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4 月 27 日の総会（書面決議）において、会長の承認をいただき、7 期目のスタ
ートをさせていただきました。
自治振興区の活動の評価につきましては、各々とらえ方が違うと思いますが、
数多くの活動内容、さらには時宜を得た帝釈ならではの地域づくりは、一つ一つ
成果を生み、実感いただいていると思います。
少子高齢化・人口減少により、年々過疎化が進展し、帝釈地域の将来を考える
時、集落地域の維持を大変憂慮するところです。
こういう状況の中で、「住み慣れた地域で安心・安全に暮らせる帝釈」をめざ
して、地域の活性化・福祉・介護・生活支援などの積極的な対応を進めていると
ころです。
昨年は、我々の長年の念願でありました「帝釈版地域包括ケアシステム」を樹
立させていただきました。このシステムは対外的にも注目されておりますが、そ
の内容はまだ、皆さんには十分浸透していないように思われます。
今年は、少しでも皆さんがその内容をご理解していただくようその推進に務め
るとともに、さらには一人暮らし二人暮らしの高齢者の皆さん・離れて暮らして
いる家族・自治振興区の連携の中で三位一体のケアシステムの可能性についても
検討して参ります。
また帝釈峡遺跡群については、今年が発見から・来年が発掘から 60 年目とい
う節目の年を迎えます。帝釈地域の貴重なこの歴史・文化を後世に継承するとと
もに帝釈地域の活性化を図るため、記念事業を展開することとしております。
今年もコロナ禍の関係で自治振興活動がどのような展開になるかわかりません
が、制約・制限の中での活動内容と思われます。
できる限り前向きに従前の各種事業ができますよう対応して参りますので、積
極的に参加いただき、住民の皆様とのコミュニケーションを大切にしていただき
ますようお願いします。
皆様の力で素晴らしい帝釈地域が創造され、さらに今年が飛躍の年になります
よう祈念申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。
帝釈自治振興区
会長 表 良則

これからの主 な行 事予 定 ・施 設利用等
５月 ６日（木）
５月 ８日（土）
５月１０日（月）
５月１１日（火）
５月１２日（水）
５月１４日（金）
５月１６日（日）
５月１７日（月）
５月１８日（火）
５月２０日（木）
５月２０日（木）
５月２１日（金）
５月２２日（土）
５月２３日（日）
５月２８日（金）

行政文書
体協東城支部グラウンドゴルフ大会 帝釈地区予選 8 時３０分
専門部会 高齢者部会 1０時
専門部会 地域振興部、社会福祉部、女性部 19 時 30 分
帝釈ケアネット連絡会
陶芸教室
体協東城支部グラウンドゴルフ大会
役員会 19 時 30 分
特産品生産組合総会 １9 時
行政文書
もみじグループ
ステンドグラス教室
ステンドグラス教室
環境整備作業 8 時
帝釈峡遺跡群発掘 60 周年記念イベント準備委員会

その他の教室
筝曲教室
グラウンドゴルフ教室
帝釈地域大運動会

1７時～（5／１４ ５／２８）
13 時～（５／１ ５／１５ ５／２０ ５／２９）
中止
コロナウイルス感染症防止のため

第 8 回帝釈地域ゴルフ大会 参加者募集
日
時：6 月 5 日（土） 集合 8 時４５分
場
所：富士三次カントリークラブ（三次市）
スタート：9 時２９分～ 参加費：一人千円 プレー代は各自負担
申し込み：帝釈自治振興センターへ連絡ください
（電話６－００５５） 5 月 25 日（火）まで

ご厚志のお礼
見舞い返しとして
帝釈自治振興区宇山支部へ

横山 正昭

様より
ありがとうございました。

1 時間に自分の顔に触った平均回数
合計 23 回(以下の回数は四捨五入のため
合計は一致しません)
髪4回
鼻3回

目3回
耳1回

頬4回

顎・首 5 回

口4回

令和２年度事業報告について

賛成（40） 反対（

0）

第２号議案

令和２年度収支決算報告について

賛成（40）

反対（

0）

第３号議案

令和３年度事業計画（案）について

賛成（40）

反対（

0）

第４号議案

令和３年度収支予算（案）について

賛成（40）

反対（

0）

第５号議案

規約一部改正について

賛成（40） 反対（

0）

第６号議案

役員の選出について

賛成（40） 反対（

0）

以上集計の結果、全議案について全員の賛成により承認、可決されました。

●自治振興センターの大会議室の床のワックスが取れているので、有志でワックス掛
けをしてはどうか。お手伝いする。

５月の移動販売車 運行予定
予定時間が前後になることがありますがご了承ください。

※予定の変更があります。
日にち

時間

場所

５月１０日（月）

１３：００

山中下集会所

５月１１日（火）

1０：００

宇山西集会所

５月１１日（火）

１３：００

帝釈自治振興センター

５月１６日（日）

１２：３０

始終上集会所

５月１６日（日）

１３：３０

久保田宅前

５月１６日（日）

１４：００

宇山集会所

５月１８日（火）

１２：３０

始終集会所

５月１８日（火）

１３：００

帝釈自治振興センター

５月１８日（火）

１３：３０

竹渡集会所

５月１９日（水）

１３：３０

福田集会所

５月２０日（木）

１３：００

未渡集会所

５月２５日（火）

１３：００

帝釈自治振興センター

５月２７日（木）

１３：００

未渡集会所

５月２７日（木）

１３：３０

竹渡集会所

東城地域において移動販売車を運行し、高齢者等に買い物の機会及びデイホームやサロ
ン等の近隣者との交流の場を提供することにより、
「住み慣れた地域で安心して暮らし続け
る」ことができる環境の充実を図ることなどを目的にはじめられた事業です。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、マスク・手洗い等予防に取り組み、是非、ご利
用ください。
もし 2，3 人以上の集まりがあり、新たに移動販売車の運行を希望の方は帝釈自治振興
センターにご相談ください。
なお、地域・集会所等で、サロン等の開催を取りやめたとか、他の事情で移動販売車が出
向いても誰も利用できない場合は、帝釈自治振興センターへ連絡してください。

もみじの丘帝釈たより（令和３年５月号）
連休真っただ中、帝釈地区も田植えや農作業等が忙しい事と思いますが、お疲れ気味ではないで
しょうか。 雨連の「よりみち」では山菜が並び帝釈にも本格的に春の訪れを感じます。 連休に毎年
帰省して手伝ってくれる子供や孫、親戚が来てくれません。農作業のない人はここぞとばかりに遠出
や旅行を楽しんでいたのに何処にも行けません。これではゴールデンウイークとは言えないでしょう。
今新型コロナは第４波と言われ変異株も急激に増えているのが現状、ここは自粛と我慢でしかない
のでしょうか。 高齢者優先と言われるワクチン接種もなかなか早い事にはなりません、毎日の感染
者数をみるとどんどん近づいている危機感があります。 私たちも感染予防に注意をしていますが、
動きの多いこの時期はご家族や帰省される皆様にも感染予防のご協力をお願い致します。 新緑の
美しい故郷にいつでも安心して帰省できる日常に早く戻って欲しいものです。 もみじの丘帝釈の本
年度の重点目標は「感染予防と事故防止、利用者に気配りある関り、清潔感のある安心利用のでき
る施設」です、どうか今年度もご理解・ご協力をよろしくお願いします。 (所長 山内）
もみじの丘帝釈では、４月の行事「お花見ドライブ」に出かけました。どこも色とりどりに咲き誇
る花々に魅了され思わず笑顔。天気も良くお花見を満喫しました。
「今年はいっぺんに咲いたね」と利用者さんも喜ばれていました。（写真撮る時マスクを外しました）

＜ひと口健康講座＞ 認知症の人と家族の会について
何か変だなあと思っていても、いざ｢認知症です」と診断されると大き
な不安や恐怖におそわれることが少なくありません。私がまだ広島市に
いた頃、母に認知症の症状が現れ始めました。その頃の私は認知症に
対する知識も乏しく、母の症状をなかなか受け入れることができません
でした。そんな時、「認知症の人と家族の会」があることを知りました。
この会は、同じ立場の仲間が「あなたの苦労を代わってあげる事はできな
いけれど、みんなであなたの話を聞いたり、経験を話してあげる事ができる
よ。」と言ってくれる会でした。この会は全国にあり庄原市にもあります。東
城は「ほほえみの会」という名前です。月に１回「オレンジカフェええ塩梅」を
開いて、相談会やミニ研修会を行なっています。
悩んでおられる方、辛い方、迷っておられる方、困っておられる方、思い
切って相談に行ってみて下さい。少しは心が軽くなり、認知症の家族を受け
入れ、また開き直って対応できるような気がします。 （看護師 表 純子）

「オレンジカフェええ塩梅」
５月２５日（火）
13：30～14：30
東城自治振興センター
ホールにて
連絡先：東寿園居宅介護
支援事業所
電話：08477-2-3121

もみじサロン
日時： ５月２３日（日）
１４：００～１５：３０
場所： 帝釈自治振興
センター
会費： ３００円
＊送迎いたします。
多くの方の参加をお待ちし
ています。

