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第２６回比和やまびこ祭

～ひびけ この声 心意気！！～

第１８回庄原みのりの祭典‘２１ ～いのち・みどり・未来～
１０月２１日(日)、「やまびこ祭」と「みのりの祭典」が庄原市比和総合運動公園で同時開催されました。
当日は晴天で、あたたかい日でした。
司会はテレビでおなじみの松本裕見子さんで、軽やかなトークでステージを盛り上げてくれました。松本さん
は休憩中にもかかわらず写真撮影や握手にも気軽に応じてくれました。
恒例のロードレースは全員で４７名の参加があり、元気に走ってくれました。
ステージでは比和小学校児童の合唱、比和中学校の生徒による
比和牛供養田植、おなご乱舞連の踊り、比和やまぼうしの太極拳、
清水アキラの爆笑ライブ＆トークショーがありました。
出店も多く、比婆牛サイコロステーキや比婆牛入りおこわなど、売り
切れてしまう商品もありました。
自治振興区が主催した地域対抗ゲームのフライングゲットは白熱
した試合を繰り広げ、景品もゲットしてもらいました。
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庄原市比和地区民ロードレース大会 結果
男子 １位

女子 １位

保育所の部

平岡悠吾

深川結菜

小学１年生の部

田口流星

﨑間心音

小学２年生の部

白根晟治

井上ひなた

小学３年生の部

岩倉伊吹

中谷菜摘

小学４年生の部

杠航太朗

加藤那奈子

小学５年生の部

植村昴生

田口来夢

小学６年生の部

杠蓮太朗

長谷川舞姫

一般の部

筒井椋也

第２回比婆いざなみ街道マラニック

いざなみック

２０１８

１０月２８日(日)、比和総合運動公園を拠点に 11 ㎞と６６㎞の二
つのコースでマラニックが開催されました。
11 ㎞のコースは比和町内を、66 ㎞のコースは比和・西城・高
野を走りました。
エイドステーション（休憩所）では、比和ならではの特産品を使
った料理などがふるまわれ、ランナーの皆さんが楽しみながら休
憩していました。各自治会の方々、地域活性化部の部員にエイ
ドステーションを手伝ってもらいました。
66 ㎞を完走したランナーは達成感にみちた清々しい顔でゴー
ルしていたのが印象的でした。

自治振興センターで、地域活性化
部が甘酒を、ＪＡ女性部が酒米リ
ゾットを勧めています

自治振興センターで、体験メニュ
ーのクロモジポプリを作ってもら
っています

城福寺下待避所で、三河内地域自治会
がかしわ餅を勧めています

あけぼの荘で、比和自治会がそばガ
レット、そばクレープを勧めています

初心者向け写真講座
簡単！お手軽！キレイな写真術
今年度２回目の写真講座を、講師に金山一宏さんを
お迎えして、吾妻山で開催しました。
今年は台風の影響で葉っぱがだいぶ落ちていました
が、吾妻山は紅葉を迎えていました。
秋の風景をカメラに収めた後は、吾妻山ロッジで写し
た写真を見ながら金山一宏さんに講評していただきま
した。

比和中学校が、比和牛供養田
植を長年にわたり保存と活用
に努めた功績で、第１６回広
島県文化財協会こども文化財
活動で表彰を受けました。

おめでとう
ございます。

第９４回広島県畜産共進会 種畜の部で比和
町から出品された牛が優秀賞に選ばれました。
第１部 肉用種種牛 成牛の部 優秀賞
名号 てんはせ５５の９ 出品者 秋田伊佐美
名号 ひらむつ３８ 出品者 平岡利夫
第１部 肉用種種牛 子牛の部 優秀賞
名号 かきうち５の１ 出品者 垣内とみこ
名号 よしふく３ 出品者 田川豊祥

おめでとうございます！

第７回
みんなの文化発表会

パソコン教室
参加者募集
今年も残り僅かになりました。
来年のカレンダーと年賀状をパソコンで
作ってみませんか？
初めての方、大歓迎です。
ぜひ、ご参加お待ちしています！
日時：11 月 20 日・27 日
12 月 4 日・11 日(全部火曜日)
13:30 から 15:30 まで
場所：比和自治振興センター
申込：８５－２６００まで
詳細は各戸配布のチラシをご覧下さい

１1 月の行事予定
（自治振興センター内）

バードウオッチング
今年も鳥たちに会いに行きませんか。
日時：１２月１日(土)
参加者
午前７時比和自治振興センター発
募集！
行先：米子水鳥公園
水木しげるロード
参加費：おとな ２０００円(昼食代含む)
小中学生 １５００円(昼食代含む)
幼児 ３００円(昼食なし)
お申込み・お問い合わせは平日 9 時から 17 時まで
比和自治振興センター 85-2600 先着順で締め切ります。

◎専門部より
・総務部―引き続きブナの森通信に寄稿をお願いする
・生涯学習部―やまびこ祭地域対抗ゲームについて
しめ縄作り 12 月８日(土)9 時～12 時
・地域活性化部―いざなミックのエイドステーション
で小中学生と酒米で作った甘酒を提
供する
◎あけぼの荘委託事業について
自治会などの景品に入浴券を使用して欲しい
ロゴが入ったタオルを 150 円で販売
◎いざなみックエイドステーションについて
◎市政懇談会について 平成 31 年 3～4 月に開催予定
◎道の駅たかのより 比和の出荷フェア 11/11(日)
◎郷土史研究会と共催 秋の研修旅行
「四国 大三島の旅」11/14(水)参加者募集について

☆放課後子供教室は 11 月 8・15・22・29 日(木)です。
☆子ども書道教室は 11 月 8 日(木)です。

11/5(月)読み聞かせ講座
11/20・27(火)パソコン教室
11/5(月)道の駅たかの「比和町の日」説明会
11/20(火)比和自治振興区役員会
11/6(火)男性いきいき講座
11/20(火)あんしんづくり会議/ＲＲＨＩＷＡ
11/6(火)みんなの文化発表会打ち合わせ
11/21(水)幸友会(大正琴)
11/9・16(金)大人の書道教室
11/25(日)みんなの文化発表会
11/10・17・24(土)やまぼうしの会
11/28(水)つきいちヨガ
11/11(日)化石発掘体験
比和町内その他の行事
11/12(月)定例民協
11/14(水)研修旅行「四国 大三島の旅」
11/14・28(水)運動教室
11/17(土)比和小学校学習発表会・芸術鑑賞会
11/15(木)地域活性化部会
11/17(土)ペタンク講習会
11/15(木)生涯学習部会
11/24(土)比和中学校文化祭
11/19(月)人権講演会

比和分館 図書館だより
秋も深まりだんだんと寒くなってきました。こたつに入り、ストーブの番をされ
ている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
比和図書館では今年度 2 回目の新刊書籍を購入しました。こたつのお供に本は
いかがでしょうか。ぜひ、比和図書館にお立ち寄りください。

一般書
チンギス紀 １ 火眼
北方謙三
集英社
チンギス紀 ２ 鳴動
北方謙三
集英社
ＡＩvs. 教科書が読めない子どもたち
新井紀子
東洋経済新報社
ぐるぐる♡博物館
三浦しをん
実業之日本社
ののはな通信
三浦しをん
KADOKAWA
愛なき世界
三浦しをん 中央公論新社
下町ロケット ２ ガウディ計画
池井戸潤
小学館
下町ロケット ３ ゴースト
池井戸潤
小学館
下町ロケット ４ ヤタガラス
池井戸潤
小学館
火のないところに煙は
芹沢央
新潮社
歪んだ波紋
塩田武士
講談社
「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋信頼
PHP 研究所
ブロードキャスト
湊かなえ
KADOKAWA
遺言。
養老孟司
新潮社
津久井智子の消しゴムはんこ。教室
―超人気教室のテクを大公開―
津久井智子 主婦の友社
あたらしい草花あそび
相澤悦子
山と渓谷社
パリ在住の料理人が教える誰でも失敗なくできる
スイーツレシピ
えもじょわ KADOKAWA
５回で折れる！折り紙おもちゃ
築地製作所 PHP 研究所
ピアノ・ソロ・ソングブック
シンコーミュージック・エンタテ

児童書
AI のサバイバル １
ゴムドリ co.
朝日新聞出版
湿地生物のサバイバル
洪在徹
朝日新聞出版
地中世界のサバイバル １・２
スウィートファクトリー 朝日新聞出版
ロボット世界のサバイバル １・２・３ 金政郁
朝日新聞出版
ざんねんないきもの事典 続々
今泉忠明
高橋書店
失敗図鑑―すごい人ほどダメだったー 大野正人
文響社
ノラネコぐんだん海と果ての怪物
工藤ノリコ
白泉社
ノラネコぐんだんパン工場
工藤ノリコ
白泉社
ふしぎパティシエールみるか １・２・３ 斉藤洋
あかね書房
おばけトリックアート １・２・３
北岡明佳
あかね書房
やさしい行事のこうさく 春・夏・秋・冬 竹井史郎
小峰書店

