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口和自治振興区

＼安心 元気な 口和の創造／

〒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】
口和体育祭はいつ始まったでしょうか？
◆夏休みキッズわくわく教室
◆グラウンド・ゴルフ大会
◆口和小学校 岩石園の整備
◆湯木子ども会 花火大会
◆全国大会で大活躍！松永くん
◆体育祭の中止とアンケート
◆地域マネージャー通信欄
◆会議速報
◆９月の主な行事
◆＃口和がすき
◆おしらせ
◆１０月の行事カレンダー
◆ごみの出し方ミニガイド
◆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。

白いヒガンバナ

イヌタデ

公式HP

Facebook

Instagram

YouTube

夏休みキッズわくわく教室『映画上映会』
毎年、子ども達の学びと体験を応援する「夏休みキッズわくわく教
室」を開催していますが、今年もコロナの影響で行事を計画することが
難しく「映画上映会」のみ行いました。
動物たちがエンターテーメントの世界で仲間たちと夢
に向かって奮闘するアニメ映画「シング ネクストステ
ージ」を上映し、２５名の参加者は大画面で迫力ある映
像と豪華な音楽を楽しみました。（８／１９）

『グラウンド・ゴルフ』でスポーツの秋を満喫♪
【口和グラウンド・ゴルフ大会】
日 程 ９月８日（木）
参 加 １６チーム
庄原市スポーツ協会が
優 勝 スイス村Ａ 主催する大会（１０月
準優勝 金田ＧＧ
１５日）へ参加を希望
第３位 竹地宮ノ畝 する上位３チームが出
場されます。
ベストスコアー賞
男性：五島道徳
（ホワイトシックス）
女性：西岡とし子
（金田ひまわり）
主 催 庄原市スポーツ協会口和支部

【市老連グラウンド・ゴルフ大会】
市内の老人クラブか
ら精鋭が出場し熱戦が
繰り広げられました。
口和からは２チームを
編成し参加しました。
日 程 ９月９日（金）
参
加 ２８チーム
大会結果 口和 Ａ ：１６位
口和 Ｂ：１１位
主 催 庄原市老人クラブ連合会

『口和小学校 岩石園の整備』

『自治振興センター周辺に
咲いている花たち』
口和地域の記事や写真など
皆さまの投稿おまちしております！

口和地域データ
｜人 口｜１，７９７人 （－８０）
｜世帯数｜７５５世帯 （－２０）
増減：前年同月比
令和４年８月末日現在

昭和３９年、保護者が児童の理科教材のため、１０種類余りの岩石を
近隣から集めて口南小学校（現、口和小学校）校舎付近へ岩石園を設
置、平成６年には校舎建て建替えに伴い現在の場所へ移築されました。
約５０年が経過した今年の夏、当時の保護者を中心とした実行委員会
が岩石園の整備を行いました。
設置されている岩石
★蛇紋岩 （西城町）
★石灰岩 （東城 二畳紀フズリナ化石含）
★クローム鉄鉱 （鳥取県日南町） 他
★黒雲母花崗岩 （東城）
★ろう石 （勝光山）
他
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湯木子ども会『花火大会』
湯木ふれあいプラ
ザで、花火大会を行
い、２５名の参加者
は、それぞれの手持
ち花火で真夏の夜を
楽しみました。
（８月２１日）

全国少年野球軟式大会で大活躍！
松永謡くん（口和中学校３
年生）が所属する三和クラブ
Ｊｒ．が、８月に行われた全
国大会に出場し、チームとし
ても初出場ながら見事な好成
績を収めました。
内野手として出場した松永
くんは「全国大会に行けたのは自分だけの力で
は無いので周りの人に感謝しています。これか
らは高校野球で活躍できるように謙虚に頑張り
たいです。」と話されていました。
●全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会 第２位
参加：２４チーム 会場：滋賀県
●全日本少年軟式野球大会 第３位
参加：16 チーム 会場：横浜スタジアム
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『口和体育祭』の中止とアンケート
昭和４５年にスタートして、まもなく５０回を迎える
伝統の「口和体育祭」。コロナ対策のため６月から１０
月の延期を計画しましたが今年も中止となりました。
生涯学習部では、自治会役員を対象としたアンケート
を行い、今後の口和体育祭の在り方について協議しま
す。口和体育祭へのご意見や思い出などがあれば口和自
治振興区までご連絡下さい。
●口和体育祭へ寄せられた意見
・口和町内で唯一の全体行事なので続けてほしい。
・普段会えない人に久しぶりに会えるので楽しみ。
・参加の呼びかけやテント設営が地域の防災活動に役立つ。
・高齢者が多く競技の参加が敬遠される。
・一人で何種目も出るので大変。選手確保が困難。
・地域対抗競技だけでなく、体力測定やニュースポーツ体験など
個人参加できる種目を取り入れてはどうか。
●口和体育祭の沿革
・昭和４５年 第 1 回を口和中学校で開始
・平成 ９年 ひろしま国体を記念してソフトバレーボールの模
範演技を披露してもらう
・平成３０年 消防署による防災演技（簡易担架の作り方）
・令和２年～ コロナ対策のため中止
●これまで行われてきた競技たち
・地区対抗リレー
・風船割り
・上手に運びましょう
・大なわとび
・大綱引き
・なえ運び競争
・３段玉入れ
・小中高生によるリレー
・ざる引き競争
・水は口和の宝もの
・タイヤ転がし
（ペットボトルに柄杓で水を入れる）

地域マネージャー通信欄
積 山 道 弘 空き家の情報提供をお願いします
（定住促進担当）

先月１件、空き家バンクへの登録の話をいただきました。程なくして、譲渡が決まったということでし
た。口和への移住相談は引き続きありますし、定住のため宅地を求める方の要望もあります。そういった
方の要望に応えられるよう、これからも引き続き空き家バンクへの登録を中心に定住を推進していきます
ので、空き家等に関する相談があればお気軽に口和自治振興区までお電話ください。
あわせて、空き家の情報（所有者の方の連絡先や今後空き家をどうするか等）をお寄せください。

松 本 晋 太 「ひろしま里山ウェーブ」をご存知でしょうか
（情報発信担当）

公式ページによると「生涯役立つソーシャルキャリアを磨く、意志ある仲
間たちとの地域課題解決プロジェクト」とのことですが、これをぼくが勝手
に解釈すると「都市在住だけど中山間地域の地域課題解決に興味がある人と
実際に中山間地域で活動している人をつないで化学反応を起こす」というこ
とではないかと思います。
この「ひろしま里山ウェーブ」が久し振りに対面で開催され、9 月 17 日
から 19 日まで現地実習があります。過去にも庄原市は参加していて、その
時もそうだったのですが、今回も口和がメインフィールドとなります。ぼく
もお手伝いをさせて頂きますので、口和のことをお伝えし、どんな化学反応
が起きるのを楽しみにしています。
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ひろしま里山ウエーブ

広島県が主催する都市との交
流プロジェクト。広島の里山
生活に興味のある都市住民
が、地域の方々と 2 泊 3 日の
体験活動をしながら、地域の
課題解決について考えます。
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福 田 豊 明 今月の防災だより
（防災事業担当）

私達の暮らしと切り離せない気象の基礎知識について。
今月は風が吹く理由とは、そして天気予報でよく耳にする気圧( 高気圧 )について発信します。

川 上 良 美 ９月は健康増進普及月間です
（福祉事業担当）

季節の変わり目は気温の変化に体が対応できず、体調を崩してしまうことも起こりやすくなります。ま
た、冬になると気温や湿度が下がり、人の免疫力も低下するため感染症にかかりやすくなります。秋から
の健康管理がこれからの季節を元気に乗り切るためにとても大切です。規則正しい生活やバランスのとれ
た食事・十分な睡眠・適度な運動そして心のリフレッシュなど、今一度生活習慣を振り返って健康づくり
を心がけましょう。

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様々な会議のあれこれを抜粋してお伝えします。

役員会 （９月１日）

生涯学習部会 （9 月 2 日）

●市政懇談会…10 月～11 月頃
●庄原市議会 市民と語る会…11/7（月）19:00
●各種会計決算見込み
●口和放課後児童クラブの移転…令和 5 年 4 月頃

口和体育祭
●コロナ対策のため今年度は中止
●口和体育祭の在り方や今後について意見交換
●各自治会でアンケート実施、意見集約していく

【９月の主な行事】
１日
２日
５日
８日
９日
１０日

役員会
生涯学習部会
三者連絡会議（市、社協、振興区）
口和グラウンド・ゴルフ大会
市老連グラウンドゴルフ大会
そろばん教室

１０日
１４日
１５日
１７日
１８日
２０日

新月マルシェ
配食サービス事業
三役会
土曜本の会
休日開放図書館
広報１５８号 発行

防災だより４４号 発行
老人部会
そろばん教室
配食サービス事業

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。インスタグラムやフェースブックでも情報発信中！
「口和健康づくりの会」におじゃまして「SDGsってなに？」と題し
て、僭越ながら勉強会をさせて頂きました。（８月２６日）
口和健康づくりの会のみなさんのなかで、「SDGsってよく聞くけ
ど、実際のところはどういうものなの？」というお話になり、今回の勉
強会が開かれました。講師を探されたそうですがなかなか見つからなか
ったので、「これも情報発信！」ということでお話を頂きました。
とは言え、ぼくは専門家ではないので猛勉強(´▽｀*) 本などを読む
と、SDGsについて具体的な取り組みの紹介はたくさんあるのですが、
「なぜ」「なんのために」できたのかは、あまり詳しく紹介されていま
せん。でも、「なぜ・なんのために」がわかってこそ取り組めるものな
ので、今回は成り立ちと目的を重点的に、最後に日々の暮らしに落とし
込むという内容でお話させて頂きました。努力のかいあり（笑）、みな
さんからは「わかりやすかった」と、ありがたい感謝のことばを頂戴い
たしました。2030 年のゴールまであと 8年となった SDGs。日々の暮らしに取り組みのきっかけがありま
す。是非みなさんも、いまの暮らしと SDGsの目標を照らし合わせてみてください。
★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…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

＃口和がすき
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２０日
２１日
２４日
２８日
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『口和探訪・宮内編』 参加者募集！
雲伯街道がとおる宮内市場には劇場、牛市場、銀行が立ち
並び多くの人が行き交う時代がありました。
第 1回近県大会が開催された金尾原スキー場や本宮神社な
ど宮内の歴史や文化を学びながら宮内市場を散策します。
日 時 １０月８日（土）１０：００～１２：００
集 合 宮内ふれあいプラザ
参加費 無料
申込み 口和自治振興区 0824-87-2213
『秋の美クリーン運動』
日 時 １０月２日（日）７：００～
搬入先 口和自治振興センター 裏手
分 別 ❶燃えるゴミ❷燃えないゴミ❸粗大ごみ
❹きれいに洗ったペットボトルキャップ
問合せ 口和地区公衆衛生推進会 0824-87-2113
口和自治振興区
0824-87-2213

『くちわ文化祭 作品展』
開催日 １０月２１日（金）～１０月２３日（金）
会 場 口和自治振興センター
問合せ 口和自治振興区
0824-87-2213
庄原市文化協会口和支部（五島）
090-3287-3050
『なみか』新規発行・再発行
今月から備北商工会の各支所でも「なみか」カードの手
続きができるようになりました。詳しくは、備北商工会
へお問合せださい。
開始日時 ９月１日（木）～
開所日時 備北商工会口和支所（0824-89-2325）
月・水 ８：３０～１７：００
※支所によって開所日時は異なります
問い合せ 備北商工会本所（担当：前田、上神）
0824-82-2904
●［ ］内は、口和地域のゴミ収集日です。

１０月の行事カレンダー
日

月
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●日程は諸事情により変更する場合があります。

火

水

木

金

土
１

２

３

美クリーン運動

三者連絡会議

９

[プラスチック類]
１０

[燃えるごみ]
１１

[施設開放日]
１６

[燃えないごみ]
１７

[燃えるごみ]
１８

２３

[ビン・カン 有害]
２４

作品展
休日開放図書館
〔施設開放日]
３０

[ペットボトル・古着]
３１

４

５

６

７

８

口和探訪
そろばん教室
[その他紙類]
１２

[容器包装プラ紙パック]
１３

配食サービス事業

健康寿命向上セミナー

[新聞]
１９

[燃えるごみ]
２５

[その他紙類]
２６

創年大学講座

配食サービス事業

[燃えるごみ]

[ダンボール]

[燃えるごみ]
１４

１５

[容器包装プラ紙パック]
２０

[燃えるごみ]
２１

２２

広報 159 号
防災だより 45 号

作品展

[容器包装プラ紙パック]
２７

[燃えるごみ]
２８

[容器包装プラ紙パック]

作品展
土曜本の会
そろばん教室
２９

[燃えるごみ]

ごみの出し方ミニガイド
★ごみは正しく分別し、紙類以外は指定袋に入れて出してください。
『ごみステーションのルール』 ★収集日当日の午前８時までに、決められたゴミステーションに出してください。
【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
庄原市ごみの分け方ガイドから抜粋

【口和クイズ】 答え （クイズは１面）
ク イ ズ ： 口和体育祭はいつ始まったでしょうか？
答
え ： 昭和４５年 （１９７０年）

約５０年前に始まった当時は１日とおして行われていたけど
現在では午前だけの開催で、競技や会場を変えながら口和町
内唯一の全体行事として大切に継承されているんだモー。
２ページ「口和体育祭の沿革」もご参照ください。
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