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〔今回のメニュー〕

Since2010

ふるさと産品

◆ふるさと応援会
◆通常総会の書面決議
◆地域マネージャー通信
・福祉…新しい生活様式
・防災…避難所運営のコロナ対策
・定住…空き家バンクの新規登録
◆ふるさと情報
・こいのぼり（永田）
・ブッポウソウ
◆5 月の主な事業
◆口和あらかると♪
三上紀子さん「和顔愛語」
◆おしらせ
・口和自治振興センターの利用再開
・口和体育祭の中止
◆６月の行事カレンダー

『ふるさと応援会』

山口素堂
◆口和データ◆
｜人 口｜1,9２７人（３７人減少）
｜世帯数｜７９３世帯（８世帯減少）
令和２年4 月末日現在
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ

誰もが住み慣れた我が家で安心して暮らし続けられるために、高齢者
世帯等の見守り活動など、様々な活動を支援する「ふるさと応援会」が
10 年目を迎えました。
この取り組みは、ふるさとを離れて暮らす方に、
財源支援（１口 5,000 円）をいただき活動資金とし
て活用し、会員の皆様へは、お礼として地元産品や
広報誌を詰めた「ふるさと産品」を送ります。
昨年度は、12 名の方にご協力いただき、ぬくも
り会議くちわで作成された「防犯啓発チラシ（写真
右）」の印刷を行いました。
会員は随時募集しています。都会で暮らす同窓生やご親族へ「ふるさ
と応援会パンフレット」配布のご協力をお願いします！
（主催：口和自治振興区・庄原市社会福祉協議会口和地域センター）
【 これまで支援してきた活動 】
●安心安全カード
●くちわ“ちょこっと”便利帳
●ふれあい便りの会
●配食サービス事業
●防犯啓発チラシ
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『令和２年度口和自治振興区通常総会』 書面決議の結果報告
新型コロナウイルスによる感染拡大防止の
為、４月１９日（日）に予定していた令和２
年度口和自治振興区通常総会を書面決議で行
いました。
３６名の代議員の皆様に、前年度と新年度
の事業と予算・決算等全１３議案について書
面でご審議いただきました。

書面決議は、口和自治振興区として初めてのことで、
準備や協議で戸惑う場面が多く、議案の説明方法や手順
の周知に不安もありましたが、代議員の皆様のご協力を
いただき、全員の賛成をもって可決されました。
今年度計画された事業は、予定通り実施することが難
しい状況ですが、今後とも皆様のご理解・ご協力をお願
いいたします。
昨年度の主な事業
●創年大学講座
【第 1 号議案】令和元年度 口和自治振興区 事業報告
●里山暮らし体験 in くちわ
【第 2 号議案】令和元年度 口和自治振興区 普通会計 収支決算報告
●中止した事業
【第 3 号議案】口和自治振興区 地域振興基金 現在高の状況
口和体育祭、映画、くちわのつ
【第 4 号議案】令和元年度 庄原市生涯学習委託事業 事業報告
どい、女性セミナー第 2 回他
【第 5 号議案】令和元年度 庄原市生涯学習委託事業 特別会計 収支決算報告
【第 6 号議案】令和元年度 口和自治振興センター 指定管理 特別会計 収支決算報告
【第 7 号議案】令和元年度 庄原暮らしお試し体験施設「くちわの家」特別会計 収支決算報告
【第 8 号議案】令和２年度 口和自治振興区 事業計画
【第 9 号議案】令和２年度 口和自治振興区 普通会計 収支予算
【第 10 号議案】令和２年度 庄原市生涯学習委託事業 事業計画
【第 11 号議案】令和２年度 庄原市生涯学習委託事業 特別会計 収支予算
【第 12 号議案】令和２年度 口和自治振興センター 指定管理 特別会計 収支予算
【第 13 号議案】令和２年度 庄原暮らしお試し体験施設「くちわの家」特別会計 収支予算

地域マネージャー通信欄
福
祉
『新しい生活様式』
事 業 担 当
川 上 良 美
新型コロナウイルス対策での自粛生活、みなさまいかがお過ごしでしょうか。改め
て、これまでの何気ない生活がかけがえのないものだったことに気づかされますね。
感染防止のために提案された「新しい生活様式」。一人一人が心がけて、徐々に生活
の中に取り入れて行きましょう。
防
災
『新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営』
事 業 担 当
広島県では新型コロナウィルス特別措置法に基づく政府の緊急事態宣言の対象地域
福 田 豊 明 から外れたのを受けて、休業要請の大半が解除になりましたが、第 2 波、第 3 波に備
えて気を緩められない日々です。このような状況の中、災害が発生した時の避難に関
して戸惑いがあると思います。
そこで、口和自治振興区では、新型コロナウィルス感染症に対応した避難所運営マ
ニュアルについて検討を進めてきました。現在、市役所口和支所に対し、自治振興区
でまとめた内容を、市の方針とあわせて検討していただくようにしています。
梅雨も近づく今日このごろ、今月は、日本の上空の 4 つの気団の特徴と天気に与え
る影響について発信します。
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定
住
『空き家バンクの新規登録』
促 進 担 当
先月は、空き家バンクの登録手続きを一軒進めました。コロナウイルスの影響でいま
松 本 晋 太 すぐ売ったり貸したりは難しいかもしれませんが、いまのうちに気になる土地建物の登
記のこと、売るため貸すために必要なこと、などなど……気になることがあったら、ご
相談ください。

ふるさと情報
渡り鳥「プッボウソウ」
今年も口南郵便局横にある「永田いきいき広場」で
口和地域の各所で、ブッポウソウの姿を見か
12 匹のこいのぼりが青空を気持ちよく泳いでいます。 ける季節になりました。

【５月の主な事業】
７日
11 日
12 日
13 日
14 日
1７日

三役会
20 日 広報 128 号・防災だより１６号 発行
三者連絡会議（市・社協・振興区）
2３日 土曜本の会 （中止）
ふるさと応援会の産品発送
26 日 役員会
配食サービス事業 （中止）
27 日 配食サービス部会
庄原市自治振興区連合会・理事会
２７日 配食サービス事業 （中止）
休日開放図書館 （中止）
（中止）…新型コロナウイルス感染拡大の防止のため中止
日々の生活で感じていることや出来事にまつわる随筆を紹介し
ます。原稿は随時募集しています。是非ご応募ください♪
（200～300 字程度／謝礼はありません。）

『和顔愛語（わげんあいご）』

三上紀子（大月）さん

多くのご縁をいただき、今年 1 月から月に一
回、自宅の一部を開放して「和げん 新月マル
シェ」を開いています。和暦の毎月 1 日にあた
る新月の日にお買い物やご休憩、ワークショッ
プ体験等ができる集いの場です。「和やかな笑
顔と優しい言葉かけ（和顔愛語）」がモットー！
おかげさまで、参加者の皆様からもたくさんの
笑顔をいただいています。
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今はゆっくりしていただくことができない
世界の状況ですが、
会員みんな希望を持って今
できることを続けています。6 月からは町内を
移動する
「お出かけ 満月マルシェ」
も企画中。
お近くに伺ったときはのぞいてみてください。
素敵な笑顔に会えますように！！
（口和「新月マルシェの会」事務局
フリースタイルＨｏｕｓｅ和げん）
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口和自治振興センターと口和図書館の利用再開
新型コロナウイルス感染症対策本部会議で施設利用に関する方針が示され、５月２０日（水）から一
定の条件の下で施設利用が再開します。感染拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
●発熱、咳等の症状がある人は参加を控えてください。
●マスクの着用や咳エチケットにご協力ください。
●手指の消毒にご協力をお願いします。
●当面の間、県外からのご利用はご遠慮をお願いしております。
●当面の間、２０名以上の団体でのご利用はご遠慮をお願いしております。また、１９名以下で
あっても、混雑している場合など、やむを得ず、ご入場を制限する場合があります。
●施設をご利用の間は、他の利用者との接触を避けていただき、他の利用者との間隔を２ｍ程度と
るようにご協力ください。
●３密（密室、密接、密閉）を避けるため、定期的な換気、参加者等の相互接触や対面などの近接
した距離での会話等の機会を減らして、大声での発声、歌唱や声援等を控えてください。

口和体育祭の中止
新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度の口和体育祭は中止します。

●［ ］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

月
１

火
２

水
３

木
４

金
５

土
６

三者連絡会議
[プラスチック類]

[燃えるごみ]

[その他紙類]

７

８

９

１０

１４

[燃えないごみ]
１５

[燃えるごみ]
１６

[ビン・カン 有害]
２２

[燃えるごみ]
２３

[ペットボトル・古着]
２９

[燃えるごみ]
３０

[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

１１

１２

１３

１７

[容器包装プラ紙パック]
１８

[燃えるごみ]
１９
広報128 号

２０

[その他紙類]
２４

[容器包装プラ紙パック]
２５

[新聞]

防災だより１７号
[施設開放日]
２１
休日開放図書館

２８

[施設開放日]

[ダンボール]

[燃えるごみ]
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[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]
２６

[燃えるごみ]

２７

