力を得て記事を掲載しておりますが、今年の新年号は増
刷せず発行しようということになりました。寂しいことで
はありますが、次に期待して今年はお休みとさせていただ
きます。ご了承ください。

開催予定でした下記の振興区行事につ
きまして、新型コロナ感染拡大防止のた
め中止と致します。

お断り

振興区行事中止のお知らせ

是非ご覧ください。

期間 １月25日㈪〜29日㈮
場所 庄原市役所１Ｆロビー
田部 章子
山岡チカヨ

昨年11月23日（月・祝）に行われた狼煙上げのパネ
ル展が開催されます。縮小しての狼煙イベントではあ

りましたが、狼煙上げに参加した振興区の活動報告を
貞身
富雄
大土
北岡

日時 12月８日（水）
場所 総領グラウンドゴルフ場
男子の部
優 勝 永山 正人
準優勝
第３位 藤原 春行
第４位
第５位 藤原 尞二
女子の部
優 勝 田尾智恵子
準優勝
第３位 上田美須恵
第４位
第５位 清光 哲子

−

−
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活用は﹁サロン︵地域デイホーム︶活動﹂
から

敷信地区グラウンドゴルフ同好会忘年大会

再現プロジェクト
狼煙
「
」パネル展のお知らせ
大会結果

クローズアップ

自治会
実留2区自治会

新型コロナ感染予防のため︑長らく活
動を自粛していた﹁サロン﹂を再開する
にあたり︑生活福祉部長さんの﹁一人暮
らしの高齢者の方がコロナ禍で不安を抱
えていらっしゃる︒ついては生活を見守
り・支援する﹁おたがいさまネット事業﹂を皆さんに知っていた
だくために︑サロン再開でこの事業の展開に関わっている社会福
祉協議会の方を招いてお話を聞いてはどうか﹂との発案で︑ 月
日︑社協の稲里さんに来ていただき︑事業の趣旨や内容につい
て説明していただき︑意見交流をしました︒
この中で︑
﹁支援を受けたい高齢者が︑申し出るのはハードルが
高いので︑見守りや支援が必要な方を日常的
に訪問して声をかけたり︑見守ったりすれば
よいのでは︒しかし︑自治会長や生活福祉部
長だけではできないだろう︒であれば︑この
サロンで集まった者が︑声掛けをしていけば
よいのではないか︒その中で︑この事業の活
用ということができれば自然で︑利用しやす
いのではないか﹂との声がでました︒
28
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︵令和三年一月作品抄︶
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一︑雪つもり動けぬ部屋の中に居て旅案内の道の駅見る
山田 久子

3

一︑年明けておめでとうはどこへやらコロナ感染の報道ばかり
有田 隆子

一︑電線のカラス 羽よ降りて来いとなりのババと 人で話そ
奥井 久子

一︑柏手のひときわ高く響きたり令和三年広き境内
有附 和子

一︑はやぶさが帰還する世にコロナゆえ子孫に逢えず年あらたまる
寺迫 隆子

一︑夜明け前の雪景色のなか家いえの灯かりふんわりメルヘンのよう
有田由美子

男性料理教室
コロナ対策をしながら調理実習をし
ています。参加お待ちしています。
日 時 ２月25日(木） 10:00〜
場 所 敷信自治振興センター
調理実習室
参加費 300円
締切り ２月22日（月）

か

（敬称略）

そ

■篤志寄付
広島実留会

み

■香典返し
井口 敏輝（新庄西）

お

敷信自治振興区
令和2年12月16日〜令和3年1月15日

一︑晩秋のもみぢ銀杏の雨にぬれ落ちる滴は水晶のよう
永田恵美子

お

一︑十二月三十一日に入院の夫お節食の写メしてくれて安堵の新年
櫻井 貴子

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。

※エプロン・三角巾をご持参ください。

２月の行事予定

2日（火） 総務部会
18:30〜
5日（金） 広報部編集会議
19:00〜
8日（月） 短歌会
13:30〜
10日（水） おし花教室
10:00〜
10日（水） グラウンドゴルフ同好会月例会（丘陵公園） 13:00〜
11・12日（木・金） 味噌仕込み
9:00〜
13日（土） 菜の花会
10:00〜
18日（木） 絵手紙教室
13:30〜
20日（土） 手描友禅教室
10:00〜
22日（月） ふれあいカフェ
10:00〜
25日（木） 男性料理教室
10:00〜
27日（土） フラダンス教室
10:00〜
28日（日） 子供料理教室（たんとんとん） 10:00〜

第1・2・3（水） 詩吟教室
10:00〜
第1・3（月） 尺八教室
19:00〜
第1・3（火） ３Ｂ体操
10:00〜
第1・3（水） 手編教室
10:00〜
第1・3（金） 手描友禅教室
10:00〜
第2・4（月） カラオケ教室
18:00〜
第2・4（木） 陶芸教室
13:00〜
第2・4（金） 手編教室
19:30〜
毎週月曜日 スポーツウエルネス吹矢教室（昼の部） 13:00〜
毎週月曜日 子供卓球教室
18:30〜
毎週火曜日 囲碁クラブ
13:00〜
毎週火曜日 フラダンス
19:30〜
毎週水曜日 ダンス教室
14:00〜
毎週水曜日 スポーツウエルネス吹矢教室（夜の部） 19:00〜
毎週木曜日 スポーツウエルネス吹矢教室（ジュニアの部） 19:00〜
9:00〜
毎週金曜日 ヨガ教室
10:00〜
毎週金曜日 詩吟教室
14:00〜

※新型コロナウィルス感染症の状況によっては行事・日時等変更の場合もあります。
※自治振興センターを一般利用される方は利用条件を守り感染防止等に十分ご留意頂きますようお願いいたします。

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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