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交通防災防犯部

１０月５日（火）令和３年度広島県ツキノワグマ対策協議会被害防除対策指導支援事業で「ツキノワグマ
学習会」を開催することができました。
昨年、当地区のほぼ全域でクマの出没確認や目撃情報が多々あり、市内においても果樹被害や人身被害も
発生したことに危機感を持ち、広島県にクマの学習会をお願いし開催に至りました。
東中国クマ集会事務局長 望月義勝様より「クマの生態と遭遇予想による事故回避」と題し、➀クマの分
布、②クマの捕獲数、③絶滅のメカニズム、④出没の原因、⑤種の絶滅が意味するもの、⑥クマと人間の軋
轢を減らす努力、⑦クマってどんな動物？（体、生態、・・）、⑧クマに合わないために・・・、の内容で
お話をしていただきました。
西日本の中山間地域には、集落があり、ほとんどの地域がクマの生息域と重なっているのが現状。特にコ
ア生息エリア（クマ類の保護を担保する地域（コア生息地））の集落では、クマと隣り合わせで暮らしている。
ブナ類の豊凶は１年おきに繰り返されており、クマの大量出没もその豊凶に同期している。
ツキノワグマの出没原因としては、生息地の縮小及び環境の劣化（たたら、森林開発など）、集落にある
誘引物（柿・クリ・コンポストなど）、中山間地域の過疎（集落へ入ってくる野生動物に対する抵抗力の低
下？）、林業の衰退で山へ人が入らなくなった（クマが集落へ近づきやすくなった？）。など、生息地の変
化と社会構造的問題が複雑に絡み合っている。
クマと人間の軋轢を減らす努力として、電気柵の設置、誘引物の管理・除去、追い払い（花火弾、ゴム弾、
クマ追い犬など）、学習放獣、人間の生活領域を野生動物が入りにくい領域に、有害駆除、生息環境の保全、
などがあげられる。
「クマとの不幸な遭遇 ⇒ 事故」を防ぐには、クマを知る！
クマの１年
＊冬：初雪の頃、冬眠に入る。雌はこの冬眠期間中に妊娠・出産（１～３頭の仔を生む、平均２頭）。
＊春：冬眠から目覚め冬眠穴から出てくる。子供を持った雌が出てくる時期は少し遅くなる。
◎子熊に注意！
＊夏：６～８月交尾期。オスの行動圏が広がる。
◎梅雨時期の山菜に注意！
＊秋：冬眠準備のため、ドングリ等の堅果類の実を大量に食べ脂肪を蓄積。
◎集落内の柿など誘因物にちゅうい！
クマの食べ物
＊春：フキ、ウワバミ、チシマササ、など
＊夏：アリ、ハチミツ、モミジイチゴ、ヤマクワ、など
＊秋：ミズナラ、コナラ、ブナの実、クリ、サルナシの実、柿、アケビ、ヤマブドウ、など
クマに会わないために・・・
＊山菜取りなどで、むやみに茂みや沢筋に入り込まないようにしましょう。特に梅雨の時期。
＊足跡・糞などクマのいる気配を感じたら、すみやかに引き返しましょう。
＊子グマの近くには母グマがいます。子グマを見かけても、近づいたり、写真を撮ったりせずにすみや
かに安全なところに引き返しましょう。
＊山に入る時、クマと出会いそうな場所に近づくときは鈴や音の出るものを持っていきましょう。
熊は耳が良い。
でも、クマに出会ったら・・・
万一、クマに出くわしてしまった場合の対応として次のような方法が考えられます。
＊決して、慌てて大声を出したり、背中を見せて走り出したりしない。
＊クマのようすを見ながらゆっくりと後ずさりする。
＊食べ物が入っているリュックがあれば、クマの気をそらすためにクマの方へ放ってやる。
＊クマがもし、おそいかかってきたら、地面に伏せて身を守る姿勢をとりましょう。
（中途半端な反撃はかえってクマを怒らせることがあると言われます。）
参加者からは「クマの生態や出会った時の対処法など知ることができてよかった」の感想でした。

環境美化活動一斉クリーンキャンペーンに
環境衛生部
ご協力ありがとうございました
１０月３日(日)の北地区一斉クリーンキャンペーンにご協力ありがとうございました。ポイ捨ても全体で
は減少しています。これからも地域の環境美化活動にご協力をよろしくお願いします。
１１月には、環境衛生部員による地区内の不法投棄ゴミのパトロールも計画しています。大型ごみの不法
投棄等発見された方は北自治振興センターへご連絡願います。

令和３年度一般介護予防事業「健康寿命向上セミナー」

「栄養改善教室」を開催

社会福祉部
高齢者福祉部

１０月１１日(月)市社会福祉協議会主催で「栄養改善」教室を開催しました。参加者少数ではありました
が、今回もシルバーリハビリ体操から開始。指導士の横山さんと生田さんに、椅子に座って行う首・肩と下
肢筋力とバランス力を強化する体操を教えていただきました。どの体操も毎日行うことで効果があるので、
頑張ってやってみましょう。
次に、管理栄養士の原さんから「健康寿命を延ばしましょう」と題して、＊高齢期における「低栄養」に
ついて、＊やせ過ぎについて、＊たんぱく質ってなに？、＊水分をしっかりとりましょう、＊コロナウイル
スに負けない食事、＊１０食品群チェックリスト、などについて、わかりやすく説明していただきました。
「３食きちんと食べる」「主食、主菜、副菜の揃った食事をとる」「間食に牛乳やヨーグルトなど乳製品
を食べる」こと。きな粉を使ったレシピを教えていただきました。
健康寿命を保つには、バランスのとれた食事と運動が大切であることを改めて感じました。
次回は、１１月１９日（金）13：30から「運動機能向上＋フレイル予防」を開催します。誘い合わせて多
数ご参加ください。

安全運転を呼び掛け
交通安全テント村を開設

交通安全協会北分会

９月２７日(月)旧川北小学校下のドラえもん広場で交通安全協会北分会がテント村を開設し、振興区の
手芸教室の皆さんが交通安全の願いを込めて丁寧に作った交通安全のマスコットやチラシをドライバーに
手渡し、安全運転を呼びかけました。

大会の成績

グラウンドゴルフ同好会

１０月１３日(水)総領町田総の里で開催した大会の成績は次のとおりでした。
第１位
第２位
第３位
第４位
第５位

男
桂藤
清水
谷本
香川
佐藤

性
安夫(ミツワ自治会)
利則(門田自治会)
勲三(市場自治会)
達(天満自治会)
禎征(秋国自治会)

女 性
堀川美代子(秋国自治会)
渡辺 照子(濁川町川西自治会)
市川 千枝(天満自治会)
田尾美枝子(濁川町川西自治会)
小林由喜子(濁川町川西自治会)

次回１０月２７日(水)の月例会の会場は旧川北小学校です。
１１月の月例会は、１１月２４日(水)１２：００～田川グランドで開催予定です。

秋の全国火災予防運動 １１月９日（火）～１１月１５日（月）
全国統一防火標語 『 おうち時間 家族で点検 火の始末 』

11月の行事予定
パソコン教室（中級）
生け花教室
パソコン教室（初級）
書道クラブ
子ども書道教室
広報部会
市議会「市民と語る会」
ふれあいサロン北
カラオケ教室
社会福祉部会
ふれあい給食
茶道教室
声かけ運動
女性部 とうふ・こんにゃくづくり

１日・１５日(月)
２日(火)
２日・１６日(火)
４日・１８日(木)
４日・１８日(木)
４日(木)
５日(金)
９日(火)
９日・２３日(火)
１０日(水)
１１日・２５日(木)
１３日・２７日(土)
１５日(月)
１６日(火)

14:00
13:30
19:00
13:30
16:00
19:00
19:00
10:00
10:00
19:00
8:00
13:30
7:30
8:00

“「狼煙」プロジェクトへ参加しましょう”
総務企画部
第１４回となる「狼煙」再現プロジェクトへ昨年
に続き参加します。このプロジェクトは、「狼煙」
を再現し地域をつなぐことで、お互いの交流・連
携・絆を深めることを目的としています。
今年度も、新型コロナウイルス感染防止等の観点
から狼煙（けむり）上げのみとなります。
北地区では、昭和ＫＤＥ㈱様のご協力を得て狼煙
を上げます。また、これに合わせて下記のとおり
「秋の勝光山を歩こう」を企画していますので、誘
い合わせて是非ご参加ください。
日 時：１１月２３日(火) 祝日「勤労感謝の日」
９時３０分に北自治振興センター集合
参加申し込みは１１月１９日(金)までにセンターへ

農産物等即売会
除雪機管理者会議
一般介護予防事業

１６日(火)
１８日(木)
１９日(金)
「運動機能向上＋フレイル予防」教室
自治会長会議
１９日(金)
不法投棄ゴミパトロール
２１日(日)
＆スイセン球根植栽地整備作業
女性部 「切漬け」づくり
２１日(日)
のんき工房「森で遊you」
２１日(日)
狼煙再現プロジェクト
２３日(火)
北地区歩く会「勝光山を歩こう」(共催)
グラウンドゴルフ同好会月例会
２４日(水)
於：田川グランド
手芸教室
２６日(金)

9:00
19:00
13:30
19:00
9:00
9:00
9:00
9:30
センター集合

12:00
13:30

おくりもの（令和3年9月13日～令和3年10月13日受付）
次の方から見舞返しとしてご寄附をいただきました。
上原 純一郎 様 （下重行）
次の方から香典返しとしてご寄附をいただきました。
故人のご冥福をお祈り申し上げます。
福島 好栄 様（故 光明 様）（川西下）
清水 博明 様（故 冨士子 様）（中曽）
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。

スイセン植栽地の整備をします

環境衛生部

今年も次のとおりスイセンの球根植栽地の草取り
等の整備を行いますのでご協力願います。
〇日時 令和３年１１月２１日(日)
午前９時北自治振興センター集合
〇場所 川北町篠堂
「庄原豪雨災害復旧記念碑」付近
〇申込 北自治振興センターへ
なお、当日は環境衛生部員による不法投棄パト
ロールも実施します。
山頂からの眺望

秋の全国火災予防運動
が始まります

交通防災防犯部
期間 １１月９日(火)～１１月１５日(月)
2021年度全国統一防火標語

「 おうち時間 家族で点検 火の始末 」
これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しや
すい季節となります。ひとり一人が、火災予防に対
する意識を持つことにより未然に防止することがで
きます。心がけましょう！

編集後記
朝夕の冷え込みも厳しくなって
きました。健康には十分注意しま
しょう。
新型コロナウイルスのワクチン
接種はもとより、インフルエンザ
の予防接種もお早めに！
ふるさと祭も中止となりました
が、コロナに負けずに実りの秋を
満喫しましょう。

北地区の人の動き
(Ｒ3.9.30現在)

［住民基本台帳登載人口］
昨年対比

人口

1,222

-25

男

581

-13

女

641

-12

世帯数

571

-1

