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交通防災防犯部

“広島県内２０２０年４月～１２月の熊目撃１０００件上回る！ 人身被害４件”こんなニュースを目に
した方は沢山おられるでしょう。庄原市では１８０件（前年同期７３件）高野町で人身被害２件、北地区内
での出没カ所も下図の通りで、地区内ほぼ全域に出没しています。こうしたことから、広島県にお願いして
「ツキノワグマ普及啓発講習会」を下記のとおり開催することになりました。熊の生態を知り、農作物の被
害はもとより人身被害にあわないようにするための講習会です。ぜひご参加ください。
日 時 令和３年１０月５日（火）１９：００～２０：３０
場 所 北自治振興センター 会議室
申込み 令和３年１０月１日（金）までに北自治振興センター（☎７２-０５６４）へ
定 員 ３０名
（ 〇 のところが昨年の出没場所です。）

一般介護予防事業「健康寿命向上セミナー」

「栄養改善」教室を開催します

社会福祉部
高齢者福祉部

毎日を元気で過ごすためには「栄養」「運動」「認知症予防」が大切です。３回シリーズの第２回目「栄
養改善」教室を次のとおり開催しますので誘い合わせてご参加ください。
毎日食べる食事だからこそ大切です。たんぱく質の働きを知り、
写真は昨年度の様子です
貯筋を減らさない方法について学びましょう。
日 時
令和３年１０月１１日（月） 13：30～15：30
場 所
北自治振興センター 会議室
参 加
北地区在住の６５歳以上の方、参加費は無料です。
申込み
北自治振興センター（☎７２-０５６４）
申込締め切り
１０月８日（金）
※シルバーリハビリ体操も行いますので、動きやすい服装でお越し
ください。
※飲み物は自治振興区で用意します。

美しく 住みよい地域に
クリーンキャンペーンにご協力ください

環境衛生部

恒例のクリーンキャンペーンを次のとおり実施いたします。
私たちの地域をより美しく住みよいまちにするために皆様方のご協
力をよろしくお願いします。
○実施日
令和３年１０月３日(日)※雨天決行
○ボランティア袋は９月８日の環境衛生部会で配布済みです。
注：集合場所や時間、拾ったごみの処理等は各自治会の環境衛生
部員さんの指示に従ってください。
なお、新型コロナウイルス感染防止のためマスク着用等にご
協力ください。

小学校等
環境整備作業にご協力ください

環境衛生部

今年度２回目の環境整備作業を、下記のとおり行いますのでご
協力をよろしくお願いします。
○ 旧田川小学校グランド及びグランド周辺と田川子育て支援施設
１０月３日(土) ９時００分から
○ 旧川北小学校及び旧川北保育所
１０月２４日(日) ８時から
（協力依頼と協力者名簿を１０月５日の行政文書で回覧します）

昨年度の様子です

地域福祉講演会・懇談会を開催します
「できるだけわが家で暮らしていくために！」

社会福祉部

全国的に高齢化が加速度的に進んでおり、公的制度対応だけではどうにもならない時代になっています。
こういった中、それぞれの地域に似合った『地域包括ケアシステム』の推進が求められています。当振興
区においても何度か地域包括ケアシステムについてお話をしていただきましたが、今一度『地域包括ケア
システム』とはどんなものか、なぜ必要なのか、どのように取り組み、推進していけばいいのか等、講演
をしていただいた後、懇談会を行います。
家族や地縁関係、ご近所や地域のつながりが希薄になって
いく中、地域の福祉関係者が地域で出来ることについて話し
合ってみましょう。
日時
場所
講師

令和３年１０月２３日（土）１３：３０～
北自治振興センター会議室
庄原市社会福祉協議会会長 上田 正之 様

北地区歩く会
環境衛生部
保健体育部

みんなで歩こう！

“北地区ノルディックウォーキング”を開催します
ご参加ください
新型コロナウイルス感染拡大防止や諸事情により、今年度も恒例の
北地区一周ウォーキング大会を休止し、ノルディックウォーキングと
して、川北町を散策しながら歩き、健康づくりに努めるとともに、環
境衛生地区活動の啓発を行います。
小学生や中学生の参加も歓迎します。ご家族でご参加ください。
日

時 ：令和３年１０月１０日（日）８時１５分から受付、
８時３０分開会、１２時解散（予定）
集合場所 ：北自治振興センター
参 加 費 ：無料
※各自飲み物を持参。
参加申込 ：１０月４日（月）までに、北自治振興センターへ ☎（80）72-0564
歩くコース ：自治振興センター → 八幡 → 矢の原（ドラえもん広場）休憩 → 久井田 →
→ 富田 → 市場 → 自治振興センター
歩く距離は約４．７ｋｍ
※途中で新しい発見もありますよ！

鉄と歴史とロマンの郷・奥出雲

「可部屋集成館」を訪ねました
北地区歩く会
８月２９日（日）島根県仁多郡奥出雲阿井にある、たたらの文化遺産
「可部屋集成館」を訪ね、見聞を広めました。可部屋集成館は、奥出雲
櫻井家累代にわたり伝えられてきたものを集大成した歴史資料館です。
資料館見学の次に櫻井家住宅・櫻井家庭園を見学し、楓が多くあり、
秋の紅葉は素晴らしいだろうなと感じました（11月上旬かな）。
次に、日本遺産「たたら角炉伝承館」～旧槙原製鉄場角炉～を見学し
帰路につきました。

可部屋集成館

櫻井家日本庭園「岩浪の庭」

櫻井家住宅（映画のロケにも使われています）

第26回大会開催のお知らせ
１０月１３日（水）総領町田総の里スポーツ公園にて、第２６回
大会を開催しますので誘い合わせて多数ご参加ください。
なお、受付時間は８：００～８：３０です。時間厳守でお願いし
ます。
気候も良くなります。グラウンドゴルフを通して会員相互の健康
と親睦を深め、明るい地域社会づくりに貢献しましょう。

グラウンドゴルフ同好会

１０月の行事予定
２日(土)
17:00
３日(日)
３日(日)
9:00
田川グランド＆
子育て支援施設環境整備
※日程変更いたしました。
パソコン教室（中級）
４日・１８日(月)
14:00
社会福祉部会
４日(月)
19:00
生け花教室
５日(火)
13:30
ツキノワグマ普及啓発講習会
５日(火)
19:00
パソコン教室（初級）
５日・１９日(火)
19:00
広報部会
７日(木)
19:00
書道クラブ
７日・２１日(木)
14:00
子ども書道教室
７日・２１日(木)
16:00
北老連役員会
８日(金)
10:00
茶道教室
９日・２３日(土)
13:30
北地区ノルデックウォーキング
１０日(日)
8:30
北自治振興センター 8：15受付、8：30開会 川北町内散策
「栄養改善」教室
１１日(月)
13:30

旧川北小学校除草剤散布作業

クリーンキャンペーン

環境衛生部会からお願い
環境衛生部
９月８日(水)環境衛生部会を開催し、１０月恒
例のクリーンキャンペーンについて、学校等の環
境整備や地区内不法投棄ごみパトロールの実施に
ついて、その他報告・協議を行いました。

お願い
＊家庭ごみの野焼きは禁止されています。
＊川へのごみの投棄は禁止されています。
美しい北地区の環境保全にご協力をお願いします。

スイカとユウガオ（かんぴょう）
去年は、スイカをマミ(アナグマ)に全部食べら
れてしまいました。今年は大丈夫かなと、８月の
長雨の後、ボーボーになった畑の草をワクワクし
ながら刈ってみると、出るわ出るわ見たこともな
い物体が。まるで誰かが投げ込んだかのような光
景です。ユウガオ(かんぴょう)？接ぎ木の台木か
ら出たのでしょうか。
肝心のスイカはというと、殆どマミに食べられ
て１個だけ残っていました。直径はわずか15㎝。
ユウガオは40㎝くらいあるものもあります。ほっ
とくともっと大きくなるのでしょうか。養分をユ
ウガオに吸い取られてかわいそうなスイカちゃん
(涙)、来年こそはスイカ割りができるくらい作ろ
うと思います。今年もスイカバーで夏を乗り切り
ます。
（I.S記）

ふれあいサロン北
１２日(火)
カラオケ教室
１２日・２６日(火)
グラウンドゴルフ同好会大会
１３日(水)
於：総領「田総の里」
ふれあい給食
１４日・２８日(木)
声掛け運動
１５日(金)
地域振興部 干し柿づくり
中止
のんきの工房「森で遊you」
１７日(日)
女性部 とうふ・こんにゃくづくり
１９日(火)
農産物等即売会
１９日(火)
自治振興区役員会
２０日(水)
手芸教室
２２日(金)
広報部 写真整理
２２日(金)
福祉関係者懇談会
２３日(土)
旧川北小学校等環境整備
２４日(日)
交通・防災防犯部会
２５日(月)
グラウンドゴルフ同好会月例会
２７日(水)
於：田川グランド

10:00
19:00
8:00
8:00

13:30
8:00
9:00
19:00
13:30
17:00
13:30
8:00
19:00
8:00

おくりもの（令和3年8月7日～令和3年9月10日受付）
次の方から香典返しとしてご寄付をいただきました。
西村
亮 様（故 清水 節子 様）（田の平）
正宗 文也 様（故 良之 様）（八幡）
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。

「干し柿づくり」は中止！
地域振興部
地域振興部会では、数は少なくても作ろうと話し
ましたが、地区内の様子を確認したところ、柿があ
りません。３年続いての中止となりますが、今年度
もやむなく中止といたします。

早めのライト点灯を！
９月３０日(木)は交通事故死ゼロ
を目指す日です。
交通・防災防犯部
これからの季節は夕方(薄暮)の交通事故が多発す
る季節です。早めのライトの点灯に心がけましょう。
歩行者は反射材の着用を励行しましょう！
編集後記
新型コロナウイルス感染状況
が深刻な状況下にあり『非常事
態宣言』の延長が出され、気が
滅入っています。
朝夕めっきり涼しくなり、過
ごしやすくなりましたが健康管
理には十分に注意しましょう。

北地区の人の動き
(Ｒ3.8.31現在)

［住民基本台帳登載人口］
昨年対比

人口

1,223

-28

581

-16

女

642

-12

世帯数

571

-2

男

