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口和自治振興区

【口和クイズ】
本谷集会所の横にある川底には何が描かれているでしょうか？
（答えは６面へ）
〔今回のメニュー〕
◆庄原市消防団口和方面隊
◆消防車両写生会作品展
◆防犯かかしコンクール
◆作品展
◆創年大学講座
◆人権啓発 DVD 上映
◆モーモー物産館が再始動
◆チャリティーグラウンドゴルフ大会
◆中学生が職場体験学習
◆市民と語る会
◆金田さくら公園の整備
◆市道本谷線が開通
◆釜峰山アベマキのナラ枯れ
◆地域マネージャー通信
◆会議速報
◆1１月の主な行事
◆おしらせ
◆１２月の行事カレンダー
◆ゴミ出し方ガイド：.ビデオテープ
◆クイズの答え

〒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

おうち時間 家族で点検 火の始末 （2021 年度全国統一防火標語）
火災が発生しやすい時季となり口和地域でも関係団体が火災予防を呼
び掛ける活動に取り組んでいます。
火の元・火の取扱いに注意しましょう。

『庄原市消防団口和方面隊』

高齢者世帯を訪問し
火災報知器の点検

放水と救助訓練

『消防車両写生会作品展』１１／９（火）～２２（月）
三次消防署口和出張所では、秋の全国火災予防運動の一環として、消防
車を写生した幼年消防クラブ員である園児たちの作品を展示しました。

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｜１，８６４人 （－４９）
｜世帯数｜７７１世帯 （－1８）
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ

ホームページ

インスタグラム

フェースブック

口和自治振興センター
（聖慈保育所）

庄原農協口和支店
（みどり園保育所）

『第４１回防犯かかしコンクール』
今年も庄原市防犯組合が呼びかけ１５団体が参加
したました。「減！誹謗中傷」と題した口和地区の
かかしは、優秀賞（４位）を受賞。口和自治振興セ
ンターや庄原市役所口和支所で展示されました。

フォローをお願いします♪
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口和の観光スポットが復活♪

『作品展』１０／２２（金）～２４（日）
会場では、コロナ対策に配慮しながら、手芸や絵
画、書道、生花等多彩な作品が並びました。例年に
比べると出展は１１団体と少なめでしたが、昨年収
録した芸能祭のビデオを上映したり、新たに神楽面
や写真の展示が加わり話題の多いイベントとなりま
した。

『モーモー物産館が再始動』１１／１（月）
口和の農産物が並ぶ「販売コーナー」と食事を提供
する「麵処おおつき亭」には開店前から多くのお客さ
んが訪れ、敷地内では「お出かけ満月マルシェ」も開
催され賑やかな門出となりました。

●麺処おおつき亭 １０：００～１７：００
●定休日 毎週木曜日（ただし祝日なら開店）
●電話 0824-87-2278 口和町大月 805-2

皆さん生き生きしておられました！
（主催：庄原市文化協会口和支部 共催：口和自治振興区） 『秋季チャリティーグラウンドゴルフ大会』
１１／１６(火)
認知症に備えて豊かに生きる
社会福祉協議会口和地域センターの主催で赤い羽
『創年大学講座 第２回』１１／１１（木）
根共同募金のグラウンドゴルフが金田さくら公園で
今回は健康寿命向上セミナーと同時開催しまし 行われました。今回は３５名の方が参加しました。
た。４５人の参加者は、シルバーリハビリ体操の後、 地域の方の協力によりできたグラウンドゴルフ場で
戸谷修二先生（戸谷医院副院長）から、体調や生活を 皆さん笑いながら楽しくゴルフしておられ、あたた
を整え、地域と関わり、認知症になった時の心構えを かみを感じました。
持つことで「認知症になっても大丈夫」と言える備え
方についてお話を聞きました。

（主催：口和自治振興区老人部 社協口和地域センター）

日々の生活を振り返り人権を考える

中学生が口和で学び、口和で育つ

『人権啓発 DVD 上映』１０／２１（木）
向泉デイホームでコロナ
差別の解消をテーマとした
人権ドラマ「私たち一人ひ
とりができること～当事者
意識をもって考えるコロナ
差別」を視聴されました。

『職場体験学習』１１／１５（月）～１７（水）
口和中学校の２年生が、口和地域の事業所や保育
所など１０か所で３日間の職場体験をしました。
口和自治振興区では、事務作業やチャリティーグ
ランドゴルフ大会を取材し広報原稿を書きました。
（上の記事です。）
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『市道本谷線が開通』
「口和の産業振興」をテーマに５名の市議会議
員と１８名の参加者は、
農作物の鳥獣被害対策
や、復活しつつある観光
施設の振興だけでなく交
通安全など幅広く意見交
換をしました。

『金田さくら公園の花壇整備』
環境と健康のコミュニティ助
成事業として、地域の方が菊や
コスモス、ひがん桜など植栽さ
れています。

５月の土砂災害により通行規制されていた市道本谷
線の応急復旧工事が終了し１０月２９日（金）から通行
可能となりました。本復旧工事は来年度の予定です。

『釜峰山アベマキがナラ枯れ』
釜峰山神社や釜峰山城跡など見どこ
ろが多く山歩きを楽しむ方がたくさ
ん訪れる「釜峰山森林浴公園」では
西日本一と言われる巨大なアベマキ
群に「ナラ枯れ」が発生し拡大傾向
にあるようです。倒木や枝が落ちて
くる可能性があり危険なのでお気を
付けください。

地域マネージャー通信欄
松 本 晋 太
（定住促進担当）

積 山 道 弘
（定住促進担当）

新型コロナの緊急事態宣言が解除され、移住関係でも少しずつ動きが出はじめていま
す。空き家バンクでは、口和地域で新たに１軒登録される予定です。とても立派な日本家
屋で、道路付きもよい魅力的な物件です。これから所有者さんとのお話を詰めて登録にな
ると思います。
お試し住宅「くちわの家」の利用も１組ありました。東京から来られたご夫婦で、災害の
可能性などの立地条件から中国地方の内陸部で探されているとのことでした。今回は、口和
だけでなく庄原市内全域で空き家をご覧になるということで、１週間ほどのご利用でした。
このような動きから、新たな移住につながるよう、サポートしていきたいと思います。
しょうばら空き家バンクの登録物件数・・・５２件
庄原１５件 西城１４件 東城１２件 口和５件 高野２件
比和２件 総領２件
※件数は HP より抜粋し、交渉中の物件も含んでいます。

口和小学校 6 年生が今年も永田の田楽を伝統継承し学習発表会で披露してくれる。口南小
学校から 10 年続いている。永田芸能保存会の指導者たちも、小さな体で見事にこなしてく
れる子供たちの成長ぶりにはいつも元気をもらい、次世代を担う立派な人となってくれるだ
ろと、いつも頼もしく思う。成長していつか帰ってくれたらもっと嬉しいなどと勝手に思う
のは私だけだろうか。
継承といえば、私の周りでは、先月お寺の住職が世代交代され、住職継職法要があった、
門徒としてもそうだが、地域としても大変喜ばしいことだ。厳粛な法要のさなか、小さな跡
継ぎ候補者たちが（新住職の子供）にぎやかにはしゃぐ姿に、お参りした人たちも、元気を
もらい頼もしくも感じる瞬間である。
後継者かどうかは別として、口和で暮らしたい人々や若い家族等、が気軽に借りられる賃
貸物件や、家を建てる分譲地などがないのが現状である。田舎ならではの悩みだろう。
頼もしい子供たちが将来大人になり帰りたいと思ったときに、気軽に帰って住める環境を
守り、気が付いたら空き家だらけにならないよう、みんなで考え努力したいものである。
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川 上 良 美 『頭の体操クイズ』頭の体操クイズシリーズ第 3 弾です。
（福祉事業担当） ひらがなで何文字？
漢字をすべてひらがなにした時、一つの文章は何文字になるでしょうか？
短期記憶を鍛える問題です。なるべく頭の中で数えてください。
①いい日旅立ち＝□
⑤大海原を往く鯨＝□
⑨ご注文は以上ですね＝□
②仮面の奥の顔＝□
⑥涙に暮れた青春時代＝□
⑩図書館で本を借りた＝□
③美味しい料理＝□
⑦靴下が見当たらない＝□
④今日は小春日和＝□
⑧たまには茶漬けも食べたい＝□
福 田 豊 明 『防災情報の入手方法』
（防災事業担当）
広島県では、防災、減災対策をこれまで以上に推進していくことに加え、県民及び自主防
災組織等が災害から命を守るために適切な行動をとることができるよう、「みんなで減災」
県民総ぐるみ運動に取組んでいます。
この運動は「災害に強い広島県」の実現を目指し、県民の皆様や自主防災組織などの地域
で活動されている皆様が，災害から命を守るために適切に行動することができるよう県民，
自主防災組織など，事業者，行政などが一体となって、災害時の被害をできる限り軽減する
減災に取り組む運動です。
この度 広島県危機管理監みんなで減災推進課よりリーフレットが届いていますので紹
介します。又、別紙「防災だより」第 34 号 1 ページ下欄にいざという時どこから情報収集
できるか知っておくための情報収集先を紹介してありますが、災害時には情報をいち早くキ
ャッチすることで身の危険を減らすことができます。
口和自治振興区で作成配布しています「口和防災マップ」には記載されていない、大きな
河川の浸水リスクマップ・ため池ごとの浸水想定区域図・防災気象情報の入手方法について
は、以下に紹介します。
パソコン・スマートフォンからの情報の入手方法
項
目
□で囲んでいる事項を入力して検索
河川の浸水 広島県浸水リスクマップ → 洪水リスクマップを公表しました広島県
リスクマップ →洪水リスクマップ 9.庄原市
→ 19. (PDF ファイル)
西城川・湯木川・萩川・竹地川の浸水リスクマップが確認できます。
想定し得る最大規模の降雨(0.1%の確立)による浸水想定区域・想定
される水位を表示した図です
ため池ごとの 広島県防災 web
→ ためいけポータル → 地図検索 →
浸水想定
利用許諾 同意する → 庄原市 をクリック →
区域図
口和地区を拡大して確認したいため池をクリック
ため池が満水状態で、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊した時の
シュミレーションです
防災気象
防災気象情報
→
気象庁 防災情報 →
情報
気象情報、地震・津波、火山、海洋、天気予報など、気象の観測情報
について情報が入手できます。

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。
【自治会長会議】 1１／15（月）
【口北小学校のこれからを考える会】 1１／1８（木）
●防災マップ…自治会毎にデータを集約、整理する ●口北小学校の施設見学
●振興計画の自治会データ…１月下旬に提出
●活用方法について協議
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【１１月の主な行事】
2日
5日
5日
8日
10 日
10 日
11 日

世代間交流事業（口和小学校）
新月マルシェ
くちわ図書館だより 50 号
三者連絡会議（市、社協、振興区）
配食サービス事業
振興計画P 三役会
創年大学講座 第2 回

13 日
15 日
18 日
19 日
19 日
20 日
21 日

そろばん教室
中学校 職場体験受入れ（～17 日）
口北小学校のこれからを考える会
広報１４７号 発行
防災だより３4 号発行
土曜本の会
休日開放図書館

『走ろう会』

21 日
23 日
24 日
24 日
27 日
28 日

本の修理ワークショップ
走ろう会
配食サービス事業
ぬくもり会議
そろばん教室
芸能祭

『地域で元気を育てる会」

日 時 １１／２３（火・祝日）
選手受付 9:30～10:00
スタート 10:00 小学生の部
11:00 一般の部
会 場 口和総合運動公園
参加費 無料
内 容 ロードレース（２㎞） 当日参加も可能
主 催 庄原市体育協会口和支部
共 催 口和自治振興区 電話 0824-87-2213

草木染め体験教室
日 時
会 場
内 容
参加費
材料代

１２／４（土）13:00～16:00
口和保健福祉センター
口和産「鬱金（ウコン）」草木染め体験
３００円
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

『ボッチャ』『ゲーゴル』貸し出し
正式ルールだけでなく、簡単な口和オリジナルル
ールでも楽しめます。貸し出しを希望される方は
口和自治振興区（電話 0824-87-2213）までご連絡
ください。
『ボッチャ』
『ゲーゴル』
ボールを投げ合い得点を競 ゲートボールとゴル
うヨーロッパ生まれのスポー フをミックスさせた
ツ。パラリンピック正式種目。 スポーツ。

日 時
会 場
参加費
持参物
内 容

１２／７（火）10:00～12:00
口和自治振興センター
無料
飲み物
「集まり場での新型コロナウイルス感染症
対策」
講師：庄原市役所高齢者福祉課
「健康寿命を延ばすには？のおはなし」
講師：加藤貴史氏
（社会福祉法人口和福祉会ハートウイング
理学療法士）
主 催 社協口和地域センター 電話 0824-89-2320
共 催 口和自治振興区 電話 0824-870-2213

創年大学講座 ３回
日 時
会 場
参加費
内 容

１２／１０（金）13:30～15:30
口和自治振興センター
無料
「お笑い講演会」
びんご大道芸同研究会の「はっちゃん」と「常
さん」による腹話術やマジック、バナナのた
たき売りなど多彩なパフォーマンスをお楽し
み下さい。
申込み＆問合せ
口和自治振興区 電話 0824-87-2213
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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

水

木

１

２
[その他紙類]

５

７

図書館だより５０号

地域で元気を育てる 配食サービス事業
会

[プラスチック類]
１２

１３

[施設開放日]

２０

休日開放図書館

広報14８号
防災だより35 号

[燃えるごみ]
２１

２７

[新聞]

[容器包装プラ紙パック]

１５

１６

[その他紙類]

[容器包装プラ紙パック]

２２

２３

[燃えるごみ]
２８

[ダンボール]

[燃えるごみ]
１０

１１

創年大学講座

そろばん教室
土曜本の会

[燃えるごみ]
１７

１８

[燃えるごみ]
２４

２５

そろばん教室
[容器包装プラ紙パック]

２９

土
４

配食サービス事業

[ビン・カン 有害]
２６

９

[燃えるごみ]

[燃えないごみ]

１９

８

１４

３

[容器包装プラ紙パック]

６

金

３０

[燃えるごみ]
３１

口和自治振興センターの休館

１２/２９（水）～１/４（火）
●休館中の連絡先●0824-87-2１１１
〔施設開放日]

[ペットボトル・古着]

[燃えるごみ]

〔施設開放日]

ゴミの出し方ミニガイド

[容器包装プラ紙パック]
〔施設開放日]

●燃えるゴミ（指定袋：青）
●口和地域…火曜日 金曜日
●ビデオテープのケースは「プラスチック類」

『ビデオテープ』
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）

【イメージ図】

さ か な
本谷集会所の横を流
れる砂防河川本谷川
の底には石を並べて
魚が描かれてい
るモー。

【頭の体操クイズ】 答え（４面）

① ７ ②９ ③８ ④１０ ⑤１２ ⑥１５ ⑦１１ ⑧１３ ⑨１４ ⑩１２
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