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＼安心 元気な 口和の創造／

口和自治振興区
〒728-0502 広島県庄原市口和町向泉 934-4
【電話】0824-87-2213 【Fax】0824-87-2135
【メール】kuchiwajichi@gmail.com 【設立】２０１０年

【口和クイズ】
口和中学校の公認キャラクターの名前は？
◆防災研修会
◆振興区グラウンドゴルフ大会
（女性・シニア）
◆被爆体験記朗読会
◆配食サービス事業
◆自治会集会施設維持管理助成
◆今年も夏祭りは中止
◆交通死亡事故ゼロ3,000日達成
◆「ヤマニラ」続報
◆蜂にご注意を！
◆地域マネージャー通信欄
◆会議速報
◆８月の主な行事
◆＃口和がすき
◆おしらせ
◆９月の行事カレンダー
◆ゴミの出し方ミニガイド：廃食用油
◆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。

公式HP

YouTube

災害時の行動を時系列で確認する県の「ひろしまマイ・タイムライ
ン」の作り方について福田地域マネージャーが説明した後、参加者はス
マートフォンや記入用シートを使い、それぞれのタイムラインを作りま
した。作り方を知りたい方は、インターネットで「ひろしまマイ・タイ
ムライン」と検索するか、口和自治振興区へお問い合わせください。
（７／２６ 口和自治振興センター）

暑さに負けない熱戦『振興区グラウンドゴルフ大会』
【女性グラウンドゴルフ大会】

【シニアグラウンドゴルフ大会】

日 程 ８月２日（火）
参 加 ９チーム
優 勝 宮内レディース
準優勝 金田レディース
第３位 金田ひまわり
ベストスコアー賞
盛川すま子（金田レディース）

日 程 ８月４日（木）
参 加 １２チーム
優 勝 元恒宮下
準優勝 竹地宮ノ畝
第３位 宮内ジェントルマン
ベストスコアー賞
石川滝治（元恒宮下）

口和地域の記事や写真など
みなさまの投稿おまちしております

『被爆体験記朗読会』

口和地域データ

口和小学校と口和中学校で、口和本の会
が被爆体験記や絵本（「ほたる」「生んで
くれてありがとう」等）を朗読し、児童や
生徒たちは、戦争の怖さ、悲惨さや平和の
大切さについて学びました

増減：前年同月比
令和４年７月末日現在

Instagram

ひろしまマイ・タイムラインを学ぶ『防災研修会』

『鮎の里オートキャンプ場』

｜人 口｜１，８０７人 （－７１）
｜世帯数｜７５６世帯 （－１９）

Facebook
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『配食サービス事業』
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交通死亡事故ゼロ３，０００日達成

口和中学校の
生徒が、配食サ
ービス事業の取
材に来られまし
た。生徒がそれ
ぞれのテーマに
ついて探求する
「生き方学習」という授業があり、「食」に
ついて調べている生徒さんが、配食サービス
の調理スタッフに質問しながら食に関わるこ
との楽しさややりがい、難しさつにいて意見
交換しました。（８月１０日）

口和町内では、７月１４日で交通死亡
事故ゼロ 3,000 日を達成しました。これか
らも、ゆとりもをって安全運転を心がけ
ましょう。

『ヤマニラ』続報

先月の広報で「ヤマニ
ラ」の情報募集をお願い
したところ、地域の方か
ら情報が寄せられまし
た。情報提供ありがとう
ございました。
『自治会集会施設維持管理助成』 ●口和で撮影した「ヤマニラ」の写真を提供（写真上）
●東城で発見された「タイシャクギセル」に似ている
今年度新設した自治会集会維持管理助成金
●呼び方は「ヤマニラ」でなく「ヤマニナ」？
を該当する自治会へ支払いました。
『蜂』にご注意を！
振込日 ８月１２日（金）
振込先 該当自治会の口座
猛暑の影響か今年は蜂の被害を多く聞きます。蜂に刺さ
問合せ 口和自治振興 0824-87-2213
れいくい対策を取り、もし刺された場合は早めの処置を行

今年も『夏祭り』は中止

いましょう。
最近は、蜂避けとして、蜂を
地域で行われる恒例行事「夏祭り」は、コ 捕食するオニヤンマのブローチ
ロナ対策のため、今年も中止となりました。 が注目されているそうです。
来年こそは開催できるといいですね。

地域マネージャー通信欄
積 山 道 弘
（定住促進担当）

松 本 晋 太
（情報発信担当）

福 田 豊 明
（防災事業担当）

７月２９日開催の空き家対策調整員会議に出席しました。
事務局から空き家バンク新規登録が２件あったことや４月と５月のくちわの家の利用が多かったことな
どの報告の後、今年度の事業計画、各地域の状況等について意見交換しました。事業計画では空き家が片
付いていないため、空き家バンクに登録しないという持ち主が多いので、空き家に関するパンフレットの
作成や実際の空き家の片付け体験ができる機会があればいいということになりました。
また、空き家所有者の方と会って話す機会が少ないので空き家活用が難しい等の意見がだされました。
しょうばら空き家バンク（口和地域）登録状況…７件（湯木１、永田２、大月２、竹地谷２）
「おうちが空き家になったから、この先どうするかを考える」ではなく「いまのうちからおうちのこの
先の準備をする」ことが本当に大切です。
というわけで、そのためのヒントをあつめた「おうちのガイドブック」を作成しています。キーワード
は「空き家になる前に」です。完成したら「まだ先のこと」ではなく「思い立ったが吉日」のきっかけと
して活用してください。
先月の防災だよりは、県が管理する河川の浸水想定区域図について発信しました。それに関連して今月
は、口和町の水系と川の水位情報について発信します。
これから本格的な出水期を迎えます。これらの情報を迅速な避難に役立てて下さい。

口和健康づくりの会が主催されているきらきら体操教室の最終回が、8 月 30 日に開催されます。講師は
（福祉事業担当） イキイキはつらつネットワークの大背戸まりこ先生です。年齢とともに衰えていく体の柔軟性や筋力を保
つための運動をわかりやすく指導されます。新型コロナウイルス禍での生活で、体力の低下している人が
増えているそうです。中高年のみなさま、ぜひご参加ください。

川 上 良 美
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会議速報
空き家対策
調整委員会議
（７／２８）
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「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。
●空き家バンク登録の推進
●空き家所有者への情発信パンフレットの作成
●空き家対策調整委員
＼情報をお寄せください♪)／
湯木 三吉 龍次
永田 石川 生夫
金田 貞岡 勉

常定
宮内
向泉

橋川 豊
堂前 裕治
前田 憲ニ

大月
本谷
竹地谷

熊本 満寛
竹中 春義
宮野 龍之

【８月の主な行事】
１日
２日
３日
４日
５日

ヨガ・ピラティス講座（最終回）
８日
★創年大学講座 第1回
２０日
三者連絡会議（市、社協、振興区） １０日 ★小学生スポーツ教室
２１日
女性グラウンドゴルフ大会
１３日 そろばん教室
２４日
シニアグラウンドゴルフ大会
１９日 広報１５７号 発行
２４日
図書館だより 58号
１９日 防災だより４３号 発行
２７日
★コロナ対策のため中止となった事業です

＃口和がすき

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
オ
ー
プ
ン
』

『
鮎
の
里

土曜本の会
休日開放図書館
配食サービス事業
ぬくもり会議
そろばん教室

情報発信を担当する松本地域マネージャーが、深堀り取材で意外と知らない口和の
情報や魅力をお伝えします。インスタやフェースブックでも情報発信中！

７月１６日、鮎の里にオートキャンプ場が新たにオープンしました。
オートキャンプ場とは、テントを張る場所まで車が乗入れられるキャンプ場のこと
で、鮎の里ではオートキャンプサイトが１５区画と、ミニログハウス付きのオートキ
ャンプサイトが１区画オープン。各区画には電源付き。今回は、炊事棟とトイレも新
設され、より充実したオートキャンプが楽しめます。
夜は西城川のせせらぎを聴きながら星空を眺めて、口和で非日常空間を楽しんでみ
ませんか？
【お問合せ】鮎の里 電話：0824-89-2244（フェイスブックの DMでもご予約できます）

★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…
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
『口和モーモー祭』の延期
１０月開催予定の口和モーモー祭は、コロナ対策及び全国和牛能力共進会
の開催（１０／６～１０）等により、来年度へ延期することとなりました。
問合せ 庄原市口和支所地域振興室 0824-87-2113
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『口和グラウンド・ゴルフ大会』
（兼）庄原市民健康つくりグラウンド・ゴルフ大会予選会
日 時 ９月８日（木）１９：００～
会 場 口和総合運動公園
参加費 ２，０００円／１チーム
※申込：８/２５（木）まで
問合せ 口和自治振興
0824-87-2213
庄原市スポーツ協会口和支部 090-7897-7133（小笠原）

４

月

５

●日程は諸事情により変更する場合があります。

火

６

水

７

三者連絡会議
[プラスチック類]
１１

１２

『なみか＆ほろか５０００ポイント大作戦』
期 間 ９月１日（木）～１０月３１日（月）
期間中、なみか・ほろかカードを提示して
買い物をしたらすぐに５，０００ポイント
がもらえます。
詳しくは庄原市キャッシュ推進協議会
（08477-2-0524）へお問合せ下さい。
●［ ］内は、口和地域のゴミ収集日です。

９月の行事カレンダー
日
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木

金

１
[容器包装プラ紙パック]

２
[燃えるごみ]

３

８

９

１０

口和グラウンドゴル 市老連グラウンド そろばん教室
フ大会
ゴルフ大会
[燃えるごみ]
１３

[その他紙類]
１４

[容器包装プラ紙パック]
１５

[燃えるごみ]
１６

配食サービス事業
[施設開放日]
１８

[燃えないごみ]
１９

[新聞]
２１

２６

２２

[燃えるごみ]
２３

２４

そろばん教室

[燃えるごみ]
２７

１７

土曜本の会
[容器包装プラ紙パック]

広報158号
防災だより44号
[ビン・カン 有害]

２５

[燃えるごみ]
２０

休日開放図書館

土

[その他紙類]
２８

[容器包装プラ紙パック]
２９

[燃えるごみ]
３０

配食サービス事業
〔施設開放日]

[ペットボトル・古着]

ゴミの出し方ミニガイド

『廃食用油』
庄原市ごみの分け方ガイドから抜粋

[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]

●燃えるゴミで出す場合…油を紙や布に染み込ませるか、凝固剤で固めて指定袋（青）
に入れて出します。
●リサイクルする場合…油をペットボトルなどの容器に入れて拠点回収場所（口和支所
リサイクルセンター等）へ持ち込みます。（無料）
【問い合せ先】庄原市役所口和支所（0824-87-2113）他、環境政策課、各支所

【口和クイズ】 答え （クイズは１面）
クイズ

口和中学校の公認キャラクターの名前は？

ひょうたマン
答 え
・・・・・・・・・口和のゆるキャラ仲間・・・・・

「ちくわうしくん」
庄原市文化協会口和支部

モーモー祭の
キャラクター

「もうむ」
口和小学校

平成２０年、当時流行していた「ゆる
キャラ」を口和中学校でも作ろうと生徒
作品コンクールを行い、口和の特産品で
ある“ひょうたん”をモチーフにした
「ひょうたマン」が誕生したんだモー。
口和町では平成１１年に「ひょうたん」産地日本一を目指
し世界一長いひょうたんづくりや、学校でのひょうたんづく
り指導などに取り組みました。中学校の玄関には、地域の方
が制作された「ひょうたマン」の人形が飾ってあります♪
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