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【クイズ】
口和町内には
和牛のイラスト看板が
何ケ所ありますか？
（答えは 4 面）
〔今回のメニュー〕
◆空き家有効活用研修会
◆動画芸能祭
◆２０２０口和走ろう会
◆秋の火災予防運動
◆創年大学講座
◆しめ縄作り
◆地域マネージャー通信
・福祉…押し絵の壁飾り
・防災…被災したときの金融上の措置
視察受け入れ（八鉾）
・定住…新しい生活スタイル
◆12 月の主な行事
◆口和あらかると 石田礼子さん
◆おしらせ
・口和自治振興センターの休館日
◆１月の行事カレンダー
◆ゴミの出し方ミニガイド
・リサイクルプラザ
◆クイズの答え
本紙では紙面の都合上『新型コロナ
ウイルス感染症』を『コロナ』と表
記しています。

口和地域データ
｜人 口｜1,911 人（－25）
｜世帯数｜７90 世帯（－6）
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ
｜空き家バンク登録｜ 4 軒（±0）
｜人材バンク登録｜ ５7 人（±0）
増減：前月比

ホームページ

インスタグラム

フェースブック

フォローをお願いします♪

『空き家有効活用研修会』

研修会メモ

山内自治振興区の地域マネージャーとして山内 ★空き家の家主と移住希望
定住促進プロジェクトに取り組んでおられる藤田 者が一緒に家を片付けた
典久さんと寺西玉実さんのお話を聞きました。お二 ★不用品は振興区主催のリ
人は「移住希望の方に空き家を使ってもらいたいけ サイクルマーケットで販
ど片づけられない！」という声から昨年「てごぉし 売、配布
隊」を結成。小学生から大学生や地域の方など約 80 ★移住希望者と住民が一緒
名の会員が、空き家の片付けから移住された方のお に活動することで地域に
世話、移住希望者への魅力発信等幅広く活動されて 早くなじんでいただけた
います。この活動をとおして 6 家族が山内へ移住 ★片付けに参加した小学生
され、他にも小学校での総合学習で空き家増加の問 が移住者へ地元の歴史を
題を考えたり、自然体験活動の実施など新しい取り 紹介
★地域の人が当たり前のこ
組みも生まれています。
とが移住者には珍しい
参加者は「地域が一体となった活動に感動し
★地元の魅力発信のため役
た。」「口和でも参考にしていきたい」と話さ
員がフェースブック研修
れていました。
（主催：口和自治振興区 会場：口和自治振興センター 11 月 20 日）

『動画芸能祭』
11 月に予定されていた「芸能祭」はコロナ対策のた
め、各団体のステージ発表を映像で記録し視聴しても
らう「動画芸能祭」となり 9 団体の撮影が終了しまし
た。視聴の準備ができれば本紙でもご案内いたしま
す。（主催：庄原市文化協会口和支部）
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第４回『創年大学講座』
今年の「走ろう会・駅伝大会」はコ
今年度の最終回となる今回は、「お楽しみ講座」
ロナ対策のため駅伝大会を中止し、 と、「閉校式」を行いました。
走ろう会を口和総合運動公園で開催
「お楽しみ講
免大貴
しました。開会式・閉会式の中止、コ
座」では、綾小路き
疫変方
力
が
な
ースが一般道を走らないなど例年と
みまろに扮した
ア時笑
違いますが、ランナーの走りが最初
“せらの公路あや
ッ代え
プじば
から最後まで一望でき見ごたえのあ
まろう”さん（世羅
しゃ周
ま
がり
る大会となりました。
町）によるお笑い
し、も
★小学生の部 【低学年男子】❶福本知磨❷松本大知❸細田悠
トークショーで
ょみ笑
う
ん
吏❹本山拓弥❺若林空弥❻福原可惟【低学年女子】❶松永埜❷
す。
「元気な心の特
でな顔
♪
‼で
前田結愛【高学年男子】❶小滝元翔❷松永纏❸福本悠杜❹岩瀧
効薬」と題してお
笑
巧❺松澤信之❻本山流弥【高学年女子】❶藤岡月心❷日野光咲
話ししていただき
ぉ
て
❸八谷紫乃❹日野唯花❺三田拓美❻西本雪希
ました。
★一般の部 【町内男性】❶福原正隆❷石田浩祐❸川上市路❹
「閉校式」では、83 名の受講生に卒業証書と記念
田端蒼司❺深井理志❻長谷晏希❼熊谷治➑木原潔【町内女性】 アルバムを贈りました。
❶森永葉月❷森永彩水❸石田礼子❹藤岡瑠美【町外男性】❶平 （主催：口和自治振興区老人部 会場：口和自治振
田圭❷森信智基❸森永博明❹木津田智❺荒木篤美❻高岡弘志 興センター 12 月 10 日）
（主催：庄原市体育協会口和支部 共催：口和自治
振興区 11 月 23 日）

11 月下旬に庄原市消防団口和方
面隊が分団ごとに火災予防を呼び
掛ける防火パレードや防火訓練、防
火施設の点検を実施しました。
今年は、備北地区消防組合が市内の各消防団と一緒
に火災予防を呼び掛け高齢者世帯を戸別訪問されて
います。
空気が乾燥し火災が起きやすい季節となりました。
火災報知機の確認など火災予防につとめましょう。

サロン喜楽塾のメンバーと子育て支援センターに
よるしめ縄づくりは今年で 4 年目を迎えます。初年
度から参加し手慣れた手つきでワラを編む子育てマ
マや「左なわが難しい‥。」とあずる方など様々で
した。（会場：口和保健福祉センター 12 月 17 日）
※左なわ…左よりに編んだ縄。祭事で多用されます。

『その火事を 防ぐあなたに 金メダル』
防火標語（2020 年度全国統一防火標語）

地域マネージャー通信欄
福 祉事業 担当 『押し絵の壁飾り』

川 上 良 美

永田ふれあい自治会、向泉自治会のデイホームでは、
来年の干支である丑の押し絵の壁飾りを作りました。
コロナに揺れたこの１年ですが来年こそはよい方向に向かうよう、
またみんなが元気で１年を重ねて行けるよう願いながら作成しました。
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防 災事業 担当 『被災して預金通帳やキャッシュカードを紛失した時どうする？』

福 田 豊 明

2020 年台風の発生数は、平年と比較して少なくはありませんでしたが、12 年ぶりに
日本に上陸した台風はありませんでした。今月は、もし被災して預金通帳やキャッシュ
カードを紛失した場合の預金の引き出しについて発信します。
本年も防災活動にご理解、ご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。2021 年
はコロナ騒動が収束し日本中が普通の生活を取り戻せるよう祈念致します。
『視察受け入れ』八鉾自治振興区が訪問
これから防災に取り組む八鉾自治振興区が口和自治振興区を訪問され、
防災マップの作り方や自主防災組織について情報交換しました。

定 住促進 担当 『新しい生活スタイル』

松 本 晋 太

コロナの第二波、第三波が来ています。緊急事態宣言解除後には、集合住宅からの住み
替え需要等で、広島市周辺で一戸建て用の土地が急に売れ始めたそうです。その一方で、
庄原市には初めてのサテライトオフィスが決まりました。それも複数です。移住となると
ハードルが高いですが、コロナの影響による仕事のスタイルの変化の波のほうが、先に田
舎まで到達しているように思えます。

【1２月の主な行事】
4日
5日
8日
9日
10 日
11 日

図書館だより 4２号 発行
そろばん教室
三者連絡会議（市・社協・振興区）
配食サービス事業
創年大学講座 第 4 回
庄原市自治振興区連合会理事会

12 日
14 日
15 日
17 日
17 日
19 日

土曜本の会（クリスマス会）
三役会議 第 6 回
新月マルシェ
ぬくもり会議
視察受け入れ（八鉾）
そろばん教室

20 日
21 日
21 日
22 日
22 日
23 日

休日開放図書館
広報 13５号 発行
防災だより 2２号 発行
さくらんぼカフェ
健康寿命向上セミナー
配食サービス事業

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。）

『口和走ろう会・駅伝大会』 石田礼子さん（永田）
23 年前、私が口和に嫁いできた時も、口和町で
は、毎年 11 月 23 日勤労感謝の日は、「口和走ろう
会・駅伝大会」が行われていました。私は、学生時代
から、走るのが好きだったので「私もいつか出てみた
いな」と、思ったのを覚えています。子どもが生まれ、
小学生になった頃から、応援や PTA チームのメンバ
ーとして参加するようになり、我が家では、秋の大き
な行事の一つになっています。
「口和走ろう会・駅伝大会」があるのは、当たり前
のことのように思っていたのですが、だんだんすごい
ことなんだということが、わかってきました。それは、小
さな町でマラソン大会を開催している地域は、庄原市
の他の地域ではみられないということ。そして大会を
主催・運営してくださっている口和体育協会の方達
や、多くのボランティアスタッフの方達がいてくださる

から、私達が大会で走れるということ。また、期末テス
ト前にも関わらず、朝早くから参加してくれている中
高生や、町内外から多くの参加者がいてくれるという
こと。多くの人達の力が集まって、長年続いてきた大
会だということに気付きました。
そして、今年はコロナの影響で、各地のマラソン大会
が中止・延期される中、「口和走ろう会」は、感染予防
を考えられ、形を変えて開催されました。今年の状況
の中で、開催するという決断をされるのは、とても勇
気のいることだったと思います。当日は、小学生も含
め 100 人近い選手の参加があり、私も、大会で元気
に走れる幸せと、スタッフの皆様への感謝の気持ちを
胸に走らせてもらいました。
これからも「口和走ろう会・駅伝大会」が、毎年開
催されることを願っています。

※第 1 回 「口和走ろう会・駅伝大会」は、昭和５７年（１９８２年）に開催されました。
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口和自治振興センターの休館日
●休館日
１２月２９日（火）～
１月 ４日（月）

日

●連絡先 お急ぎの方はご連絡ください。
事務局長 山田 耕 司 ０８０－６３１８－９４２７
事務局員 福田 三代子 ０９０－２２９２－３７１４

月

３

４

１０

１１

火

[プラスチック類]

[施設開放日]
１７
休日開放図書館

６

１２

１３
配食サービス事業

２５

[施設開放日]

[燃えるごみ]
２６

[ペットボトル・古着]

７
[その他紙類]

[燃えるごみ]
１９

[ビン・カン 有害]
２４

水

５
図書館だより43号
[燃えるごみ]

[燃えないごみ]
１８
さくらんぼカフェ

●［ ］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。
木
金
土

[燃えるごみ]

[容器包装プラ紙パック]
１４
三者連絡会議

[新聞]

[容器包装プラ紙パック]

１

２

８

９

[燃えるごみ]
１５
役員会

１６
土曜本の会
そろばん教室

[燃えるごみ]

２０
広報136 号
防災だより23 号
[その他紙類]

２１
視察受け入れ
（山内小学校）
[容器包装プラ紙パック]

２２

２３

２７

２８

２９

配食サービス事業
[ダンボール]

[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

[燃えるごみ]
３０
そろばん教室

３１

ゴミの
出し方
ミニガイド

リサイクル
プラザ

ごみの種類 … 燃えるゴミ以外のゴミ
受 入 日 … 月曜日～金曜日(祝日を除く)および第 2、第 4 日曜日
9 時～１２時／１３時～15 時 ※年始年末は休み
住
所 … 庄原市是松町 20-25
電
話 … 0824-72-1398

【クイズの答え】 和牛のイラスト看板を口和町内で９ケ所確認しました。（事務局調べ）

９ケ所

「他にもあるよ。」「発見したよ。」という方がおられれば、
口和自治振興区までご一報ください！

大月：モーモー物産館

大月：君田町境

大月：大佐古

本谷：松江道

永田：元恒

永田：濁川町境

金田：君田町境

金田：松江道

＝4＝

