月５日（日）敷地グランドで熱気球を揚
げ、たくさんの皆様に体験して頂きました。
比較的風が吹かない早朝６時から準備を
し、７時頃から３名から４名のグループで
順々に乗ってもらいました。
皆さん初めての体験で、上空に揚がるとき
は心配顔のようすでしたが、上空から見る風
景には大満足されたようです。
そして、「熱気球に乗るなんて一生ないと
思う！貴重な体験をしました！」と喜んでい
ただきました。
＊この熱気球は敷地出身の松本勘次氏のご
協力で揚げて頂きました。

「敷地ふれあい祭」開催！！

11

敷地自治振興会では 月
５日（日）敷地コミュニティ
センターで秋晴れの中、「ふ
れあい祭」を開催しました。
イベントでは、まず、地域
対抗輪投げ大会で始まり農産
物の競売、広島よしもと芸人
「松浜 心」さんのお笑いライ
ブショー、ビンゴゲームを行
い楽しんでいただきました。
展示コーナーでは手芸教
室、保育所、小学生、中学生
さんの作品、折紙展、日本の
世界遺産展示パネル展、昔の
写真展示などをおこないまし
た。
また、健康度チェックコー
ナーを設け筋肉値、体脂肪、
血管年齢、骨密度測定を行い、
市役所・山根保健師さんの健
康指導も行っていただきました。自分の健康状態がわかるということ
でたくさんの人が測っておられました。
女性部のバザーコーナーでは大盛況でお昼過ぎには、ほぼ完売にな
りました。
最後に吉舎中吹奏楽部の生徒さんの演奏で、みなさん歌詞カードを
みながら一緒に歌い楽しいひと時を過ごしていただきました。
スタッフの皆様には準備、進行、後かたづけ等いろいろとお世話に
なり有難うございました。
（大上 清隆）
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みんなで創る 吉舎町の情報誌

吉舎町 人口の動き
人口:3,864人(-6人 先月比)
世帯数:1,741世帯
男:1,796人 女:2,068人
(平成29年11月30日現在)
（11月届出新生児 1人）
高齢化率(65歳以上) 45.8%

2017（平成29）年 １2月10日発行
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グランドゴルフを楽しむ会

鎧坂 文雄）

コミュニティの玄関を花でいっぱい！

中四字ふれあい祭

11

12

中四字地区社会福祉協議会では、 月
日（日）中四字コミュニティセンターにおい
て中四字ふれあい祭を開催しました。
午前 時開会挨拶の後餅つきに始まり、バ
ザー、農産物の販売、今年初の試みのチャリ
ティマーケットなど各ブースはたくさんの来
場者で賑わいました。
秋の長雨の影響で農産物の出来は悪いと言
いながらも、十分な品数で沢山買って帰られ
る方もおられました。展示部門では区内の園
児、児童、生徒の作品のほか、押し花、サイ
ン色紙、来春廃止になる三江線各駅の写真な
どで目を楽しませてもらいました。
午後からは吉舎町合併時の町内を撮影した
ビデオ上映、ビンゴゲームを経て、今年も来
場された七福神による福餅まきで祭りを締め
くくりました。
役員、出展者のみなさまには前日準備、運
営、片付けと終始ご協力くださいまして本当
に有難うございました。 （岡本 伸三）
10

吉舎自治振興会では、 月５日（日）
吉舎公園において、地域の皆さんがふれあ
いと親睦を図る目的に、
「グランドゴルフ
を楽しむ会」を開催しました。
当日は快晴に恵まれ、和気あいあいと
ゲームを楽しむことができました。
ゲーム
が終わった後には参加者の皆さんから面
白かったけー、
またしょうやーの声が多く
ありました。
誰でも簡単にできる楽しいスポーツで
す。次回は多くの皆さんの参加をお待ちし
ています。最後に紙面をお借りして、ご指
導をいただきました、吉舎町グランド・ゴ
ルフ協会の皆さまに感謝とお礼を申し上
げます。
(体育部部長
13

月 日（月）安田小学校
１・２年生の３人が社会見学
の授業で安田コミュニティセ
ンターを訪問。館内を見学の
あとどんな人が利用するの
か？ひらすえさんは一体なにをしているのか？
いつ利用できるのか？などの質問をうけました。
『わたしは一体誰？』
以前、安田小学校の児童と輪投やグランドゴ
ルフを一緒にしたことや、先日の『ふれあい秋
の集い』での楽しかった福まきや美味しかった
バザーのうどん、とりの串焼きのことを話し、
「おっちゃんは遊んでいるようにみせてるけど
いろんな人の協力でみんながいろいろな行事に
楽しく参加できるようお手伝いするのが仕事な
んだよ」と話し、今後も仲良くすることを平田
さん、松島君、太田君と約束し見学をおえまし
た。
見学のお礼として、玄関の花の植え替え作業
を手伝ってくれました。みんなの笑顔で植えた
ビオラは、元気いっぱいに咲いてくれるでしょ
う！
（平末 正巳）
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教養講座ＤＶＤ鑑賞会

10

防災訓練実施

（中倉

政子）
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月 日（土）午前 時より吉舎徳市自治交流
センターで実施しました。
名の参加者は、調理室からの火災発生を想定し
て、通報避難訓練を行い、消火器の使い方、心肺蘇
生法、又、ＤＶＤでは自主防災組織についての学習
を行いました。
災害時には自分の身の安全を第一に確保し、日ご
ろから防災訓練や行事などへの参加、隣近所の付き
合いなどでコミュニケーションを図っておく事がと
ても大切になってきます。
いつ起こるかわからない災害。家庭でも避難場所
や避難経路、連絡方法など話し合う日を設けてはい
かがでしょうか？

23

月 日（祝）午前 時
より吉舎徳市自治交流セン
ターで開催しました。
今回は神石高原町小畠よ
り重松ご夫妻をお招きして
「黒い雨」を鑑賞後、井伏鱒
二との交流関係、重松日記
の事など詳しくお話してい
ただきました。
この映画は、
お招きしたご
夫妻のお父様（重松静間さ
ん）の重松日記（被爆日記）
が創作モデルとなっており、
生々しく広島の惨状が綴ら
れています。
意見交換をしながら平和
について考えるとても良い
機会になったと思います。

11

「ふれ愛まつり・やわた」開催

月 日（日）午前８時 分から八幡小学校にお
いて、「第 回ふれ愛まつり・やわた」を開催しま
した。
ふれ愛まつりは、雨になることが多かったのですが、
天候にも恵まれ晴天の下で開催することが出来、ス
タッフ一同ほっとしました。
八幡こども太鼓や、各サークルの発表、吉舎中学校
吹奏楽部の演奏、そして今年のオペレッタは、八幡小
学校の「校歌」や「八幡の四季」を作曲していただい
た横山菁児先生が、今年７月に亡くなられたので先生
を偲んでの追悼公演となり、卒業生たちも参加してく
れました。横山先生は、広島カープの応援歌「燃える
赤ヘル僕らのカープ」の作曲者でもあります。
最後は、八幡小学校卒業、東京でシンガーソングラ
イターとして活躍している田原凌祐さんのミニコン
サートを開催しました。 分余りの時間でしたが、
素晴らしい演奏と声で会場を魅了してくれました。
展示では、保育所園児や小学校児童の作品、地域の
皆さんからの貴重な作品を出展して頂き来場者に楽
しんでいただきました。
また、丹精込めて作られた農産物を沢山出品してい
ただき、展示販売は完売となりました。
スタッフの皆さん、ご協力いただき、大変ありがと
うございました。
（野上 清治）

11

きさ楽生塾では、 月 日（金）修学
きさ楽生塾
修了式
きさ楽生塾 修学旅行
旅行へ行きました。今年は、
「出雲大社と
月 日（金）きさ楽生塾修了
まがたまづくり体験」。出雲大社劀島根ワ 式を行い今年の皆勤賞の授与式を
イナリー劀まがたまの里劀八重垣神社と 行いました。
いう行程でした。
今年の皆勤賞は例年と比べ、若
８時に吉舎生涯学習センターを出発。 干少ない 名でした。賞状と副賞
尾道松江線に上がり、一路出雲大社へ。車 がわたされ、すべての日程を終了
中では懐かしの歌を歌ったり、話に花が咲
しました。
いたりと楽しんでいる間に、出雲大社につ
今年も、各クラブの講師の方に
きました。大鳥居からの参拝をするという は、一年間ありがとうございまし
ことで、朝から歩き。御利益を願って参拝。 た。来年も皆さんとお会いできる
神楽殿前で記念撮影でした。
のを楽しみにしております。
次は、島根ワイナリー。たくさん試飲の
楽生塾は、午前、講演会、午後
後、研修の本番でもある、
『いずもまがた クラブ活動ということで６月から
まの里伝承館』へ向かいました。
月まで行っています。今年受講
伝承館で昼食を済ませ、いよいよ、まが されなかった方も来年はご参加お
たまづくり体験です。みなさん、器用げに 待ちしています。来年もよろしく
削られ、まがたまの形となりました。飾り お願いします。（畑中 浩幸）
やひもをつけて完成。早速、首にかけてお
られました。
最後は、縁結びで有名な八重垣神社へ。
ほとんどの方は関係ありませんでしたが、
若干１名の良縁を祈って鏡の池で縁占い。
関係ない人も硬貨を占い和紙に載せて池
に浮かべておりました。良縁の結果を得、帰途につきました。
帰りの車中ではビンゴゲームを楽しみながら、無事帰宅となりました。来年も皆
さんと一緒に楽しい修学旅行が出来ますように願っています。今年参加できなかっ
た塾生さんも来年は是非ご参加ください。
（畑中 浩幸）
11
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12月 3日(日)～1月7日(日)
12月10日(日) 8:30～
12月10日(日) 14:00～
12月16日(土) 9:30～12:00
1月 1日(祝) 6:30～
1月 7日(日) 9:00～
1月 7日(日) 11:00～

2017年１2月3日～2018年１月7日
徳市地区イルミネーション
徳市地区
花文字年賀状づくり
敷地グラウンド
しめなわ作り講習会
八幡小学校
冬鳥観察会
灰塚ダム知和ウエットランド
2018年 初日を迎える集い
登美志山 山頂
花文字年賀状撤収
敷地グラウンド
三次市消防団吉舎方面隊出動式
三次市吉舎支所玄関前

きさ まるごと日程表

11

11

24

10

ホームページリニューアルに伴うURL変更のお知らせ

吉舎町自治振興連合会のホームページ
にアクセスいただき、ありがとうござい
ます。このたび当連合会では、12月6日よ
りホームページをリニューアルしました。
新URL：http://kisajichi.com/
新ページQRコード
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■空き家の状況調査を通して
吉舎町全域の空き家の状況調査を、各自治振興
会事務局の協力を得て実施しました。
その結果、現在空き家と見られる家屋の状況は
左図のような結果が得られました。その分布状況
は、吉舎町全域に拡がっていることが〝空き家マ
ップ〟により分りました。
今回の調査は集落単位での見聞等により推定
されるデータであり、現在、地域を巡回して現地
調査を行っています。
三次市では「空き家情報バンク登録」の促進を
図っており、集落支援員として三次市吉舎支所と
連携して、空き家の所有者や移住希望者の相談・
・

ターン、移住

手続き・現地案内等の対応に努めています。
今後も空き家の利活用や
U

促進等の定住対策を進めていきます。

I
空家E
空家
空家D
空家C
空家
空家B
空家A

200
150
100
50
0

三次市集落⽀援員（吉舎地区
三次市集落⽀援員（吉舎地区） 徳永春喜

１年間
１年間の活動を
をふり返って
ふり返って
吉舎町全域
15

95
36
51

166

空家Ａ 売却・譲渡又は予定の家屋

空家Ｂ 年間を通じて居住のない家屋
年間を通じて居住のない家屋（空家の定義）
（空家の定義）

空家Ｃ 年数回の
の使用又は居住のある
居住のある家屋

空家Ｄ 廃屋又は放置されている家屋

空家Ｅ Ａ～Ｄに分類できない家屋

三次市では，三次へ移住を希望される方に空
三次市では，三次へ移住を希望される方に空
家を紹介する制度として設置されています。
吉舎町には現在９
吉舎町には現在９戸の登録があります。
の登録があります。
集落支援員も、三次市吉舎支所と連携し、空
家の所有者や移住希望者の相談に対応していま
す。詳しくは、本誌の８ページをご覧ください。
詳しくは、本誌の８ページをご覧ください。

題も明らかになりました。

中で、活動を維持・継続するうえでの共通する課

一方で、活動を担っておられる方々に話を聞く

に発展し、広範で継続的な取組に繋がっています。

など、地元小中学校や高校と連携・協働した活動

れており、中でも環境保全や地域文化の掘り起し

化、行事等、地域の特色を活かした活動が展開さ

本町においては、豊かな自然や歴史・伝統・文

を掘り起こすことができました。

場していただき、活動の趣旨や地域の実情、課題

記事を掲載してきました。これまで７名の方に登

ーを設けていただき、地域を巡回して取材を行い

組んでいる人を紹介する〝人シリーズ〟のコーナ

ごときんさい」に、地域の活性化に積極的に取り

吉舎町自治振興連合会が発行する広報誌「まる

■広報を活用した地域連携

「空き家情報バンク
「空 家情報バンク登録」
登録」の活用を！
活用を！

吉舎町の課題として、少子高齢化や人口減少が挙

げられますが、各地域においては、後継者、特に若

い世代の担い手の育成が課題となっています。こう

した課題を解決していくためには、自治組織と行政

が協働した支援体制とともに、今後、活動への関心

や理解を得るための情報発信や交流等の支援が必

要です。

■一年の活動をふり返って

吉舎町の住民自治組織で取り組むべき課題を鮮

明にした「まちづくりビジョン」が公表されました。

「拠点を活かし、地域力高まるまちづくり」の実現

に向けて、①人・教育 ②交流 ③定住・環境 の三

つの基本方針・基本施策が示されています。この方

針は、本町の拠点施設整備にも反映されるもので、

町全体を視野に置いた共有すべき目標となる道し

るべです。

誰もが地域を誇りに思い、住み続けたい町に発展

させていくためには、拠点化の利点を活かして、将

来の担い手である子どもたちや若い世代の後継者

やリーダーの育成のための仕組みづくりや学校教

育との連携、世代間交流の促進など、新たな時代に

即応した地域コミュニティの形成が地域の活性化

へのキーワードになると考えます。

今後〝まちづくりビジョン〟の理念である「自分

たちの町は、自分たちで創る」という考え方に基づ

き、新たな〝まちづくり〟に向けて集落支援に努め

ていきたいと思います。

15

30

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

※年末のクリーンセンターへの直接搬入は大変込み合
いますので、お早めにお願いします。

※本庁の休日窓口サービスは、
１２月３１日（土）～１月３日（火）が休みです。

１２月２９日（金）～１月３日（水）

年末は１２月３０日（土）まで[直接搬入は正午まで]、年始
は１月４日（木）から通常通り行います。

次の期間、支所業務は休みます。

ごみの収集とクリーンセンターへの直接搬入は、

年末・年始の支所の休みについて

年末・年始のゴミの収集について

８０２０運 動とは、 歳 になっても 本以上 自分の歯を
保つことを目指す運動です。吉舎町では今年は３人の方（馬
屋原利徳さん、福井登美子さん、福藤サダコさん）が達成さ
れ、受賞されました。受賞された３人の方に、それぞれ歯に
関 す る 習 慣 な どを お 聞 き しま した。みな さ ん、楽 しみな こ
とについて話される笑顔が素敵でした！

お 口 の状 態 は、全 身 の健 康 と密 接 な 関 係 が
あ る ので、かかり つけの歯 科 医 での定 期 健 診
は大切です。

福藤さん(吉舎)
１日３回の歯みがき、歯科医で月１回
程度、定期のケアもしています。
５年前くらいからよく噛んで何でも食べ
るようにしています。
畑仕事や、月２回のサロン(輪笑会)に
参加するのが楽しみ。

20

【
お知らせ】 １月～３月開催の「
ヘルスアップ教室（
血管 若 返
り教室）全８回」の参加者を募集中です。申込みやくわしい
日程・内容は三次市吉舎支所までお問い合わせください。
第１回「 生活習慣病の お話」
日程：１月 日 水( ) ： ～ ： 吉舎保健センター
参加費：２００円（
初回のみ）
30

25

11

80

福井さん(吉舎)
１日３回の歯みがき、歯間ブラシも使用
しています。年２回の定期歯科健診もし
ています。
店の電話番をしながらカラオケをした
り、月１回の花水木サロン、月２回のリズ
ム体操に出かけることが楽しみ。
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吉舎ネット （吉舎町高齢者・児童等支援連絡会議）

月、各
地 区 の民
生委員さ
んと三 次
消防署吉
舎出張所
の署 員 さん
が、一 人 暮
らしのお宅
を、１軒 ず
つ訪 問 し、
住 宅 用 火 災 報 知 器 の設 置 点 検 を
はじめ、ガスコンロ・
ストーブなどの
火気状態や、健康状態などの確認
を行われました。
「何 かあったら、相 談 して」「お互
いに思いやっていこうね」と、今回作
成 した吉 舎 ネットの「
見 守 りパンフ
レット」を渡 しながら話 をすると、
訪問されたお家の方は、「
いつも身
近 に民 生 委 員 さんや消 防 署 の方
など色 ん
な 方 が声
か け、見
守 って 下
さるので、
安心です」
と、笑 顔
で答 え て
おられま
した。

月
日、民
生 委 員 さ んと 吉
舎 町 内 ４つの保 育
所 の園 児 さんが、
吉 舎 保 育 所 で、ダ
ンスや体 操 を通 し
て、楽 しく 交 流 し
た後、年 長 さんが
花 の植 え方 を習 い
ながら、「
きれいに
咲 いてね」と 気 持
ちを込めて花植え
をしました。
民 生 委 員 さんか
ら、「
小学校に行っ
ても、いつも 見 守
りしているよ」との
優 しい言 葉 ととも
に、手 づく り のメ
ダルをかけてもらって喜 んでいる園 児
の姿は微笑ましくてほっこり！
また、 月８日には、吉舎中学校の
生徒と民生委員さんとの花植え交流
もありました。
生活の中で四季
の移 り 変 わ り を
肌 で感 じてほしい
と企 画 さ れ た民
生委員さんや、花
を植えたみなさん
の思 いがこも った
花。春の開花が楽
しみです。
馬屋原さん(上安田)
朝晩の歯みがき、年２回の定期歯科健
診をしています。
するめはもちろん魚のから揚げの骨等
固いものも何でも食べます。
天気のよい日は、散歩。妻との花見や
買い物等のドライブも楽しみ。
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Ｆａｘ：４３-３０６２
電 話：４３-３１１１
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「きさ教育の日」開催
11月25日(土)午後から、「きさ教育の日」を開催しました。青少年育成吉舎町民会
議主催の「第13回吉舎児童生徒意見発表大会」と「きさ」小中一貫教育推進協議会
主催の「第３回きさ音楽祭」を「きさ教育の日」として合同開催しました。
当日は来賓の方々をはじめ、地域の方・小中学校の保護者など総勢約２５０人の
方に来場いただきました。
意見発表大会では「私たちの未来」というテーマで発表を行いました。吉舎小学校６年木村伊吹さん「優しさは、平
和へのスタート地点」、安田小学校６年白附青空さん「環境を守るために」、吉舎小学校６年中村望来さん「核なき
世界への第一歩」、八幡小学校６年吉川夏歩さん「豊かな自然と新しい自然」、吉舎中学校３年原田朋香さん
「JICA訪問から考えたこと」、吉舎中学校３年立上夏生さん「インターネットの使用」、日彰館高等学校３年坂本晋一
朗さん「大切にしていきたいもの」という題で、それぞれ自分の思いを発表しました。来場者の方からは「テーマを子ど
もなりに理解して発表する姿は、大人の胸を打つものがあった」という声をいただきました。
きさ音楽祭では、安田小学校の「太陽にチャレンジ」・「エール」からスタートし、八幡小学校「オペレッタ『八幡の四
季』」、吉舎小学校は１～３年生「パレード ホッホー」、４～６年生「栄光の架け橋」、全校で「Voices」を披露しました。
安田・八幡小学校の発表には、卒業生として中学生も参加し一緒にハーモニーを奏でました。その後、きさ泉コーラス
のみなさんによる「Birthday」・「見上げてごらん夜の星を」であたたかく優しい歌声を披露して頂きました。吉舎中学校
は１年生「unlimited」、２年生「HEIWAの鐘」、３年生「夢をあきらめないで」・「能『羽衣』の謡」を披露。続いて、日彰館
高等学校吹奏楽部のみなさんに「栄光の架け橋」の合唱を披露していただきました。
合唱が終わり、今年度は、吉舎中学校と日彰館高等学校の吹奏楽部のそれぞ
れの演奏の後、最後に合同で「Believe」を演奏し、来場者全員の大合唱で音楽祭
を締めくくりました。来場者からは「吉舎町内の団結と一体感の大切さ・絆を感じた」
「児童生徒の一生懸命な姿を見られて、元気をもらいました」という声をいただきま
した。多くの方にご来場いただき、ありがとうございました。
主催：青少年育成吉舎町民会議・「きさ」小中一貫教育推進協議会

おはなし広場 ★
１月６日（土）午前１０時３０分～
おしょうがつ

★

どんな本が入ってる？
ブ

ッ

と
ク

わくわくＢＯＯＫろ

き

テーマ

おはなし広場ポイントカードをお持ちくださいね！

いかがですか？
期間：12月12日～なくなるまで！
袋の中にはテーマごとに、３冊の本が入ってい
ます。何の本が入っているかは、開けてからのお
たのしみ！
気になるテーマの袋を借りて、いつもは手に取
らないような、本に出会ってください♪
大田印のある袋は
特にオススメ！
↓

＊今月の１冊＊
【一般書】

「ニッポンのおみくじ」
鏑木 麻矢／著 グラフィック社
もうすぐ新しい年がやって来ます。
初詣でおみくじを引いたことは誰に
でもあるはず。この本では「おみく
じ」のルーツから種類など興味深く
たくさんの写真で紹介しています。
伝統的な「おみくじ」から、かわい
いキャラクターや食品に詰め込んだ
ものまで幅広く網羅。初詣に行かれ
る前に、ぜひご一読を♪

～年末年始の休館日のお知らせ～
１２月２９日(金)～１月３日(水)は休館します。
年始は、１月４日(木)から開館します。
来年も吉舎図書館を、どうぞよろしくお願いいたします。
7 まるごときんさい No.105

三次市では、市内にある「今後住む予定のなくなった住宅」をご登録いただき、市外から転入される方の新たな住居
として紹介する「空き家情報バンク制度」を実施しています。
平成２８年度は、この制度を活用して、１１件の住宅が成約し、２４人の方が市外から転入して来られました。
もしも、そのような住宅をお持ちであれば、新たな活用を考えてみませんか？
吉舎町への移住を考えておられるご家族やご友人はおられませんか？三次市に定住のために移住される方にはさ
まざまな支援制度があります。これらの制度を活用して、吉舎町（三次市）への移住をおすすめください！
①空き家購入サポート事業補助金
空き家情報バンク制度を利用して物件を購入し、定住のために改修した場合、費用の1/2を助成（上限150万円）。

②移住者住宅取得支援事業
住宅を新築または中古物件を購入した場合、費用の1/10を助成。中古物件を改修した場合、費用の1/3を助成（上限は
いずれも100万円）

③Ｕターン者住宅・店舗改修事業補助金
Ｕターン者のために実家を改修する場合や、Ｕターンして家業を継ぐために店舗を改修する場合、費用の1/2を助成（上限
100万円）。※実家と店舗の両方の改修を行った場合の上限は150万円です。

④定住促進にかかる宅地購入・新築奨励金
移住者が、市内に住宅を新築した場合、住宅に関わる固定資産税相当額を奨励金として５年間交付。

いずれも事前の申請が必要です。申請時期が異なるものや併用できない制度もあります。
くわしくは、定住対策・暮らし支援課（電話62-6129／ＦＡＸ62-6235）または吉舎支所へお問い合わせください。
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し 尿 く み 取 り

25

２トン車
く[み取り日 １
] 月 日（月）
４トン車
く[み取り日 毎
] 週月曜日・火曜日
※年末は 月 ・ 日まで、
年始は１月９日から
※特に年末は混み合うため、
お早目の注文をお願いします。

12

申込先
三次衛生工業社
☎０１２０ ６-３ ４-４５３
月 日～１月３日は休みです

10

※

12

ト レ ー ニン グ マ シ ン の 利 用

毎日８時 分～ 時まで利用可能
場所 吉舎保健センター
利用できない日（
休所日）
月 日～１月３日
時 分～ 時が利用できない日
月 日
時～ 時が利用できない日
月５・
８日
◎マシン巡回指導日…毎週月曜日
９時 分から 時 分まで

◎閉館時は、市役所吉舎支所の宿直室
でカギを受取りご利用ください。

三次市社会福祉協議会吉舎支所
☎４３ ３-３０１

犬 ・猫 の 引 取 り

「
広島県動物愛護センター（
三原市）
」
の窓口の引取りのみです。

広島県動物愛護センター
三原市本郷町南方８９１５番地２
☎（０８４８）８６ ６-５１１

12

15

三良坂地域子育て支援センター
保育所入所前の子どもさんとおうちの方対象です。

とき：１月１６日（火）10時～11時30分
内容：「お正月あそび」
会場：吉舎保健センター
お問合せ：三良坂地域子育て支援センター
「みつばち」☎44-2136

親子で保育所の雰囲気を楽しんでください。
とき：１２月２２日（金）10時15分～11時15分
内容：「お楽しみ会をしよう！」
場所：吉舎保育所
お問合せ：吉舎保育所 ☎43-2522

１２月２２日(金)10～11時
「お楽しみ会」

とき

月～金曜日

会場

三良坂農村ふるさとセンター２階

9時～15時
保育士がいます。遊びに来てね！！
※12月29日～1月3日はお休みです。
お問合せ：「みつばち」☎44-2136

とき

１２月１９日（火）１０時～１２時

内容
会場

「クリスマス会」
吉舎保健センター

会費 ３００円
※参加希望の方はご連絡ください。１２月１５日締切り
お問合せ：三次市吉舎支所
☎43-3111

１２月２２日(金)10～11時
「お楽しみ会」

１２月２１日(木)10時30分～11時30分
「お楽しみ会に来てください！」
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