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〔今回のメニュー〕
◆草木染め＆糸つむぎ体験教室
◆スピーチコンテスト＆交流会
◆女性部先進地視察
◆狼煙再現プロジェクトパネル展
◆新月マルシェ
◆配食サービス事業 ２月
◆中学3 年生へ合格祈願のお守り
◆スノーフェスタの中止
◆地域マネージャー通信
・福祉…いきかたノート
・防災…テレビ「d」ボタンで防災情報
・定住…空き家情報の再点検
◆ふるさと情報
・とんど祭り
・口和診療所の診療日時変更
・向泉：文化財防火訓練
・少年柔道教室が安芸津と交歓会
・郷土資料館で映画上映会
・庄原市民俗芸能大会
・広島県雪合戦大会
◆2 月の主な事業
◆おしらせ
・女性セミナー
・映画鑑賞会in 口和
・くちわのつどい
・子育てハーバリウム教室
・ひきこもりを理解する講座
・くちわ旧暦ひなまつり
◆3 月の行事カレンダー

◆口和データ◆
｜人 口｜1,9２６人（５４人減少）
｜世帯数｜７９２世帯（１３世帯減少）
令和２年1 月末日現在
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ

草木染め＆糸つむぎ体験教室
地元で農業体験や染色に取り組んでおられる「山糸おりもの工房」の
上田千絵さん（湯木）を講師に招き、草木染めと糸つむぎの体験教室を
開催しました。
草木染めは、玉ねぎとソヨゴ（という植
物）を原料に手ぬぐいを染めました。染料
が定着する待ち時間を利用して綿の糸つむ
ぎ体験もしていただきました。（1/25）

第１８回 日本語スピーチ
コンテスト＆交流会

女性部先進地視察

女性部活動の活性化と部員同士
の交流をはかるため『奥出雲教育
ネットワーク』（島根県奥出雲
町）で研修をしました。
子どもたちの「育ち」を他人任せ
でなく自分たちで作りだしたいと
いう熱い思いで活動されている宍
県北で日本語を学ぶ 5 か国（イ 戸容代さんのお話を聞いた後、意
ンドネシア・カンボジア・ベトナ 見交換をしたり地域のサロン「も
ム・中国・アメリカ）17 人の発表 りあげ亭」を見学しました。
年齢や活動内容は違っても「中
者が、自国の歴史や文化、日本で
驚いたこと等を発表されました。 山間を元気に楽しく暮らしたい。」
緊張で言葉がつまりながら一生 という思いや子育て経験等重なる
懸命話す方、ジョークで笑いを誘 部分があり、田舎暮らしならでは
う方、故郷の家族を思い出し涙ぐ の楽しみや悩みなど話題はつきる
む方と様々な発表があり、戦争や ことなく賑やかな研修会場となり
内乱で衰退したカンボジアを豊か ました。（2/2）
にしたいという夢を熱く語られた
サオ ウィチェカーさん（カンボ
ジア）が金賞を受賞されました。
会場は、アトラクション（口和中
ソーラン・戸山会神楽・けん玉）や
交流会もあり、家族的な雰囲気に
包まれていました。（1/18）
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配食サービス事業
市内 10 か所で狼煙を上げたプロジェクトの取
り組み内容をポスターにまとめ展示したパネル展
が庄原市役所ロビーでありました。
口和自治振興区は、大月自治会の協力をいただ
き黒岩城跡で上げた狼煙と、同日開催となった「走
ろう会・駅伝大会」の模様と共に紹介しました。
（1/27～2/2）

●今月のメニュー
・あさりの炊き込みご飯
・コーヒーゼリー
・南瓜のそぼろ煮
・マカロニサラダ
・ミートボールのケチャップソース煮
・野菜のかき揚げとさつま芋の天ぷら
・あざみ（山菜）の炒め煮
●利用者…31 人【湯木：8 人 永田：9 人 金田：
5 人 宮内：4 人 向泉：5 人】
（2/19 配食サービス部）

三上伸之さん（大月）が、自宅を改装して作られた多目
的スペース「フリースタイルハウス和げん」を使ったイベ
ント新月マルシェがスタートしました。
口和中学校を卒業する３年生１４人へ、高校受験の合
新月マルシェは、和暦新年の元日（１月２５日）に、オ 格を祈りヤマコウバシ（クスノキ科）の葉で作った「お
ープンイベントを行い、今後は、カフェコーナーや手工芸 守り」を贈りました。
品の販売コーナーを月一回、新月の日に開催される予定で
この葉は、冬に枯れても
す。（今後の予定…２月２４日 ３月２４日…）
落ちないため縁起物として好まれています。
皆さんのご活躍を、口和よりお祈りします。

１月 26 日に予定されていたス
ノーフェスタ in くちわは、残念
ながら雪不足のため、昨年に引き
続き中止となりました。

地域マネージャー通信欄
福
祉 庄原版終活ノート『いきかたノート』
事業担当
今、口和地域では、庄原版終活ノート「いきかたノート」の市の出前トークが盛んに開催さ
れています。この「いきかたノート」は、庄原市内の医師や看護師、介護・福祉職、自治振興
川 上 良 美 区職員や行政職員など様々な立場の人たちが集まり、
「人生の終盤を自分らしく生きてもらえ
るように」との想いを込めて作成されました。内容に繊細な事柄もあるため、出前トークを受
講しなければもらうことが出来ませんが、出前トークは５～６人集まれば申し込めます。みな
さんもぜひ、この「いきかたノート」をご活用ください。
防
災 『防災情報がテレビの「 d 」ボタンから入手できます』
パソコン等の使用環境がなくても、家庭のテレビで地元自治体が、発表する防災情報が確
事業担当
認できます。今月・来月と 2 回に分けて、テレビのデータ放送から、気象情報・雨量情報・水
福 田 豊 明 位情報等の防災情報の確認方法について発信します。
定
住 『空き家対策調整委員さんと空き家情報を再点検』
促進担当
今月は最近の空き家情報などを収集するため、各自治会の「空き家対策調整委員」から聞き
取り調査を行いました。委員さんからは、各自治会内の新たな空き家の情報に加えて空き家の
清 水 孝 清 状態や持ち主への連絡先などの情報提供がありました。今回も数件の庄原市空き家バンクへ
の登録検討をしている情報もありました。空き家に関する情報がありましたら各委員さん又
は自治振興区までお寄せください。
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ふるさと情報
映画上映会

宮内 1/12

向泉自治会は、「第６６回文化財防
火デー」に合わせ、消防署と合同で防
火訓練を多加意加美神社境内で行い
ました。
神社の本殿と獅子狛犬随身像が庄
原市重要文化財に指定されています。
６０人の参加者は、バケツリレーと
ジェットシューターによる消火訓練
等、子どもからお年寄りまで積極的に
取り組まれていました。
【内容】１１９番通報・消火訓練・炊
き出し訓練（豚汁）・消防署による防
火教室
（1/26）

本谷 1/12

成瀬由宇さん
（県立広島大学
３年生）が、口和
郷土資料館で映
画「グレイテス
ト・ショーマン」
の上映会を企画され、３６人の来
場者が大画面で映画を楽しみま
した。（2/10）

第 8 回庄原市民俗芸能大会
2 年に一度、市内の民俗芸能が
集う大会に口和から３団体（大月
三角山神社秋季楽舞・向泉の田
楽・常定神楽継承団体「戸山会」）
が出演されました。（2/16）

庄原市口和診療所の診療日
と診療時間が変更しました
【現 行】
●月～金曜日 9:00～12:30
15:00～18:00
●第 2,4 土曜日 9:00～12:30
【変更後】
●月～金曜日 13:30～15:30
※往診対応は可能
【問合せ】口和支所地域振興室
電話 87-2112

口和少年柔道教室が、長年交
流のある東広島市安芸津柔道ス
ポーツ少年団を口和に招いて、
交歓会を開催されました。
（2/8～2/9）

口和から、湯木ファイヤー（一
般の部 F リーグ準優勝）と口和少
年野球（ジュニアの部第３位）が
出場されました。
（2/1～2/2 会場：高野スポーツ
広場）

【２月の主な事業】
1日

そろばん教室

9日

人権啓発 DVD（金田）

19 日

配食サービス事業

2日

女性部先進地視察

10 日

さくらんぼカフェ

20 日

広報 124 号 発行

5日

図書館だより発行 第 34 号

14 日

男性いきいき講座

21 日

くちわらぼ（青年部研修会）

6日

三者連絡会議（市・社協・振興区） 15 日

土曜本の会

23 日

ソフトバレーボール大会

6日

女性部三役会

15 日

そろばん教室

24 日

新月マルシェ

8日

口和柔道教室冬季交歓会

16 日

休日開放図書館

26 日

三者連絡会議（市・社協・振興区）

9日

スピーチコンテスト＆交流会

18 日

ぬくもり会議
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（内容は、諸事情により変更する場合があります。
）

■ 女性セミナー「ヘスティア」 ■

■ 子育てハーバリウム教室 ■

〔日 時〕３月１日（日）１３：３０～１５：５０
〔会 場〕口和自治振興センター
〔内 容〕●ヤクルト健康教室 ●お楽しみコンサート【比和あづま太鼓】
●交流カフェ
〔入場料〕無料
〔連絡先〕口和自治振興区（女性部） ☎８７－２２１３

〔日 時〕３月９日（月）１０：００～１２：００
〔会 場〕口和老人福祉センター
〔内 容〕ハーバリウムの制作
〔参加費〕１．０００円程度（材料代）
〔連絡先〕口和子育て支援センター ☎ ８９－７０７０

■ 映画鑑賞会 in 口和 ■

〔日 時〕３月１２日（木）１３：３０～１５：００
〔会 場〕口和保健福祉センター
〔内 容〕テーマ：社会参加と就労支援（講師：斎藤圭子
さん 業務紹介：森末博雄さん）
〔連絡先〕市役所口和支所 ☎８７―２１１２

〔日 時〕３月６日（金）１９：００～２１：００
〔会 場〕口和自治振興センター
〔内 容〕
「めんたいぴりり」
〔入場料〕５００円（中学生以下無料）
〔連絡先〕口和自治振興区（生涯学習部） ☎８７－２２１３

■ ひきこもりを理解する講座 ■

■ くちわ旧暦ひなまつりの展示品募集 ■

■ くちわのつどい ■

〔展 示〕４月４日（土）～５日（日）
〔日 時〕３月７日（土）９：３０～１２：１５
〔会 場〕口和自治振興センター
〔会 場〕口和自治振興センター
〔内 容〕女性部が会場に展示するひな人形や作品をとり
〔内 容〕●講演会「災害時、わたしたちの地域のつながりは！？」
（講師：
まとまとめています。ご協力お願いいたします。
石井布紀子さん）●自治会発表（常定・大月）●活動発表（口和
・搬入…４／２（木）～４／３（金）
中学校）●活動報告（ぬくもり会議）●バザー
※搬入時間は調整します。
〔入場料〕無料
・搬出…４／５（日）１６：００～
〔連絡先〕社協口和地域センター ☎８９－２３２０
〔連絡先〕口和自治振興区（女性部）☎ ８７－２２１３

●［ ］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
女性セミナー

月
２

火
３

水
４

木

金

５
図書館だより35 号

６
映画鑑賞会in 口和

土
７
くちわのつどい
そろばん教室

８

[プラスチック類]

[燃えるごみ]

９
子育てハーバリウム

１０
さくらんぼカフェ

[その他紙類]
１１

教室
[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
老人部会

[新聞]
１８
配食サービス事業

[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

１２
１３
引きこもりを理解する 男性いきいき講座

１４
出前健康づくり教

講座

室（竹地谷）

[容器包装プラ紙パック]
１９
広報１２５号

[燃えるごみ]
２０

配食サービス部会

２２

[ビン・カン 有害]
２３

[燃えるごみ]
２４
新月マルシェ

役員会
[その他紙類]
２５

２１
土曜本の会
そろばん教室

[容器包装プラ紙パック]
２６

[燃えるごみ]
２７

２８
出前健康づくり教室
（金田）

[施設開放日]
２９
人権啓発DVD上映

[ペットボトル・古着]
３０

[燃えるごみ]
３１

[ダンボール]

（常定）
[燃えるごみ]
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[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

