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【クイズ】
金尾原スキー場は
何年にできたでしょうか？
（答えは 4 面）
〔今回のメニュー〕
◆配食サービス事業メッセージカード
◆くちわの家を見学
◆ペットボトルキャップの回収
◆モーモータクシー
◆地域マネージャー通信
・福祉…体を動かしていますか？
・防災…こんな時の相談先について
・定住…時間を有効活用を！
◆会議速報…空き家対策調整委員会議
老人部
◆２月の主な行事
◆おしらせ
・配食サービス部員の募集
・口和自治振興区の通常総会
◆3 月の行事カレンダー
◆ゴミの出し方ミニガイド（農機具）
◆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。

『配食サービス事業に小学生のメッセージカード』
写真は、口北小学校の３、４年生の児童たちが、配食サービス事業のた
めに作ってくれたイラスト付きのメッセージカードです。
この取り組みも今年で６回目を迎え、２５名の利用者だけでなく調理ス
タッフや配達スタッフにも「励みになるね💛」と大好評。
「がんばれ口和！」「お体に気を付けてください」「元気いっぱいがん
ばろう！」などなど、心温まる言葉が並んだメッセージカードを添えてお
弁当をお届けしました。
『配食サービス事業』高齢者の見守りを目的とした弁当配達事業。

口和地域データ
｜人 口｜1,910 人（－16）
｜世帯数｜７89 世帯（－3）
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｜ 3 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♪

『小学生がくちわの家を見学』
山内小学校の児童が、移住体験ができる宿泊施
設〝くちわの家〟を見学しました。山内小学校で
は、総合的な学習の授業で、増加する空き家を活
用して過疎化や人口減少問題を調べ課題解決につ
いて考える学習活動を積極的に行っておられます。
くちわの家の運営方法やこれまで開催した移住定住促進イベントについ
てお話しすると、児童から「これからの口和はどうなってほしいです
か？」というスルドイ質問もあり、私達の活動を振り返る機会にもなりま
した。（１月２０日）
●口和自治振興区公式WEB ページ「くちわっぷ」 https://kuchiwajichi.jp
●庄原暮らしお試し体験施設「くちわの家」 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/.../post_1076.html
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『モーモータクシー』の利用啓発
口和地域にお住いの方が定額料金で自宅から目的地
まで移動できる「モーモータクシー」の運行日が１月
からどの地域も毎日利用できるようになりました。
（運休日：土曜日・日曜日）
「ぬくもり会議くちわ」では、より多くの方に利用
してもらうためチラシを作成し、各戸配布しました。
上手に利用して、わが家での暮らしの安全を保って
いきましょう。

口和地区公衆衛生推進会と取り組んでいる美ク
リーン運動では、道ばたのゴミとペットボトルキ
ャップを回収しています。集めたぺットボトルキ
ャップは「認定 NPO 法人世界のこどもにワクチ
ンを」に寄付しています。
今年は９１．１㎏（９１１円分）のペットボト
ルキャプが集まり、４５人分のポリオワクチンに
かえて開発途上国に子どもたちに届けていただき
ました。
ご協力ありがとうございました。今後ともよろ
しくお願いいたします。

●おねがい●
汚れたペットボトルキャップは、受け取って
もらえません。
汚れを落とし、乾かして搬入してください。

地域マネージャー通信欄
川 上 良 美 『体を動かしていますか？』
（福祉事業担当）
早春の息吹が感じられるようになりました。ぼつぼつと田んぼや畑の作業が始まりま
すね。冬期は家の中での生活が多かったと思います。
これからの農作業や畑仕事に備えて、身体を徐々に鳴らして行きましょう。テレビ体操
やラジオ体操、ウォーキンングなど自分に合った方法を見つけて、続けることが大切で
す。
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福 田 豊 明 『こんな時の相談先について』
コロナの新規感染者数は、1 月中旬以降減少傾向になっているようですが、重症者
（防災事業担当）
数、死亡者数は引き続き高い水準にあるようです。
風邪やインフルエンザ対策と同様に一人一人が咳エチケットや手洗いなどの実施が重
要です。感染症対策に努めましょう。
今月は、災害で被災し生活に必要な大事な書類等を紛失した場合の相談先、そしてコ
ロナ禍の中、「風邪かな」と感じたときの相談先について紹介します。
松 本 晋 太 『こんなときだからこそ時間を有効活用！』
（定住促進担当）
コロナが収束しないなか、旅行や遠出の機会も減っています。そんなときだからこそ時
間を有効活用して、休日に普段気になっていても手を付けられていないことをされては
いかがでしょうか。例えば、土地・建物の権利関係の確認です。
登記済み権利証（最近は「登記識別情報通知」という緑色の紙になっています）や、相
続の状況などを確認して、亡くなられた方の名義になっている場合は、早めに相続をして
おきましょう。年月が経って、世代がかわると手続きに時間・手間・費用がかかって大変
です。ご相談いただければ、司法書士など専門家もご紹介いたします。

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た各種会議の主なあれこれを抜粋してお伝えします。
【空き家対策調整委員会議】
【老人部】 ２/1６（火）
●令和２年度の老人部活
２/１５（月）・17（水）・19（金）
●３班に分かれ、今年度の振り返り
と来年度活動の計画について意

コロナ禍で大変だったが、限定的でもできる事に取り組むことができた
●令和３年度の老人部活動

見交換しました。

６５才からの若手層が参加しやすい部会名や取り組みについて検討していく
●新型コロナウイルスワクチンの接種開始について口和支所より情報提供

【２月の主な行事】
5日
6日
9日
10 日
12 日

図書館だより 44 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
新月マルシェ

15 日
16 日
17 日
19 日
19 日

空き家対策調整委員会議➊
老人部会
空き家対策調整委員会議❷
空き家対策調整委員会議➌
広報 137 号 発行

19 日
20 日
20 日
21 日
24 日

防災だより 24 号 発行
そろばん教室
土曜本の会
休日開放図書館
配食サービス事業

「配食サービス事業」調理スタッフの募集

通常総会

調理困難な高齢者等を対象とした配食サービス事業で弁当調理をする配食
サービス部員を募集します。申し込みやご不明な点があれば３月２４日（水）
までに口和自治振興区（８７－２２１３）までご連絡ください。
任 期 ２年（令和３年４月～令和５年３月）
調理日 月２回（第２水曜日、第４水曜日）９：００～１５：００頃
調理日は当番制で、日程は配食サービス部会で協議します。

令和 3 年度の口和自治振興区
通常総会を行います。
日 程 ４月１８日（日）
※時間は未定です
会 場 口和自治振興センター
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●［ ］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

火

１

２

[プラスチック類]
７

８

１４

１５
さくらんぼカフェ

[施設開放日]

３

[燃えるごみ]
９

[燃えないごみ]

[燃えるごみ]
１６

[ビン・カン 有害]

２１
休日開放図書館

２２

２８

２９

[燃えるごみ]
２３

[ペットボトル・古着]

水

[燃えるごみ]
３０

木
４

[その他紙類]

[容器包装プラ紙パック]

１７

１８

[その他紙類]

[ダンボール]
３１

５
図書館だより45号

[容器包装プラ紙パック]

１０
配食サービス事業
配食サービス部会
[新聞]

２４
配食サービス事業

金

１１
三者連絡会議

[容器包装プラ紙パック]
２５

土
６
そろばん教室

[燃えるごみ]
１２

１３
土曜本の会
新月マルシェ

[燃えるごみ]
１９
広報138 号
防災だより2５号
[燃えるごみ]

２０
そろばん教室

２６

２７

[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

●各部会…２月下旬～３月下旬
●役員会…3 月下旬

[施設開放日]

※日程調整後、随時ご案内します。

[燃えるごみ]

ゴミの出し方
ミニガイド

農業用機材、資材は庄原市で処理できません
●耕運機、田植え機、コンバイン、ビニールハウス、

『農業用のゴミ』
庄原市ごみの分け方ガイド
（保存版）から抜粋

マルチ、苗箱、畔波（あぜなみ）等
●農協または販売店・メーカー・処理業者へ問い合わせて処分しましょう

【クイズの答え】１９３３年（昭和８年）
大正４年に芸備線が三次まで開通した影響から、今から約９０年前の昭和８年に、県内ではいち早く宮内
の金尾原にスキー場が開設されました。当時は、近隣に大きなスキー場が少なく、第 1 回近県スキー大会は、
金尾原スキー場で１９３５年（昭和１０年）に開催されています。戦中、戦後しばらく閉鎖されていました
が、昭和３０年代に入り、地元スキー協会によって再開されました。
地元の民宿や旅館には、三次駅からバスで移動してくる泊りがけのスキーヤーがたくさん訪れたり、地元
小学校のスキー教室なども開催され大変な賑わいだったそうです。
第 1 回近県スキー大会

初代ビュッテ

昭和 40 年代

〔出典〕 「空から見たふるさと口和」１９８９年 口和町
「ひろしまのスキー６０年」１９９４年 広島県スキー連盟

「ふるさとの川と桃源郷」2001 年 菁文社
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