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三次市青河町から
自主防災活動で視察来訪
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交通防災防犯部

３月６日(土)三次市青河町から青河自主防災会の視察来訪があり、北自治振興センターで青河自治振興会
の奥川登会長様からご挨拶をいただき、続いて大迫孝区長から歓迎のあいさつ、そして住田鉄也顧問から映
像を使った自治振興区の概要と平成２２年７月の庄原豪雨災害の発生した状況や自治振興区の災害・被災者
支援対策本部の立ち上げから支援活動内容、等々について説明の後、質疑応答がありました。
つづいて、災害被災地の篠堂地区へ移動し、高橋事務局長から状況説明がされました。

ふれあいサロン北での説明風景

篠堂の災害復旧記念碑前にて

たくさんの折り鶴をありがとうございました

ふれあいサロン北

３月９日(火)自宅で折った折り鶴５，０００羽をふれあいサロン
北へ持参されましたので、サロン北で折ったものや今まで自宅で折
り届けていただいたものと合わせて糸に通し、千羽鶴にしました。
次回のサロン北は、今年度の振り返りや新年度の計画など立てる
予定です。
サロン北は毎月第２・４火曜日の１０時から１２時まで開設して
いますのでお気軽に立ち寄りください。お茶と茶菓を用意してお待
ちしています。

北地区体育協会総会を開催

保健体育部

３月４日（木）北地区体育協会の令和２年度総会を開催し、令和２年度事業報告及び収支決算・監査報告
と令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）について審議をいただき、承認されました。
令和２年度は、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、予定していた行事がすべて中止することにな
り、区民の皆様にご迷惑をおかけし残念な結果となりました。令和３年度は、新型コロナウイルスの感染が
収まることを期待して、区民大運動会の開催も５月３０日（日）に計画しております。感染防止対策の上、
状況を見ながらということになりますが皆様方のご協力をよろしくお願いします。
なお、区民大運動会に対しご意見等ありましたら事務局までご連絡ください。

歴史探訪今回は“濁川地区”を歩きました
北地区歩く会
３月１４日(日)８時４５分に庄原市埋蔵文化財センター（旧田川小学校）に集合し、市教育委員会生涯学
習課稲垣寿彦さんにより文化財センターの概要について、続いて館内の展示品等について詳しく説明をして
いただき、庄原市内の貴重な遺跡等について学びました。地元参加者の方でも、初めての方もあり感動され
ていました。また、指定避難所になっている部屋の見学も行いました。
つぎに、川東自治会の中曾地区を散策し、田川小学校の歴史、濁川温泉があったこと、西城川舟運図記載
の要所など、川西自治会では、小倉城址や古墳、石造物、神社、砂鉄採取等々について、また川西下地区で
は、平成２６年８月に発生した土砂災害復旧事業の砂防堰堤も見学するなど、防災意識の向上にもつなげる
ことができました。約７㎞と長い距離を歩くこととなりましたが、天候にも恵まれて皆さん元気で完歩され、
有意義な会となりました。
次回は、４月１８日(日)北地区歩く会総会「備北丘陵公園」 9：00-北自治振興センター集合、参加され
る方は４月１２日(月)までに北自治振興センターへ申し込みください。

埋蔵文化財センターにて

西城川・比和川合流点付近にて

大内山神社境内にて

大内山神社横にある木村牧場にて

大内山神社境内にある樽型の手洗い鉢

宝正さん宅横にある角力の碑

旧須川別れ付近にて

川西下付近にて

春の国営公園を歩きましょう
北地区歩く会の４月例会を次のとおり開催します。
日 時 令和３年４月１８日(日) ９時に北自治振興センター集合
（昼食後１４時ころの帰館を予定）
場 所 国営備北丘陵公園
内 容 園内を散策後、里山屋敷にて総会を開催。
総会終了後、昼食（弁当注文）
参加費 １，０００円
申込み ４月１２日(月)までに北自治振興センターへ
お断り；新型コロナウイルス感染状況によっては、
場所変更や延期することもありますので予
めご了承ください。

川西下付近にて、後方奥に勝光山が見えます

北地区歩く会

「春の全国交通安全運動」
が始まります

交通防災防犯部

実施期間は、令和３年４月６日(火)～ ４月１５日(木)です。
スローガン 『 ゆとりある 心と車間の ディスタンス 』
目的；この運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナ
ーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進す
ることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

令和３年度広島県年間交通安全推進施策
重点事項に係る推進施策
１「子供と高齢者の安全な通行の確保」
子供と高齢者の交通安全意識の高揚を図り、歩行中や自転車乗用中、車両同乗中における安全行
動を促進するとともに、子供や高齢者に対する保護意識の醸成を図るため、子供と高齢者の安全
な通行確保に向けた運動や取り組みを推進します。
２「高齢運転者の交通事故防止」
高齢運転者が年々増加している中、交通安全意識の高揚を図り、高齢者の車両運転中における安
全行動を促進するため、高齢運転者の交通事故防止に向けた運動や取り組みを推進します。
３「飲酒運転の根絶」
広く県民に、飲酒運転の悪質性・危険性や飲酒運転による交通事故の悲惨さを訴え、「飲酒運転
を絶対にしない・させない」規範意識の確立を図るとともに、飲酒運転がなくならない背景にあ
るアルコール依存症および多量飲酒などの問題飲酒行動を総合的に解決するため、飲酒運転根絶
に向けた運動や取り組みを推進します。
４「自転車の安全利用の推進」
自転車利用者の交通事故防止とともに、自転車利用時における交通ルールの順守と交通マナーの
実践により、危険・迷惑行為を防止するため、自転車の安全利用の推進に向けた運動や取り組み
を推進します。

カープ応援！ バリ バリ バリ
カープ観戦者募集します

‼

地区民の協力のおかげにより、庄原市カープ応援隊の観戦チケットが
入手できました。なお、地区民の交流を目的としていますのでご理解く
ださい。
観戦日・対戦相手と席数は右記の通りです。
抽選を次の通り行いますのでお知らせします。
日
時
令和３年４月４日（日）北自治振興センターにて
受付時間は９：００から９：３０分に限定
※時間厳守でお願いします。
抽選方法
① 受付時間内に来られた方に整理券を渡します。
② 整理券の番号順に抽選くじを引きます。
③ 抽選くじの順番に観戦日の申し込みを受け付けます。
注
意
＊北地区在住の方に限ります。
＊一人１試合のみ、２席までとします。
＊申し込み後のキャンセルは受け付けません。
＊バス出発予定時間 試合開始13：30の時 10：30
試合開始18：00の時 15：30
＊バス乗車場所
庄原駅または庄原中学校
参 加 費
＊大人 ４，７００円（中学生以上）
＊小人 ２，７００円（小学生）
＊幼児 １，７００円（３歳以上）

総務企画部
観戦日
対戦相手
試合開始
席数
観戦日
対戦相手
試合開始
席数
観戦日
対戦相手
試合開始
席数

５/５（水）
巨人
13:30
２０
８/２０（金）
ヤクルト
18:00
１１
９/１１（土）
阪神
13:30
１８

４月の行事予定
書道クラブ
子ども書道教室
パソコン教室（中級）
生け花教室
パソコン教室（初級）
広報部会
ふれあい給食
北老連役員会（高齢者福祉部）
市長・市議一般選挙投票所
ふれあいサロン北
カラオケ教室
北地区区民運動会実行委員会

春の全国交通安全運動 6日（火）～15日（木）
１日・１５日（木）
１日・１５日（木）
５日・１９日（月）
６日（火）
６日・２０日（火）
７日（水）
８日・２２日（木）
９日（金）
１１日（日）
１３日・２７日（火）
１３日・２７日（火）
１４日（水）

13:00
16:00
14:00
13:30
19:00
19:00
8:00
10:00

北地区歩く会 総会
国営備北丘陵公園
のんきの工芸創作教室
女性部とうふ・こんにゃくづくり
農産物等即売会
自治振興区役員会
手芸教室
自治振興区総会
参議院広島選挙区再選挙投票所

10:00 グラウンドゴルフ同好会
19:00
月例会
19:00

環境衛生部
篠堂の環境整備に
ご協力ありがとうございました

事務職員の
募集について

３月１３日(土)９時から、多くの方のご協力を得て、篠堂の災
害復旧記念碑付近の環境整備を行いました。
スイセンを植栽した中の草取りや周辺の除草、下手にある雑草
地の草刈りなどを行い、とてもきれいになりました。
スイセンの花も咲き始めており、この便りが届く３月２０日頃
には満開となるでしょう。
この活動は、平成２２年７月１６日に発生した庄原豪雨災害の
記憶を忘れないようにと始めたものです。
災害発生当時の地区民の力の結集と“おたがいさま”の支え合
いの気持ちをいつまでも持ち続けたいものです。

火の取り扱いに注意しましょう！
茶道教室を開始します
生涯学習部
長く休会していました茶道教室を下記の通り再開
しますのでお誘いの上ご参加ください。
テーマ ～茶の湯に出会う 日本に出会う～
・誰でも気軽に、一服のお茶が点てられ
・どこに行っても、お抹茶が戴けるように
令和３年４月から、毎月第２・４土曜日
午後１時３０分から（２時間程度）
場所；北自治振興センター
講師；光永 宗英
申し込みは
北自治振興センター（電話80-72-0564）へ

１８日（日）
9:00
北自治振興センター集合
１８日（日）
13:30
２０日（火）
8:00
２０日（火）
9:00
２０日（火）
19:00
２３日（金）
13:30
２３日（金）
19:00
２５日（日）
２８日（水）
8:00
田川グランド

自治振興区では事務職員の退職に
よる事務職員の募集をします。
〇 職務内容：自治振興区の一般事務
〇 募集人数：１名（性別不問）
〇 応募資格：北地区に住所のある方
年齢不問
パソコンの使える方
〇 試験方法：面接による
〇 応募方法：履歴書を持参してくだ
さい。
〇 受付期間：令和３年３月２２日から
北自治振興センターで受付
〇 採用予定：令和３年４月１日から
（相談に応じます）
※その他、職務内容等ご遠慮なくご
相談ください。

おくりもの（令和3年2月11日～令和3年3月10日受付）
次の方から見舞返しとしてご寄付をいただきました。
原

静子 様（上矢の原）

次の方から香典返しとしてご寄付をいただきました。
藤本 政人 様（故夏美様）（秋国）
いただきました金一封は、ご趣旨を大切にし地域振興
と社会福祉に活用させていただきます。
編集後記
のどかな春がもう目の前で、
暖かい日が続いています。今年
は桜の開花も早いようですね。
令和２年度も終わりますが、新
型コロナウイルス感染の動向や
小学校の閉校など、心中複雑な
中で新年度を迎えようとしてい
ますが、皆様方のご協力をよろ
しくお願いします。

北地区の人の動き
(Ｒ3.2.28現在)
［住民基本台帳登載人口］

昨年対比
1,242

-20

男

590

-17

女

652

-3

世帯数

572

-3

人口

