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「里山のむかし話」講演会を終えて
新型コロナウイルス感染症防止対策のため、延期を余儀なくされていた民話サークルの講演会を10月21日、民話
作家の「おかのしげる」さんをお迎えし、庄原のむかし話について自作絵本を披露していただきました。
「むか～しむかしの話じゃったそうな」とサークル部員の慣れない語り口調も、パワーポイントで映し出される絵本
の画像に助けられ、会場は民話の魅力に吸い込まれていきました。
講師のおかのしげるさんは、「永明寺の猫」には落語のおちがあり「砂が淵の大蛇」は雨乞の話と語りながらも、
一冊に込められた時代背景や暮らし、当時を生き抜いた人々の生きざまや願いなどを話されました。また郷土史に興
味を持ち、現地を取材しながら「気になったことを納得いくまで探索し、足で稼いだ証として絵本を完成されたこと
に深く感銘しながら民話絵本に魅せられたひと時でした。
参加者の「まだまだ聞きたい！」「知りたい！」という思いを残した講演会となり、今後、民話を切り口としたさ
まざまな活動に広げて行きたいと思います。


女性部

民話サークル
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おたがいさまネット事業 緩やかな見守り活動
七塚東区自治会 ネット会議開催！
10月8日（金）七塚東区自治会で、
自治会長・班長・
民生委員児童委員、ひとり暮らし高齢者等巡回相
談員によりネット会議が開催されました。
七塚東地域で「まわりのみんなに支えられ、楽
しく・安心安全に暮らし続けることができる」を
目的に取り組みについて具体的な話し合いが行わ
れました。見守りは、みんなでやろうではウソに
なる。基本的に隣、近所の住人で責任者をきめて
行う。災害時の高齢者等への安否確認・声かけな
どが決められました。住み慣れた地域で、
声を“か
けたり・かけられたり”しながら生きていく。人
と人との繋がりが大事であることを参加者の皆さ
んで確認されました。
（社会福祉部）

交通安全講習会
去る、10月25日（月）恒例の交通安全講習
会を開催。小雨パラツクあいにくの天候で10
数人の参加となった。庄原警察署交通課の署員
から、県内・庄原警察署管内の交通事故の状況
を聞く。死亡者の数もさることながら、事故件
数の多い事に驚きました。①この事故サポート
カーだったら…②免許返納をお考えの方に「マ
イカーとタクシーの利用」どっちがお得？等々
のお話し。その後、屋外に移動して、サポート
カーに一人ずつ乗せてもらい、前進・バックと
体験する。“なるほどよく止まる”と体感しま
した。
（老人部）

～地域で元気を育てる会～

第2回東地区歴史・文化伝承講座

10月19日(火)、庄原市社会福祉協議会主催
の地域で元気を育てる会～わしらが主役 うち
らが主役～ が開催され、サロンの代表者など
22名が参加されました。コロナ対策について
聞いた後、サロンでおすすめのレクリエーショ
ンを体験。様々なルールのじゃんけんゲームや
缶積みなど、みなさん笑顔で会話が弾み、盛り
上がっていました。
（社会福祉部）

東地区の歴史を学ぶための講座を11月6日（土）
に稲村秀介氏（三日市町）を講師に招聘し開催しま
した。テーマは「①国兼池とお米の話“おなかいっ
ぱい食べられますように”②国兼池と七塚原“弱
点は長所になる”」と題し、大きな川や山がない
この地に水を求め水田を増やしたことや当時国内
でもトップクラスの畜産施設の設置など先人たち
の苦労や功績を学びました。また、東地区には、
歴史的遺構や遺産、文化の伝承など後世に残さ
なければならな
いものが、まだ
まだ沢 山あるこ
とを教わりました。
次回、第３回は
来年２月を予定し
ています。
(文化教養部)

老人部主催 第７回 グラウンドゴルフ大会
【団体の部】
優 勝 三日市三区
準優勝 三日市二区
第３位 七塚西区
第４位 上原南区
第５位 三日市一区
第６位 上原一区
第７位 市
第８位 田原
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【個人の部】《男性》
優 勝 青木 義和
準優勝 南場 尚昌
第３位 山口 晏章
【個人の部】《女性》
優 勝 藤仲 明子
準優勝 児島 里美
第３位 咽原 喜久子

11月6日(土)、備北丘陵公園にて、グラウンドゴルフ
大会を開催致しました。 74名の参加者で各自治会対抗
戦及び個人戦を行いました。
天気にも恵まれ、各チーム、力のこもった白熱したプ
レーで盛り上がり、楽しいひと時を過ごしました。
(老人部)

東小学校 運動会
10月24日（日），東小学校運動会を行いました。
新型コロナウイルス感染症対策のため，今年度も
規模を縮小して午前中のみ開催としました。短距離
走やダンス，ソーラン節など，一生懸命取り組む姿
に，保護者から大きな拍手が送られました。
急に寒くなった日曜日でしたが，全校児童146名
が自分自身の１番を目指してやり切りました。

東小学校５年生 バケツ稲の挑戦
7月の振興区だよりに取り上げていただいた東小学校5年生のバケツ稲について第2弾を紹介しま
す。コロナ禍にあり活動が制約され、担任の先生と産業振興部がLINEや電話でやり取りしながら、
稲の生育の状況（1株の本数や草丈）や、さまざまな稲の生長に合わせた管理や作業内容を適期にで
きるように連絡をとりあって進めてきました。
まず、中干しと追肥（穂肥）です。その作業の目的や方法を聞いた児童は、中干しを行い、その後
追肥をしました。
次の管理作業は、病気や害虫が発生していないか観察し、水の管理もしっかり行います。また、稲
の基部では幼穂ができ、葉の最後となる止め葉が出てきて茎の部分がだんだん膨らんでくる（穂ばら
み期）ことなど稲がすごく変化し、同時に大きくなっていくことを説明しました。今年は、偏った天
気で、晴天続きの時は、水やりが大変だったようですが、無事収穫までこぎつけることが出来たよう
です。稲刈りは、10月7日に終わり、ハデ干し後21日に脱穀も無事済まされ、いよいよ籾摺りまで
こぎつけられました。担任の先生も初めての米づくりでうまく育つかどうか不安だらけのようでした
が、何とかお米になるところまで済み一安心されていました。児童のみなさんも最後まで熱心に取り
組まれ、私も嬉しく思いました。
（産業振興部）
植え付け後 35日目
生育調査と観察

8月31日

育つのはやっ！ 沖永 光輝
ぼくは，バケツ稲を，「育つのはやっ！」と思いながら育
てています。
なぜなら，最初のころは18センチメートルぐらいしかな
かったのに，次に見たときには，最初の倍以上に伸びていた
からです。その後も，見るたびにぐんぐん生長しているので，
稲の育つスピードはとってもはやいんだなと思いました。友
達の稲もどんどん大きくなっているのでびっくりです。
もっと稲を大きくして，たくさん収かくしたいです。

10月8日

ハデ干し

10月21日

脱穀
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～今年も美しい菊で華やかに～
10月15日から11月中頃まで、三日市三区の児島
茂春さんが昨年に引き続き、振興センター玄関へ菊
を飾って下さいました。丹精込めて仕立てられた菊
が美しく咲き、訪れる方々を迎えました。(事務局)

◇生涯学習教室の紹介◇
◎青牧俳句会◎

庄原市老連グラウンドゴルフ大会で
東地区が優勝！
！
10月26日(火)、備北丘陵公園で庄原市老人
クラブ連合会主催の第14回「市老連グラウン
ドゴルフ大会」が開催され、東城・西城・高野・
比和・口和・庄原等の各地区代表28チーム(168
名)が競いました。
東地区からはA・B・Cチームが出場し、そ
の結果団体戦で“東Aチーム”が優勝、更に個
人戦では三日市一区の南場尚昌さんと三日市二
区の松島悦子さんが第
2位、三日市三区の児
島里美さんが第3位に
入賞し、東地区の名声
を高めました。

お く り も の
香典返し

【教室情報】
開催日：第２火曜日／午後1時～午後4時
会 場：振興センター 図書室
毎月１回、俳句五句を持ち寄り、評価・添削し合
い、勉強しています。近年はコロナ対策で自粛して
いますが、1月は新年句会、4月は観桜句会、秋は
出掛けて吟行句会を楽しんでいます。
～興味のある方はぜひ教室を覗いてみて下さい～

七 塚 町 松尾 省莊 様 (故姉 丸林 由子 様)
田 原 町 新枝トシ子 様 (故夫 新枝 育司 様)
七 塚 町 松尾

茂 様 (故父 松尾 文男 様)

ご芳志ありがとうございました。
東自治振興区の活動資金として活用させていただきます。

振興区のうごき （10月20日～12月20日）

おまかせネット東 協力者募集!!
おまかせネット東の支援にご協力いた
だける方を随時、募集しています。
当振興センターへのご連絡をお待ちし
ております！

おまかせネット東
10月の活動（依頼相談 2件）

支援実施
〇倉庫屋根トタンの
ペンキ塗り
〇剪定・枝片づけ、
庭の草取り

１件
１件

■生 活の中での困りごとは東自治
振興センターへご相談ください！



（☎72-2854）

編集
後記

振興区の人の動き
（R3.9.30）
【住民基本台帳登載人口】

前年同月比

人

口 3,714－39
男

1,799－23

女

1,915－16

世帯数 1,784－11

我が家の次女が七五三を迎え、写真撮影に
行ってきました。動き回る子供…笑顔を引き出
そうとカメラマンの後ろで必死にあやす親、ス
タッフ。子供が成長し、写真を見ながら「こん
なことがあったんよ～」と話せる日を楽しみに
これからの何気ない姿もたくさん残していこうと思います。
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10月20日 ばあちゃんの味の会(女性部サークル活動)
10月20日 生涯学習部 部会
10月21日 民話サークル（女性部サークル活動）
10月25日 交通安全講習会(老人部)
10月25日 総務部 部会
10月27日 人権教育学習会(生涯学習部)
11月 2日 定例自治会長会議
11月 5日 編集委員会(だより180号)
11月 6日 歴史・文化伝承講座(文化教養部)
11月 6日 グラウンドゴルフ大会(老人部主催)（丘陵公園）
11月 6日 ヨガ教室(女性部サークル活動)
11月 8日 市民と語る会
11月 9日 エコサークル(女性部サークル活動)
11月12日 体組成計測定(老人部)
11月16日 ばあちゃんの味の会(女性部サークル活動)
11月23日 生涯学習教室 作品展示会・公開教室
11月25日 健康寿命向上セミナー
「運動機能向上+フレイル予防」教室
11月25日 総務部 部会
11月30日 高齢者防災研修(振興区・老連共同開催)
12月 1日 編集委員会(だより181号)
12月 3日 生涯学習研修会(生涯学習部)
12月 3日 振興センター大掃除・消防訓練
12月 3日 定例自治会長会議
12月 4日 ヨガ教室(女性部サークル活動)
12月14日 健康寿命向上セミナー 認知症予防教室

