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口和自治振興区
〒728-0502
広島県庄原市口和町向泉934-4
庄原市口和自治振興センター
電 話
0824-87-2213
FAX
0824-87-2135
メール
kuchiwajichi@gmail.com
Web
http://kuchiwajichi.com

〔今回のメニュー〕
◆作品展＆図書館カフェ
◆創年大学講座 第3 回
◆ソフトボール大会
◆民泊
◆地域マネージャー通信
・福祉…特殊サギ注意喚起のチラシ
・防災…湯木防災研修会
・定住…Ⅰターン･Ｕターン推進
◆会議情報
・老人部
◆ふるさと情報
・釜峰山イベント
・金田女性部フラワーアレンジメント
・向泉出前健康づくり教室
・永田女性部アロマ教室
・大月女性部ハーバリウム教室
・敬老会
◆11 月の主な事業
◆おしらせ
・創年大学講座 第4 回
・口和音楽祭
・口和柔道教室
・まちづくり研修会
◆12 月の行事カレンダー

しおり作り

ぜんざい

｜人 口｜1,942 人（49 人減少）
｜世帯数｜798 世帯（８世帯減少）
令和元年10 月末日現在
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ

口和図書館

第４１回くちわ文化祭『作品展』＆『図書館カフェ』
口和の文化サークル１４団体が多彩なオリ
ジナル作品を展示発表されました。最終日は
同会場で「図書館カフェ」も開催し、口和本の
会による“しおり作り”“本の紹介コーナー”
や、女性部による“ぜんざい販売”があり、３
日間で３００人もの方が来場されました。
（10/25～10/27 口和自治振興センター 主
催：庄原市文化協会口和支部）

編み物 油絵 生花 絵
手紙 手芸 書道 小学
生人権ポスター

短歌

陶芸 パッチワーク フ
ラワーアレンジメント

創年大学講座 第３回 「かけめぐり社会見学」
柳井市（白壁の町並み）と周防大島（星野哲郎記念
館・道の駅とうわ）を訪ねました。天候に恵まれ思い
出深い視察の旅となりました。次回の内容は、おしら
せコーナー（４ページ）をご覧ください。
（10/29 参加者:81 人 主催：老人部 全 4 回）

第１４回ソフトボール大会

◆口和データ◆

Since2010

民 泊

今年も地域でチームを作り、
熱戦を展
大村中学校（長崎・181 人）
開されました。
が市内各地で田舎暮らしを
（10/14 主催：体育協会口和支部）
体験されました。（10/31～
【団体結果】優勝：宮内 2 位：湯木 3 位： 11/1 口和地域：生徒 24 人
常定 4 位：金田 5 位：永田 6 位：向泉 受け入れ家庭 8 軒）
【チーム MVP】湯木：小谷道憲 永田：積山
弘幸 金田：森末孝昭 常定：田邊賢太 宮
内：木原潔 向泉：深井祐二
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地域マネージャー通信欄
福祉
事業担当
川上良美

『特殊サギ注意喚起のチラシ』ぬくもり会議

防災
事業担当
福田豊明

『湯木防災講演会』 11/14（木）

定住
促進担当
清水孝清

『Ⅰターン･Ｕターンを推進』
口和自治振興区ではⅠターン･Ｕターンを推進しています。今年度これまで、永田地区で I
ターンが２件ありました。引き続き推進に努めていきますので情報提供をお願いします。

毎月「くちわで暮らして良かった」の実現に向けた「ぬくもり会議」に参加しています。昨年度は町内の
お店や理美容院などを紹介する「ちょこっと便利帳」を作成しましたが、今年度は特殊詐欺の被害者を出さ
ない取り組みをしています。話し合いを重ねる中で、これはいつ誰が被害者になるかわからないので、まず
は相談してもらうことが大切！との結論に至りました。現在、注意喚起のチラシを作成しています。
この度の講演会は、7 月の自治振興区主催の防災研修会の一環として広島
県が自治会単位で講演するもので、今回は湯木釜峰自治会になりました。
（参
加者 28 人 講師：柳迫長三さん）
昨今、思いもよらない災害が全国で発生しています。災害が比較的すくな
いと言われる口和地区でも、いつどんな災害が起こるかわかりません。今月は「浸水したとき、起こること」
と題して情報発信します。水害に直面した際、まずは落ち着いて自分が置かれた状況をよく把握することが
大切です。避難することになったら、長靴ではなく、運動靴を履いて外へ出ること。いざというときのため、
頭に入れておくようにしましょう。

会議速報

「どんなこと話しようるん？」
口和自治振興区で開かれる各種会議の主なあれこれを抜粋してお伝えします。

老人部会
●創年大学講座
●出前健康づくり教室
●庄原市老人クラブ連合会
１１／１１（月） ●子供の下校時の見守り活動…魅力ある学校づくり口和地域連絡協議会から協力要請

ふるさと情報
金田女性部 フラワーアレンジメント
作品が長持ちするよう造花でフラワー
アレンジメントを作り、完成した作品は、
金田敬老会で展示しました。（10/20 参
加者 13 人）

永田女性部 アロマ教室

口和町永田でカルチャースペース
コスミーを運営されている中平愛さ
んの指導で、植物由来の精油アロマオ
イルを使ったハンドクリームを作っ
た後、お茶を飲みながら
釜峰山イベント
楽しく賑やかに
今年も、日本山岳ガイド協会の清水正弘さ
交流しました。
んの案内で山歩きと芋煮を楽しむ会があり、
（11/17 参加者 20 人）
県内外から集まった 30 人の参加者は秋の彩
り深まる釜峰山を満喫されました。（11/10 大月女性部
湯木釜峰自治会）
山岡翼さん（東城町）を講師に迎え、
専用オイルを入れた瓶にプリザーブ
出前健康づくり教室ｉｎ向泉
ドフラワーやドライフラワー浸して
向泉自治会の女性部と老人部が地
つくるハーバリウムづくりをしまし
域で声掛けをして、
大背戸まりこさん
た。思い思いの花や
（日本健康運動指導士）
と膝や腰の痛
リボンを使い華やかな
みの原因となる体のゆがみを整える
作品ができました。
体操と簡単な筋トレをしました。
（11/17 参加者 14 人）
（11/12 参加者 24 人）
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敬老会
今年も各自治会で、多年にわたり社会につくし
てこられた高齢者の方々を敬愛し長寿を祝う「敬
老会」が開催されました。
会食はもとより、趣向を凝ら
した催し物や贈り物も準備さ
れ、参加された方も地域のスタ
ッフも笑顔満載、楽しい秋の一
日を過ごされました。
湯木釜峰自治会 11/3
●ダンス（ダフライクルー） ●有志による寸劇 ●スライドで

宮内自治会 11/10
●特殊詐欺防止 DVD（警察） ●レコード鑑賞会（郷土資料館）
●人権啓発 DVD「君がいるから」

向泉自治会 11/3
●歌謡ショー ●地元児童によるステージ ●スコップ三味線

観る湯木の一年 ●カラオケ ●新ソバ披露

永田ふれあい自治会 11/9

大月自治会 9/16

●コーラス（アンダンテ）●地元小学生のメッセージカード

●コンサート（庄原シティーホール楽団おとだま） ●防火教室
（消防署） ●ビンゴゲーム

金田自治会 11/3

竹地谷自治会 11/3

●大正琴演奏（美琴会）●日舞（椿会）●紙芝居（野いちごの会・ ●アコーディオン演奏（古川由紀） ●カラオケ ●女性部によ
下金田女性会）●銭バイ（石谷コスモス）●作品展示

る出し物 ●人権啓発DVD「君がいるから」

常定自治会 10/27

本谷自治会 11/3

●歌と踊り（河戸靖子さん）●カラオケ

●食事会（鮎の里 高瀬の湯）
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【11 月の主な事業】
1日

世代間交流事業（口北小学校）

12 日

健康寿命向上セミナー第 3 回

23 日

走ろう会・駅伝大会

3日

人権啓発 DVD 上映（竹地谷）

12 日

さくらんぼカフェ

23 日

のろし再現プロジェクト

5日

図書館だより 32 号 発行

16 日

世代間交流事業（口南小学校）

23 日

くちわミュージックナイト

6日

三者連絡会議（市・社協・振興区）

17 日

休日開放図書館

24 日

芸能祭

8日

男性いきいき講座

19 日

人権啓発 DVD 上映（金田）

28 日

ぬくもり会議

9日

土曜本の会

20 日

広報 121 号 発行

30 日

里山暮らし体験 in 口和

9日

そろばん教室

20 日

配食サービス事業

30 日

出前健康づくり教室

10 日 人権啓発 DVD 上映（宮内）

22 日

料理教室

11 日

22 日

三役会

老人部会

（常定・永田）

（内容は、諸事情により変更する場合があります。
）

■ 創年大学講座 第４回 ■

■ 第３２回 口和少年柔道大会 ■

〔日 時〕１２月３日（火）９：３０～１２：００
〔会 場〕 口和自治振興センター
〔主 催〕 口和自治振興区 ☎８７－２２１３
●庄原版終活ノート「いきかたノート」のおはなし
●落 語 ・ジャンボ衣笠(きぬがさ)さん（広島市在住）
・芸乃樽斗(げいのたると)さん（庄原市出身）
●閉校式 ・卒業証書と記念品の授与

〔日 時〕１２月８日（日）９：３０～
〔会 場〕 口和中学校体育館
〔主 催〕 口和少年柔道教室 ☎ ８７－２５３６

■ まちづくり研修会 ■
〔日
〔会
〔主
〔講

■ 口和音楽祭 ■
〔日 時〕１２月５日（木）１３：５５
〔集 合〕口和自治振興センター
〔主 催〕魅力ある学校づくり口和地域連絡協議会 ☎８７－２３０１

時〕１２月９日（月）1９：００～２１：００
場〕 口和自治振興センター
催〕 口和自治振興区 ☎８７－２２１３
師〕 藤谷則夫さん（広島経済大学教授）
浦田愛さん（ほしはら山のがっこう副理事長）
「役を受ける人がおらん。」「行事が多すぎる。」こんなお悩み
が増えています。これからのまちづくりを考える研修会です。

●［ ］内は、口和地域のゴミ収集日です。
●日程は諸事情により変更する場合があります。
日
１

月
２

火
３
創年大学講座第4 回

[プラスチック類]

[燃えるごみ]

８
口和少年柔道大会

９
まちづくり研修会

１０
さくらんぼカフェ

[施設開放日]
１５
休日開放図書館

[燃えないごみ]
１６

[燃えるごみ]
１７

２２

[ビン・カン 有害]
２３

[燃えるごみ]
２４

[施設開放日]
２９

[ペットボトル・古着]
３０

[燃えるごみ]
３１

水

木

４

[その他紙類]
１１

金

土

５
口和音楽祭

６
産業振興部市内視

７
そろばん教室

図書館だより33 号
[容器包装プラ紙パック]

察
[燃えるごみ]

１２
三者連絡会議

１３
男性いきいき講座

[容器包装プラ紙パック]
１９

[燃えるごみ]
２０
広報１２２号

２１
そろばん教室

[容器包装プラ紙パック]
２６

[燃えるごみ]
２７

２８

１４
土曜本の会
（クリスマス会）

[新聞]
１８
配食サービス事業
[その他紙類]
２５
[ダンボール]

[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

口和自治振興区のお休み 12/28～1/5
[施設開放日]
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