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口和自治振興区

【口和クイズ】
口和地域内に設置されたゴミ集積所の数は？
（答えは６面）
〔今回のメニュー〕
◆秋の美クリーン運動
◆創年大学講座
◆熊・猪の遭遇映像
◆口和グラウンドゴルフ大会
◆宮内はしか落としグラウンドゴルフ大会
◆休耕田のコスモス（金田）
◆口和中学校体育祭
◆常定の小水力発電所
◆給食用野菜集荷
◆口和斎場の撤去
◆地域マネージャー通信
◆会議速報
◆10 月の主な行事
◆おしらせ
・創年大学講座 第 2 回第 3 回
・市民と語る会（口和地域）
・芸能祭
・草木染め体験教室
・人権啓発推進 DVD の貸し出し
◆１１月の行事カレンダー
◆ゴミ出し方ガイド：スプレー缶
◆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｜１，８７１人 （－４４）
｜世帯数｜７７２世帯 （－1６）
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ

〒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
メール kuchiwajichi@gmail.com
電 話 0824-87-2213
FAX
0824-87-2135
W E B https://kuchiwajichi.jp

ゴミは減少➘ ペットボトルキャップは増加↗
『秋の美クリーン運動』 １０／３（日）
道ばたのゴミは減少傾向にありますが、世界の子供た
ちにワクチンを届けるために集めているペットボトルキ 今回集まったゴミ
ャップの収集は増えています。みどり園保育所の園児た
燃えるゴミ
６０㎏
ちもたくさんのペットボトルキャップを届けてくれまし
燃えないゴミ
た。ご協力ありがとうございました。
９０㎏
（主催：口和地区公衆衛生推進会 口和自治振興区）

電話でお金の話が
『創年大学講座 第１回』 １０／８（金）
出れば詐欺です
第１部の防犯教室では、行田邦保さん（庄原警察口
和駐在所・写真右）に特殊詐欺の被害状況や手口につ
いて解説していただきました。「自分だけは詐欺にひ
っかからない」と思い込まず怪しい電話がかかってき
た時は落ち着いて家族や友人など身近な人や警察に相談することが大
切だそうです。第２部の講演会では、中嶋周一さん（三次法務局・遺言
書保管官）に相続と遺言についてお話ししていただきました。（主催：
口和自治振興区老人部 参加者：５０名）

ドライブレコーダーに口和の夜道を走り去る熊と猪の映像が
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♪

記録されました。この映像は口和自治振興区のユーチューブチャンネルで見
ることができます。夜道は動物の飛び出しにも気を配り運転しましょう。
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口和総合運動公園でスポーツの秋！

常定の小水力発電所でテレビ取材

『第３０回口和グラウンドゴルフ大会（兼）第１６回庄
原市民健康つくりグラウンドゴルフ大会予選会』
１０／７（木）

ＢＳ朝日が常定を
訪れ、地域の方に小
水力発電所が建設ら
れた当時の様子につ
いて取材をされまし
た。萩川の流れを利
用したこの発電所は
口和町農協（現在の庄原農協）が常定の橋堅地域に
建設し、昭和３７年から運用しています。
当時の中国地方では農村地域の発展を目指し約
９０ヶ所に小水力発電所が作られたそうです。

●団体成績…➊ＴＨＥ常定➋元恒・中郷➌金田
●個人ベストスコアー賞…宮野克巳（宮内）
●参加…１０チーム

（主催：庄原市スポーツ協会口和支部）
『宮内はしか落としグラウンドゴルフ大会』１０／１７（日）
●男性の部…➊小笠原圭二➋宮野清志➌宮野克巳
●女性の部…➊井上美恵子➋小笠原キクエ❸大平加代子
●参加…３０人

（主催：宮内自治会）

出典「織田史郎による中国地方の水力発電の概要」2021 年

放送 ＢＳ朝日 １１月１３日（土）１８：００

地域の休耕田にコスモス満開♪
本紙８月号で金田自治会の女性部と地域振興部が
休耕田に植栽されたことをご紹介しました。
今月に入り金田集会所横の休耕田に植えられたコ
スモスが見事満開となり、沿線を通る方々を楽しま
せています。

旬の地元野菜を子供たちへ
『野菜集荷』 １０／５（火）
保護者や地域の方々の協力で共同調理場に持ち込
まれた多くの自家製野菜は、学校給食に提供され、
児童や生徒たちは栄養満点な給食をいただきまし
た。（主催 庄原市 PTA 連合会口和支部）
●集まった野菜…１１種類 ２０３.５㎏
かぼちゃ たまねぎ じゃがいも ピーマン きゅうり
なす さつまいも にがうり とうがん いんげん

「みんなが出せる野菜を出し合って給食の足し
にしては」という保護者の声がきっかけで約４０
年前に始まった野菜集荷について設立の経緯を確
認できる資料を探しています。ご存じの方は口和
自治振興区までお知らせください。

口和斎場の撤去
『口和中学校体育祭』 １０／２（日）
コロナの影響で２度の延
〔主な種目〕
期となり、去年に続き午前
準備体操
だけの開催や競技種目の変
集団行動
更など制限がある中ではあ
徒競走
りましたが、晴れ渡るさわ
選抜リレー
やかな晴天の元、生徒達は
向泉田楽
口和中ソーラン
先生方や地域の方々に見守
個人・保護者競技 など
られながら力いっぱい競技
や演技に取り組みました。

大切な人との最期のお別れを見届け続けた口和
の斎場が役目を終え静かに幕を閉じました。

【口和町中央火葬場】
昭和４６年度建設
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【庄原市口和斎場】
平成２年度建設
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地域マネージャー通信欄
松 本 晋 太
（定住促進担当）

空き家関連補助金シリーズ❹ 『定住推進奨励金』
移住定住関係の補助金シリーズ。最後は、移住して来られる方への定住推進奨励金です。
移住先の家を新築する、空き家を購入し改修する、といった場合に受けられます。
また、中学生以下の子どもさんがいる場合はその人数に応じた加算もあります。
現在、ほとんどの自治体が同じような補助を行っていて、金額の多寡はありますが、補
助の状況はほぼ横一線なので、この補助金が移住の決め手になるというのは難しいところ
です。やはり、まずは地域が魅力的であることが大切なのかなと思います。
【概要】
【対象者】
【対象事業】
定住するために 10 年以上の定住の意思 新築住宅取得
住宅の取得等を をもって転入し、令和３年 中古住宅取得
行った転入者に 4 月 1 日以後に住宅の
（経費が 40 万円以上のもの。2 親等以内
奨励金を交付
取得又は改修を完了した の者が所有する物件を除く。）
転入定住者
住宅改修
【補助金額等】
新築住宅取得
80 万円
奨励金の額
※中古住宅取得奨励金と住宅 中古住宅取得
40 万円
改修奨励金は併用可能。
住宅改修
40 万円
1人
5 万円
申請者本人以外の家族
2 人以上
10 万円
加
算
5 万円
転入時に中学校修了前の 1 人
同居の子
2 人以上
10 万円
例）家族 5 人（父・母・小学生の子が 3 人）で 40 万円以上の中古住宅を取得し 40 万円以
上の改修を行った場合
●中古住宅取得…40 万円 ●住宅改修…40 万円
●本人以外の家族加算…4 人なので 2 人以上で 10 万円
●子ども加算…中学校修了前が 3 人なので 2 人以上で 10 万円 合計＝100 万円
この他にも条件がありますので、詳細は企画振興部自治定住課（0824-73-1257）または口
和支所にお問い合わせください。

積 山 道 弘
（定住促進担当）

『田舎暮らしのニーズが増えています。』
最近庄原市全体では、「田舎暮らしがしたい」と、他県からの問い合わせがかなりあるそ
うです。コロナ禍で田舎暮らしの要望が増えているのかもしれません。
口和では、10 月に入り一組の方を、空き家バンク登録物件を市の担当職員の方とご案内し
ましたが、インターネットの庄原市空き家バンクの画面ではご自分の家さがしのイメージと
実際生で見る現地ではイメージが違うようです。その方は、畑が付いて、隣と少し距離のあ
るような場所が希望とのこと。せっかく他県からわざわざ遠くまで来られるので、ご案内す
る前にしっかりと先方の思いを伺い、それに見合う物件をご紹介する必要があると感じまし
た。
そこで、いつも同じお願いになりますが、田舎暮らしのニーズはありますので空き家の活
用について情報ありましたら、お気軽にご相談ください。
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『土壌雨量指数と土砂災害警戒情報』
土壌雨量指数とは、降った雨による土砂災害の危険度を把握するための指標です。土壌
雨量指数そのものは相対的な土砂災害の危険度を示した指標ですが、土壌雨量指数を大雨
警報等の判断基準と比較することで、土砂災害の発生危険度を判断することができます。
気象庁では、大雨による災害危険度を５段階に色分けし地図上に表示する危険度分布( 愛
称 「キキクル」)を公表しています。
災害発生の危険度を察知し、安全なうちに避難するために、危険度分布「キキクル」の
情報をお役立てください。

川 上 良 美
（福祉事業担当）

『頭の体操クイズ』
頭の体操、第２弾です。計算をすると頭の血流がよくなりますよ。四則計算の計算式の
抜けている（ ）のところに入る数字を考えてください。答えは６面です。
【ヒント】×と÷は先に計算します。
① （ ）＋８＋６＝１９
⑤ ４－２＋（ ）＝１０
⑨ ６＋（ ）－４－５＝３
② ９－（ ）＋３＝１０
⑥ ９＋８－（ ）－３＝８
⑩ ３×（ ）－３＝３
③ ４＋５＋（ ）＝１５
⑦ ８－（ ）＋２＋９＝１５
⑪ （ ）÷２＋３＝７
④ ６－（ ）＋７＝１１
⑧ （ ）＋３－７＋６＝７
⑫ （ ）×３＋５＝１７

会議速報

「どんなこと話しょうるん？」
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。

【口和地区自主防災協議会】 10／15（金）

【老人部会】 10／19（火）

●防災マップ
平成 26 年度に作成したマップについて自治会毎
に点検、編集を行い、令和 4 年度の配布を目指す
●災害時の連絡体制整備
緊急事態での各自治会の動きや状況に応じて本組
織での情報共有の在り方や、平時での具体的な取
り組みについて検討していく
●ライングループの登録アンケートと災害時自治
会活動調査の結果報告

●創年大学講座
・第 1 回…10/8（金） 多くの方に参加していただいた
詳細は、本紙 1 面で紹介しています
・第 2 回…11/11（木）
詳細は、本紙 5 面をご覧ください
・第 3 回…１２月上旬 「お楽しみ講座」大道芸
詳細が決まり次第、ご案内します
●庄原市老連グラウンドゴルフ大会…10/26（火）
●単位老人クラブ配分金…10/14（木）口座へ振込

【１０月の主な行事】
３日
４日
５日
６日
６日
７日
８日
９日

秋の美クリーン運動
ヨガ・ピラティス講座
くちわ図書館だより４９号
新月マルシェ
三者連絡会議（市、社協、振興区）
口和グラウンドゴルフ大会
創年大学講座 第1 回
そろばん教室

１１日
１２日
１３日
１５日
１８日
１９日
２０日
２０日

ヨガ・ピラティス講座
三役会
配色サービス事業
防災部会（口和地区自主防災協議会）
ヨガ・ピラティス講座
老人部会
広報１４６号 発行
防災だより３３号発行
＝4＝

２２日
２２日
２２日
２４日
２５日
２５日

作品展（22 日～24 日）
土曜本の会
そろばん教室
休日開放書館
ぬくもり会議
ヨガ・ピラティス講座 （最終回）
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創年大学講座 第２回
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草木染め体験教室

多くの認知症についての予防法はまだ解明され
ていませんが、
広い意味での健康維持が認知症にな
ることを遅らせたり、進行を予防することが示唆さ
れています。
認知症を正しく理解し、
偏見をなくすことで、認
知症になっても安心して生活できる住みよい環境
づくりに一歩でも近づきます。認知症への備えを、
ご一緒に考えていきましょう。
日 時 １１／１１（木）13:30～15:30
会 場 口和自治振興センター
参加費 無料
内 容 「認知症予防教室」戸谷 修二 先生
医療社団法人 聖仁会 戸谷医院 副院長
草津病院 精神科医師

「シルバーリハビリ体操」
主に高齢者の介護予防として、リハビリテー
ション学・障害学に基づいて考案した体操

お願い ●動きやすい服装でご参加ください
●飲み物をご持参ください
●コロナ対策にご協力ださい
申込み＆問合せ
社協口和地域センター 0824-89-2320
口和自治振興区
0824-87-2213

口和産の「鬱金（ウコン）」で草木染め体験しませんか？
日 時 １２／４（土）13:00～16:00
会 場 口和保健福祉センター
内 容 口和産「鬱金（ウコン）」草木染め体験
ショウガ科の多年草であるウコンで染めた黄色い
布は、防虫効果が高く、古くから掛軸や巻子の包み
布として正倉院でも使用されてきました。

参加費 ３００円
材料代 ❶ハンカチ
２００円
どれかを
❷手ぬぐい
４００円
選んでく
❸ふろしき １，２００円
ださい
持参物 エプロン 手拭きタオル
講 師 上田千絵さん（湯木 山糸おりもの工房）
申込み＆問合せ
１２／１（水）までに口和自治振興区まで
ご連絡ください 電話 0824-87-2213

くちわ文化祭「芸能祭」
日 時 １１／２８（日） ※時間は未定
会 場 口和自治振興センター
内 容 ステージ発表
時間や詳細については１１月上旬に発表します

主 催 庄原市文化協会口和支部
共 催 口和自治振興区 0824-870-2213
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

創年大学講座 第３回

『芸能祭前夜祭』 今年度は中止します

日 時
会 場
参加費
内 容

１２／１０（金）
口和自治振興センター
無料
●お楽しみ講座（大道芸）
●閉校式
詳細が決まり次第、随時ご案内いたします。

人権啓発推進ＤＶＤの貸し出し

庄原市議会「市民と語る会」
今年度から「庄原市議会報告会」から「市民と
語る会」に名称変更して行われます。口和地域の
内容はつぎのとおりです。
日 時 １１／５（金）１９：００～
会 場 口和自治振興センター
テーマ 口和地域の産業振興
問合せ 庄原市議会事務局 0824-73-1162

庄原市教育委員会にある人権啓発推進 DVD と再生
機など機材の貸し出しをしています。地域の集まり
や学習会でご活用下さい。
今年度新しく入った DVD
『話せてよかった』
『私たち一人ひとりができる
家庭から振り返る人権 こと』 当事者意識を持って
（上映時間 ２７分）
考えるコロナ差別
身近な人との関り方から
（上映時間 ２６分）
性的役割分担意識や偏見

「なぜ差別が起きるの？」「どの

について考えます

ように対処すればよいのか？」

貸出用機材
DVD プレーヤー（再生機）、プロジェクター、スクリーン
スピーカーアンプ など
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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
１

火
２

[プラスチック類]
７

８

[燃えるごみ]
９

[燃えないごみ]
１５

[施設開放日]
２１

２２

[燃えるごみ]
２３

休日開放図書館

[その他紙類]

[容器包装プラ紙パック]

１０

１１

配食サービス事業

創年大学講座

[新聞]

[容器包装プラ紙パック]

１７

１８

[その他紙類]

[容器包装プラ紙パック]

２４

２５

金

土

５

６

市民と語る会
図書館だより５０号

そろばん教室

[燃えるごみ]
１２

１３

[燃えるごみ]
１９

２０

広報14７号
防災だより3４号

土曜本の会
そろばん教室

[燃えるごみ]
２６

２７

配食サービス事業

[ペットボトル・古着]
２８

４

[燃えるごみ]
１６

[ビン・カン 有害]

木

３

三者連絡会議

１４

水

２９

[燃えるごみ]

[ダンボール]

[容器包装プラ紙パック]

[燃えるごみ]

３０

芸能祭

〔施設開放日]

[燃えるごみ]

ゴミの出し方ミニガイド

●燃えないゴミ（指定袋：赤）
●口和地域…第２月曜日
●使い切って必ず穴をあけましょう

『スプレー缶』
庄原市ごみの分け方ガイド（保存版）から抜粋

【口和クイズ】答え（１面）

５４ケ所

ゴミ集積場は、地域で管理する共同施設です。
お互いに気持ちよく利用できるよう、指定袋の種類や
ゴミを出す時間などゴミ出しルールを守り、大切に利
用しましょう。
湯木（８） 永田（１０） 金田（６） 常 定（２）
宮内（７） 向泉（７）
大月（５） 竹地谷（６） 本谷（３）

【頭の体操クイズ】 答え（４面）

①５ ②２ ③６ ④２ ⑤８ ⑥６ ⑦４ ⑧５ ⑨６ ⑩２ ⑪８ ⑫４
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