講演会（ＤＶＤ鑑賞会）

灯ろうづくりイベント
31

ところ:親水公園<馬洗川>
三次市吉舎支所周辺

14

山野芋子

吉舎ふれあい祭り実行委員会
回目を迎える
で は、今 年
『吉舎ふれあい祭り』の「灯ろ
うづくりイベント」を７月
日（土）に生涯学習センターで
開催しました。当初、７月７日
に予定をしていましたが、西日
本豪雨により延期となり、若干
参加者が少い中、子どもから高
齢の方まで参加いただき、大灯
ろうの絵付け、小灯ろうの作成
や紙貼りを行いました。
手際よく作業ができたので、
お昼までにほとんど作業が終わ
り、みんなで大灯ろうの前で記
念 撮 影。お 楽 し み の 昼 食 の カ
レーライスをいただき、解散と
なりました。
お手伝いをいただいた参加者
のみなさん、そして、おいしい
カレーを作っていただいた吉舎
女性会の皆さん、ありがとうご
ざいました。
８月 日の吉舎ふれあい祭
りには、みんなで作った灯ろう
を、是 非 見 に 来 て く だ さ い。
待ってます。
（畑中 浩幸）
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８月１５日(水)
18:00-

ホームページ http://kisajichi.com/

第１１３号
みんなで創る 吉舎町の情報誌

2018（平成30）年 8月10日発行

吉舎町 人口の動き
人口:3,787人(+2人 先月比)
世帯数:1,712世帯
男:1,760人 女:2,027人
(平成30年7月31日現在)
（7月届出新生児 2人）
高齢化率(65歳以上) 46.3%

この度の西日本豪雨により、被害をうけられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。吉舎町自治振興連合会

６月 日(日) 安田自治
振興会と安田女子消防クラ
ブ共催で、救急・救命講習
会を開催しました。
備北消防吉舎出張所所員による救命処
置の説明のあと実際に参加者が模型をつ
かって救命処置の訓練。『だいじょうぶ
ですか？』から始め、いっち！にい！さ
ん！しい！で三十まで数え胸部圧迫し
て、ふーっと人工呼吸を２回。この繰り
返しでハードですがこれが救命の第一
歩。続いて、ＡＥＤの取り扱いを練習。
機器を見るだけでなく実際に自分で取り
扱う事。
一瞬の緊張と緩和。徐々に救命の動作
に慣れる貴重な一日でした。

料理教室が開催されました

梅

救急・救命講習会

安田子ども自然ガイド

６月 日(火) 安田子ども自然ガイ
ド（初夏編）に地元の人 人が参加し
ました。安田小学校の児童５名が、初夏
へと季節の移り変わりを感じさせる近く
の山道に自生・生息する山野草や生物を
ガイドし、日頃の観察の成果を披露して
くれました。
ヒメジオン、ホタルブクロ、ドクダミ
など９種類の山野草。コース終点の溜池
の樹木に生息し産卵中のモリアオガエ
ル。『約一週間で卵からかえります！』
大きな声で説明する児童の笑顔に参加者
の笑顔も満開。
次回は来年の３月に予定されている
『初春編』です。ユキワリイチゲ、セツ
ブンソウ、セリバオウレンなど希少な植
物が児童たちの初春のガイドを待ってい
てくれるのでしょう。
（平末 正巳）

24

26

22

（岡本

伸三）

７月 日（火）月１回の高
齢者料理教室が開催されまし
た。
今月のメニューは暑い夏に
合わせ、揚げカボチャと鶏肉
のポン酢和え、カボチャの冷
製 ス ー プ、梅 の 炊 き 込 み ご
飯、キュウリの梅酢漬けの４
品です。各々調理台毎に分か
れ手早く調理開始！１時間ほ
どで完成し、味見を兼ねたつ
まみ食い？この後試食会を楽
しみ散会となりました。
みなさん自宅でも美味しい
料理を作ってくださいね。

24

2
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グラウンドゴルフ大会開催！

28

結果報告
地域の部
団体の部
男性の部
女性の部

大変な暑さの中のプレー、選手の皆様ご苦労様でした！

優勝 本郷チーム
優勝 グラウンドゴルフ同好会Ａチーム
個人優勝
吉川 実様
個人優勝
福永カメノ様

日
敷地自治振興会では７月
（土）夜７時から敷地グラウンド・
ゴルフ大会を敷地グラウンドで開催
しました。
地域から７チーム、各種団体から４チームが参加され、２試合をおこないそ
れぞれの部の優勝を目指して熱戦がくり広げられました。

グラウンドゴルフ同好会Ａチーム

（大上 清隆）

桧 ホタル祭り

23

６月 日（土）八幡地 区桧「い
こいの森」において、第 回のホ
タル祭りが開催されました。
売店には、うどん・鳥串・イカ焼
きの他、ビールはもちろん清酒もあ
りで、暗くなるまでの間、各々に楽
しみました。
全員が注目するカラオケには、町
外から駆け付けていただいた方もい
らっしゃいました。
午後８時頃には主人公のホタルが
現れ、清流のせせらぎ音の中、飛び
交う様は幻想的であり、来場の皆さ
んは初夏の夜を満喫された様子でし
た。
この地域ならではの行事を大切に
育み続けていきましょう。準備・運
営に加わっていただいた皆様、あり
がとうございました。
（田上 孝治）

まるごときんさい No113
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本郷チーム

29

七夕まつり

マリーゴールドの苗を植えつけて

くださいました。

10

の皆さんが、花壇とプランターへ

７月１日（日）午前 時より
吉舎徳市自治交流センターグラ
ウンドで七夕まつりを開催しま
した。
真夏を思わす暑い天候の中、
先ず短冊に願いを書きました。
３本の笹竹に、赤・青・黄・
緑の短冊が揺れています。皆さ
んの願いが叶うといいですね。
きれいに飾り付けられた笹竹
をバックにそうめん流しの始ま
りです。
今回も女性部が持ち寄った野
菜で天ぷらや酢の物を作り、そ
うめんと一緒においしくいただ
きました。
天気は最高、今夜はきっと彦
星と織姫は、天の川で会う事が
出来ると思います。
（中倉 政子）

七夕まつりの後、ふれあい事業部

徳市を元気にする会主催

花いっぱい運動

13

高齢者の集い

25

30

30

（小森

美咲）

７月 日（水） 時 分から吉舎コ
ミュニティセンターにおいて、吉舎地区
歳以上の方を対象に平成 年度第１回
目の高齢者の集いが開催されました。
とても暑い中、 名の参加があり、今
本保健師さんによる熱中症のお話や元気
はつらつラジオ体操の紙芝居を楽しみま
した。
最後に紙芝居で得たポイントをおさえ
ながら参加者全員で元気はつらつラジオ
体操を行いました。
第２回目の開催を来年２月 日（水）
に予定しています。皆さんと元気にお会
いできることを楽しみにしております。

70

29

20
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後援:三次市教育委員会
吉舎町自治振興連合会
問合せ先 080-1923-4829 伊藤

シリーズ
このコーナーでは〝地域の活性化〟に積極的に
取り組んでいる人にスポットを当てシリーズで
紹介します。

今回は吉舎自治振興会会長でもあり、〝川魚の里愛護会〟会長の
平岡誠さんを取材させていただきました。

活動のきっかけは・・・
合併前の本町では河川整備・親水公園が整備されましたが、管理す
る受け皿がなく、観光という名目で馬洗川に放流された鯉への餌やり
等の業務を〝川魚の里愛護会〟の当時の会長（元郵便局長 石田正二
氏）から引き継がれて、町議会議員や商工会経営指導員等のご尽力に
より、現在は吉舎自治振興会会長がその業務を担わさせていただいて
おります。

チャリティーダンスパーティーin吉舎
日時:9月2日(日)12:00～
場所:吉舎生涯学習センター
見学無料
主催:吉舎社交ダンスサークル

８月５日（日）には、延期にもかかわらず、馬洗川の河川環
御 礼
境整備作業にたくさん参加いただきまして、誠にありがとうございました。
川魚の里愛護会・吉舎ふれあい祭り実行委員会

平岡 誠さん 吉舎在住

組織体制は・・・
〝川魚の里愛護会〟は、会長・副会長（中四字自治振興会会長・三次広域商工会吉舎支所）
と役員会・監査・事務局（会計）と協力団体である三次広域商工会吉舎支所、三次市吉舎支
所、三次農業協同組合吉舎支店、日彰館高等学校、吉舎中学校、吉舎小学校、吉舎保育所及び
趣旨に賛同する老人クラブなどの団体・会員等によって組織されています。運営には会費の
他、市の補助金や寄付金を活用させていただいています。

どのような活動をされていますか・・・
主には河川の環境保全や親水公園の維持管理に努めています。また、
一大観光イベントにもなっています〝吉舎ふれあい祭り〟の会場にも
なっている、巴橋から毘沙門橋までの区域の草刈りや草の除去などの一
斉清掃や吉舎小学校の総合的な学習の時間を活用した川の生き物を体験
的に学ぶ「馬洗川での学習」、蛍の観賞などに協力しています。

2018年８月１３日～2018年９月１７日

きさ まるごと日程表

活動で大切にされていることや課題は・・・

今回の〝川魚の里愛護会〟の活動を取材させていた
だき、またひとつ吉舎町の自然豊かな〝地域の宝〟を
再発見することができました。来る〝吉舎ふれあい祭
り〟は、親水公園河川敷一帯で灯ろう祭りや花火大会
が盛大に行われます。納涼を兼ねて清流に映える幻想
的な灯りを是非ご堪能ください。
三次市集落支援員（吉舎地区）徳永 春喜

安田小学校体育館
敷地グラウンド
八幡小学校グラウンド
吉舎徳市自治交流センター
三次市吉舎支所周辺
吉舎公園
安田コミュニティセンター
中四字コミュニティセンター
八幡小学校体育館
敷地寿会館
吉舎生涯学習センター

安田ふれあい納涼の夕べ
敷地「納涼の夕べ」
やわたふれあいの夕べ
徳市慰安の夕べ
第31回吉舎ふれあい祭り
吉舎公園整備作業
安田地区敬老会
中四字地区敬老会
八幡地区敬老会
敷地地区敬老会
吉舎地区敬老会

19:00～
19:00～
18:00～
19:30～
18:00～
8:00～
10:30～
11:00～
11:00～
11:00～
11:30～

8月13日(月)
8月13日(月)
8月14日(火)
8月14日(火)
8月15日(水)
8月19日(日)
9月16日(日)
9月16日(日)
9月16日(日)
9月16日(日)
9月17日(月)

河川の環境保全は自然環境を守って行くためにも大切です。一斉清掃
では、シルバー人材センターの方々に草刈をお願いし、日彰館高校の生
徒にはボランティアとして草の除去や清掃活動に協力していただいてい
ます。また官民を挙げての地域の方々のご支援があればこその活動で
す。今後、若い世代への継承や組織づくり、川を活かしたまちづくりや
観光資源としての有効活用などが課題となっています。
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活動で大切にされていることや課題は・・・
馬洗川流域の地域住民の皆様には、清流を湛える河川を守るために、
日頃から生活排水の垂れ流しや川にごみを捨てないなど、河川の環境整
備に対してご理解や活動をいただき感謝しています。今後ともご支援ご
協力をいただきますようお願いいたします。

竹画会日本画展

竹永克彦と日本画同好グループの作品展を開
催しています。メンバー十数名の作品(1人2～
3点)を一同に展示すると同時に、賛助出品と
して竹永克彦の作品も合わせて展示。個性豊
かな作品の世界をお楽しみください。
と
き 開催中～9月30日（日）
開館時間 10時～17時（入館は閉館の30分前まで）
休 館 日 月曜日 ※祝日は開館
※( )内は20人以上の団体
入 館 料 一般400円(300円) 65歳以上300円(200円) 高校生200円(100円)
※中学生以下、障害者手帳などの所持者とその介助者は無料

12

暑いときは食欲がなくな
りがち。３食バランスよ
く栄養を摂ろう。水分補
給もこまめにしっかり
と。

直射日光をなるべく
避 け、大 き め の 帽
子、首タオルでガード
しよう。

食事 Ｓｙｏｋｕｊｉ

遮光 Ｓｙａｋｏｕ

年７月豪雨災害について

睡眠 Ｓｕｉｍｉｎ

河川護岸

農地
農業施設（ライスセンター付近）

平成

市道①（橋梁）

写真は、今回の吉舎町における災害の被
害状況の一部です。

30

30

平成 年７ 月 ６ 日 金( か) ら の 豪雨 による
災害は、吉舎町においても大きな爪痕を残
しました。
今回の豪雨により被災された皆様に、心
からお見舞いを申し上げます。
河川や山林からの増水などに伴い、家屋
の床上床下浸水や農地、農業施設などへの
土砂流入など、その被災箇所や被害額は甚
大なものとなりました。
幸いにして、人命への被害はなかったも
のの、復旧には膨大な経費と時間を要する
ものとなりました。
今 後、市 と し て も 、市 民 生 活 の 早 期 復 興
に向け、最大限の対応と努力をしていく所
存です。
町民 のみ なさま 方の 格段の ご協 力も よろ
しくお願いいたします。
なお、この度延期になりました地域づく
り懇談会の日時は、決まり次第お知らせい
たします。

Ｆａｘ：４３-３０６２
電 話：４３-３１１１

市道②（路肩）

県道（路肩）

市道③（山腹）

山林

まだまだ熱中症対策を！！

熱中症予防の３Ｓ

暑苦しい夜は中々眠
れ な い も の。早 め に
フトンに入って身体を
休めよう。

ため池（堤体）
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空き家バンク制度を利用して吉舎町へ移住しませんか！
三次市への移住・定住希望者に登録物件を紹介する空き家バンク制度があります。
現在、三次市内では５１件の登録物件があり、そのうちの４件が吉舎町の物件です。
[吉舎町桧]

[吉舎町吉舎]

五右衛門風呂のある趣深い
古民家

広い芝庭付きの平屋住宅
売却物件

売却物件

希望価格：要相談

希望価格：300万円

[吉舎町清綱②]

[吉舎町安田]

国道からほど近い少人数住
居におすすめのコンパクト
物件

のどかな高台に立地
土間付きのコンパクト物件
売却物件

賃貸物件

希望価格：300万円

希望価格：5万円/月

★三次市の空き家バンク制度を利用して移住された方を対象とした支援事業があります。
詳しくは、定住対策・暮らし支援課

TEL

または、吉舎支所へお尋ねください。TEL

夏休みスペシャルおたのしみ教室 第２弾！

一日「お仕事」体験！
日時：８月２６日（日） １０時～
募集人数：３人
対象：小学生
内容：カウンターの仕事
新しい本の準備 など
図書館の人って、どんなお仕事してるん
だろう？夏休み最後の日曜日、図書館の
「お仕事」体験してみませんか？
※参加する人は、お気に入りの１冊を持って
来てください。写真を撮って、みなさんに紹介
させてください♪

～ただいま蔵書点検中～
現在、図書館では「蔵書点検」作業を行っていま
す。「蔵書点検」とは、所蔵している本がきちんとある
べき場所に収まっているか、行方不明になっている
本はないかなどを確認する作業のことです。皆さまに
気持ちよく読書を楽しんでいただけるよう作業してい
ますが、カウンターが留守の時などは、遠慮なくお声
かけくださいね！
7 まるごときんさい No113

0824-62-6129 ／ FAX
0824-43-3111

0824-62-6235

老朽危険建物除却促進事業補助金をご存知ですか？
老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれのある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成
します。

【老朽危険建物とは】・・・
①三次市に存在する不良住宅で空き家

②戸建て住宅か併用住宅（居住部分1/2以上）

③「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たしたもの

【補助額】・・・補助対象工事に要する経費の３分の１（最大３０万円 消費税含む）
【補助対象者】・・・
①老朽危険建物の所有者（土地所有者が違う場合は同意書が必要）

②老朽危険建物の法定相続人

③老朽危険建物が存在する土地の所有者（建物の所有者の同意が必要）
※市町村税および三次市の徴収する料を完納していること

【注意事項】・・・補助金交付決定前に工事着手した場合は、補助の対象になりません。
詳しいことのお問い合わせは、

三次市役所

0824-62-6166

23

30

16

22

とき:９月６日（木）１０時～
内容:「ミニ運動会」

し 尿 く み 取 り

30

２トン車
く[み取り日 ９
] 月３日 月(）
４トン車
く[み取り日 毎
] 週月曜日・火曜日
申込先
三次衛生工業社
☎０１２０ ６-３ ４-４５３

30

FAX
ト レ ー ニン グ マ シ ン の 利 用

11

0824-62-6385

毎日８時 分～ 時まで利用可能
場所 吉舎保健センター
８時 分～ 時が利用できない日
８月 日（
木）

◎マシン巡回指導日…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

30

都市建築課（本館４階）TEL

イメージ図（国交省HPから）

～～～町内一斉クリーン活動～～～
吉舎町内の小・中学校、日彰館高校合同の町内
一斉クリーン活動を今年も実施します。
各地域のみなさんもぜひいっしょに清掃活動へ
参加・ご協力をお願いします。

日時:９月２８日(金)午後３時～
（日彰館高校は14時40分～開始）
清掃場所は各地区・エリアに分かれて行いま
す。詳しくは、各コミュニティセンターに置いてある
吉舎中学校の「学校だより」をご覧ください。

今回は子育てほっとサロンと
なかよしひろばの共催企画！

会場:吉舎保健センター 会費 １家族２００円
主催：吉舎地域母子保健推進員と三良坂地域子育て支援センター「みつばち」

親子で保育所の雰囲気を楽しんでください。
とき：９月１６日（日）10時15分～11時15分
内容：「運動会においでよ！」
場所：吉舎保育所
お問合せ：吉舎保育所 ☎43-2522

９月２１日（金)

１０時～１１時

「保育所のおともだちとあそぼう」

とき:８月２１日（火）１０時～１２時
内容:「シャボン玉をしよう」
会場:吉舎保健センター

会費 100円程度

お問合せ：三次市吉舎支所 ☎43-3111

９月７日（金）１０時３０分～１２時
「体を動かしてあそぼう」
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