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口和自治振興区
〒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

【口和クイズ】

境界争いを止めたと伝わる宮内の木の名前は？

電 話
F A X
メール
設 立

0824-87-2213
0824-87-2135

ホームページ

kuchiwajichi@gmail.com

２０１０年
フェースブック

〔今回のメニュー〕
◆ふるさと応援会の産品発送
◆春の美クリーン運動
◆口和招待少年野球大会
◆子育てハンドクリーム教室
◆小学校図書館ボランティア清掃
◆ゴールデンウイーク・イベント
◆公園整備 金田女性部
◆地域マネージャー通信
◆おしらせ
◆６月の行事カレンダー
◆ゴミの出し方ガイド：シュレッダーゴミ
◆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。
●掲載した行事は全てコロナ対策に配慮して実施
しています。

『西城川の川下り』
撮影地：西城川（鮎の里）
撮影日：５月５日
撮影者：福田豊明

口和地域データ
｜人 口｜１，８１９人 （－６６）
｜世帯数｜７５８世帯 （－２３）
増減：前年同月比
資料：庄原市ホームページ
令和４年４月末日現在

インスタグラム

ユーチューブ

口和産コシヒカリ（ハデ干し） リンゴジャム
明神味噌 広報紙（社協 口和自治振興区）

口和をご支援していたただいた方へ産品を贈りました
『ふるさと応援会』５月９日（月）
ふるさと応援会とは、「口和で安
心して暮らし続けられるための活
動」を、口和にゆかりのある方々に
応援していただく事業で、口和にゆ
かりがある方、口和が好きな方、そ
んな方ならどなたでも会員になれま
す。令和３年度は１１人（２８口）
の方に応援していただきました。
ふるさと口和、大好きな口和のた
めになにかチカラになりたい！とい
うあなたの想いをカタチにしてみま
せんか？是非、ご協力をよろしくお
願い致します！

【ご入会の条件】
■年会費＝一口 5,000円
■会員期間＝１年間（4月1日～翌3月31日）
■会員への年に１度地元産品と地域広報誌をお
届けします。
【これまでのお金の使い道】
・高齢者の見守り活動
（配食サービス、ふれあいだよりの会 ）
・口和の生活情報の発信
（「ちょこっと便利帳」制作）
・防犯啓発活動（チラシ制作）
など、口和地域の安心安全と活性化のため使
わせていただいています。

ごみを減らして美しいふるさをみんなで守る♪
『春の美クリーン運動』 ４／２４（日）
自治会毎に道端へ投棄されたごみとペッ
トボトルキャップを回収しました。
回収されたごみの量は全体的に減少傾向
燃えるゴミ
にありますが、不法投棄ゴミは後を絶た
ず、パトロールをされた地域もありまし
１５０㎏
た。
燃えないゴミ・粗大ごみ
ペットボトルキャップは、世界の子供た
ちにワクチンを届ける取り組みをされてい
８０㎏
る団体へ送致します。
ご協力ありがとうございました。
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第３９回 口和招待少年野球大会
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小学校図書館ボランティア清掃

近隣から招待した１１チームが日ごろの練習の成
果を発揮し熱戦を展開されました。（５／３）
・・・・・・・大会結果・・・・・・・
【Ａゾーン 】➊口和➋布野❸比和❹山内
【Ｂゾーン】➊君田➋庄原イースト❸西城
【Ｃゾーン】➊東三区➋庄原❸粟屋❹東城

卒業生を中心に声を掛け合い集まった児童と保護
者有志が、お世話になった口和小学校図書の清掃ボ
ランティアを行いました。（３／２８）

ゴールデンウイーク・イベント
晴天に恵まれたゴールデンウイークには、口和地
域でも様々なイベントが開催されました。
●新月マルシェ（５／１） こんにゃく作り・花遊び・バザー
●鮎の里（５／３～５） 釣り堀・魚のつかみどり・ライブ

A ゾーンで優勝した口和少年野球のメンバー

子育てハンドクリーム教室
助産師、看護師、アロマ・セラピスト、アロマ・
インストラクターとして幅広い年齢層の女性に寄り
添った活動をされている瀬戸照美さん（西城町）の
指導のもとハンドクリームを作りました。（４／２０）

釣り堀

エプロン♪さんによる生演奏

公園整備 金田女性部
金田さくら公園で、マリーゴールドの種まきと菊
の刺し芽を行いました。部員さんが持ち帰り管理し
てくれています。
昨年は、女性部
員さんと育てた花
の苗を地域の方へ
配り好評だったの
で、今年は昨年よ
り数を増やし５月
下旬に届ける予定
です。
（金田女性部長 高橋百合子さん）

地域マネージャー通信欄
積 山 道 弘

今月の活動は、空き家の「庄原市、空き家バンク」への登録のため、市の職員さんと同
（定住促進担当） 行し現地を訪問したり、口和へ移住定住希望の方の物件見学への同行など活動しました。
又、今月は庄原暮らしお試し体験施設「くちわの家」の利用が好調で三組の利用あり今後
もしっかり活用され定住につながってほしいものです。
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松 本 晋 太
（情報発信担当）
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＼おうちの片付けお役立ち情報／
情報発信の地域マネージャーとして、口和にお住まいのみなさ
んに役立つ情報も発信していきます。
【おうちの片付け・お役立ち情報】
おうちの片付けをするときに不用品の処分が一番困るところです。自分でリサイクルプ
ラザやクリーンセンターに持ち込むこともできますが、分別と運搬が大変です。
そこで、庄原市内の指定業者さんのなかには、不用品回収コンテナのサービスをされて
いるところがあります。ある業者さんの場合、約２トン（４立米）積みのコンテナを自宅
に２週間程度設置してもらい、そこに不用品をポンポン入れて引き取ってくれます。一部
回収できないものありますが、その他の分別は不要です。
料金は、内容によって変わりますが、家電リサイクルなど追加料金がかからない場合
で、平均で 35,000 円程度とのことです。
一度思い切って、すっきりしてみませんか。興味ある方は、ご相談ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★口和の魅力募集中★
口和自治振興区では、口和町内の◎がんばってる！◎おもしろい！◎興味深い！◎知らな
かった！◎素晴らしい！「ヒト・モノ・コト」を口和の内外に発信していきます。
お店、イベント、農家さん、牧場さん、会社さんなどなど…
こちらから直接お声掛けさせていただいたり、アポなしで突然おじゃましたりしますが、取材し
て欲しい、という方大歓迎です！
Instagram、Facebook の DM かお電話でお問い合わせください。
0824-87-2213 担当：地域マネージャー松本
川 上 良 美
（福祉事業担当）

この 2 年間の新型コロナ禍での生活を通して、改めて人との交流の大
切さや、さまざまなことに対してプラス思考で考えていくことの大切さ
を感じました。
大型連休以降、新型コロナウイルスの感染者数が徐々に増えてきてい
ます。これからもまだまだ新型コロナウイルスへの対応が必要ですが、
感染対策をしながら出来る事業を進めて行きましょう。

福 田 豊 明

近年頻発する、地震・気候変動による豪雨災害、さらには地球規模の広域で被害をもた
（防災事業担当） らす感染症も含め、災害はどこで起こるか分かりません。
災害時には自分の命は自分で守るのが原則ですが、減災のた
め自分の住んでいる地域、どこにどのような危険があるか、ま
た、災害が起こった場合はどこに避難したら良いのかという情
報を地図上にまとめた「防災マップ」が減災につながります。
口和自治振興区では「防災マップ」更新のため、すでに配布
済のマップの更新内容について各自治会に検討をお願いしてい
ます。
そこで今月の「防災だより」は、ハザードマップ・防災マップ
の基礎資料となる「地図」を読み解くための等高線の読み方
について発信します。
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『口和体育祭』の延期
６月１９日（日）に予定して
おりました「口和体育祭」
は、秋に延期します。尚、コ
ロナや他行事の状況により中
止の場合もあります。

『子育て防災教室』
開催日
会 場
参加費
講 師
問合せ

６月２日（木）１０：００
口和老人福祉センター
無料
福田豊明さん（地域マネージャー）
口和自治振興区
８７－２２１３
口和子育て支援センター ８９－７０７０

●［ ］内は、口和地域のゴミ収集日です。

６月の行事カレンダー
日

月
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火

●日程は諸事情により変更する場合があります。
水

１

木
２

金

土

３

４

[燃えるごみ]
１０

１１

子育て防災教室
[その他紙類]
５

６

７

８

ヨガ・ピラティス講座
１２

[容器包装プラ紙パック]
９

配食サービス事業

[プラスチック類]
１３

[燃えるごみ]
１４

[新聞]
１５

そろばん教室
[容器包装プラ紙パック]
[燃えるごみ]
１６
１７

ヨガ・ピラティス講座
[施設開放日]
１９

休日開放図書館

２６

１８

土曜本の会

[燃えないごみ]

[燃えるごみ]
２１

２０

広報 15５号
防災だより4１号
ヨガ・ピラティス講座

[その他紙類]
２２

[容器包装プラ紙パック]
２３

[燃えるごみ]
２４

配食サービス事業

[ビン・カン 有害]
２７

[燃えるごみ]
２８

[ダンボール]
２９

２５

そろばん教室

[容器包装プラ紙パック]
３０

[燃えるごみ]

ヨガ・ピラティス講座
〔施設開放日]

[ペットボトル・古着]

[燃えるごみ]

ゴミの出し方ミニガイド

『シュレッダーごみ』
庄原市ごみの分け方ガイド
（保存版）から抜粋

[容器包装プラ紙パック]

●業者へ直接持ち込めばリサイクルできます。
●本田春荘商店
０８２４－７３－１２８０
有限会社 福岡産業 ０８２４－７３－１１０２
●シュレッダー紙は、庄原市備北クリーンセンターでは焼却処分
しません。

【口和クイズ】 答え （クイズは１面）
（ な な い ろ ぎ ）

七色木

松、桜、エノキ、カヤ、桂、キイチゴ、カメガラの７種が寄生し一株の樹に見え
たことからこの名前がつけられました。江戸時代、出雲領主と備後領主が高野町和
南原を奪い合った時、宮内の紙谷に七色木を植え枯れなかったら備後領とする約束
をし、枯れなかったので和南原は備後領となったという伝説があります。
【参考文献】口和文化財マップ 口和町誌 宮内村差出帳

＝4＝

