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第31回吉舎ふれあい祭りは、ホームページにも掲載しております。ご覧ください。

回吉舎ふれあい祭り』
15

８月 日（水）三次市吉舎支所周辺
を会場に『第 回吉舎ふれあい祭り』
を開催し、
たくさんの来場者で賑わいま
した。
午後６時、
煙火の合図でお祭りスター
ト。小灯ろう点火イベントには、たくさ
んの方にご協力いただきました。
今年も抽選会のうちわや、子どもゲー
ムなど、行列が出来ていました。ステー
ジでは、吉舎中学校吹奏楽部、庄原タヒ
チアンガールズによるダンス、地元吉舎
町出身の田原凌祐ミニライブ、
そしてみ
んなで踊った吉舎音頭など、
たくさんの
催し物で楽しんでいただきました。
馬洗川沿いで今年の灯ろうコンテス
トの発表後、お待ちかねの大花火。２５
００発の花火が夜空を彩りました。
スタッフのみなさん、
ご協力いただき
ましたすべてのみなさんに感謝します。
ありがとうございました。
（畑中
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ホームページ http://kisajichi.com/

第１１４号
みんなで創る 吉舎町の情報誌

2018（平成30）年 ９月10日発行

吉舎町 人口の動き
人口:3,784人(-3人 先月比)
世帯数:1,709世帯
男:1,759人 女:2,025人
(平成30年8月31日現在)
（8月届出新生児 3人）
高齢化率(65歳以上) 46.3%
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安田ふれあい納涼の夕べ

（平末

正巳）

８月 日(月)『安田ふれあい納涼の夕べ』を安田小学校体育館で開催しま
した。会場の準備をしていると、ドロロロローッと遠雷が聞こえ、空が徐々に
暗さを増し、パラパラッと小雨が降り始め、受付や屋台を軒下に急遽移動。す
れすれセーフ！と思いきやドッカンと落雷の祝砲。大粒の雨も降り始め、参加
者は来てくれるのか？と心配しましたが、ビンゴゲームの開始の頃は例年を思
わせる盛況。
夏祭りに欠かせない『炭坑節・吉舎音頭・三つ拍子』の唄に合わせて盆踊り
の輪が体育館一杯に広がり、大道芸人『れもん』さんがジャグリングショーを
開始、その妙技に歓声が沸き、拍手喝采。最後は『れもん』さんと一緒にペン
シル風船を使って面白い冠や花など自由に作って大はしゃぎ。
ジャンケン大会・ヨーヨー釣り・お楽しみ抽選会の賞品を手に皆さん満足の
表情。カキ氷を美味しそうにシャキシャキ食べたり、生ビールをグイっと飲ん
だり、金魚を掬い損ねて残念がったり。そこにはそれぞれの『夏祭り』があり
ました。来年も！よろしくお願いします。
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灯ろうコンテストに出展しました

中四字自治振興会では、８
月 日に行われた「吉舎ふれ
あい祭り」の灯ろうコンテス
トに大灯ろうを出展しまし
た。今年は昨年より出展は少
なく、地域振興にちなんだ物
など６組の灯ろうは祭りを盛
り上げました。
中四字自治振興会の動物と
の絆を描いた作品は奨励賞を
いただきま した。制作、設置
等ご協力いただいた皆様あり
がとうございました。
（岡本 伸三）
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やわた ふれあいの夕べ

八幡自治振興会では、８月 日(火)午
後６時より八幡小学校グラウンドで、『八
幡ふれあいの夕べ』を開催しました。
前日、夕立があり、当日も心配いたしま
したが、良い天気に恵まれたくさんの人で
賑わいました。
ステージでは、八幡子ども太鼓、地元の
人たちのカラオケ、ひょっとこ踊り、そし
て、ふれあいの夕べといえば恒例の神楽。
今年も石見神楽波子社中による熱演で、お
客様に大いに楽しんでいただきました。
バザーでは、飲み物、氷、焼き鳥、焼き
そ ば、綿 菓 子、射 的、金 魚 す く い、ヨ ー
ヨーと盛りだくさんのメニューで、食べて
飲んで楽しんでいただきました。
終盤に全員参加の盆踊りをして大きな輪
が出来、大変盛り上がりました。
最後に各種賞品の当たる福まきをして、
最高潮の盛り上がりとなりました
。八幡ふれあいの夕べを楽しんでいただ
き、ふれあい、つながりの輪が少しでも広
がったのではないでしょうか。
（田上 孝治）
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突然の雨でドタバタ 敷地ふれあい祭
敷地自治振興会では８月
日
（月）に敷地グラウンドで『敷地ふ
れあい祭』を開催しました。午後２
時からの準備で用意万端、ところが
予 期 せ ぬ 雨 が 夕 方 か ら 降 り 出 し、
雷、稲妻と一時どうなるかと心配し
ました。
でも、スタッフ一同の熱い気持ち
が通じたのか、開始時間には小雨に
なり決行することが出来ました。た
だ、バザー会場は倉庫軒下で、イベ
ント会場はテント下と急遽変えて行
いました。
祭りはスケジュール通り出来まし
たが、この雨でお客様が昨年の半分
以下で青壮年会のバザーの売り上げ
もかなりきびしい結果となりまし
た。
しかし、役員、青壮年会の皆様も
地域の方や、帰省客のみなさんが楽
しんでいただけるよう工夫し、祭り
を盛り上げてくれました。
役員の皆様、暑い中での準備、遅
くなってからの後片付けなど本当に
お世話になり有難うございました。
（大上 清隆）
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８月 日（火）午後７時 分より吉
舎徳市自治交流センター体育館で「徳市
慰安の夕べ」を開催しました。
昨年よりは来場者も少ない中でした
が、老いも若きも輪になって、盆踊りか
ら始まりです。勇ましい太鼓に合わせ
て、口説きや炭坑節・徳市音頭を踊りま
した。
演芸の部では、バルーンアート・ゆら
ゆらゆれる不安定な土台の上でのジャグ
リング、支えのないハシゴの上でけん玉
など『れもん』さんのパフォーマンスに
子どもたちも大喜び。会場から熱い拍手
が沸き上がっていました。
カラオケは４名が出場、素敵な歌声を
皆さんに披露してくださいました。
恒例の福引では、毎年の事ながら盛り
上がりが最高、景品 点が幸運な人に
渡って行きました。
『れもん』さん手作りのミッキーマウ
スも景品となり、幸運の女神が下りた当
選者は、れもんさんと一緒に記念写真を
撮りました。
夏の夜のひと時を楽しく、にぎやかに
過ごす事が出来ました。スタッフの皆さ
ん、準備から片付けまで大変お疲れさま
でした。
（中倉 政子）

「おっさんの会」（男性料理教室） ７ 月 日（土）
朝 時から福永カ
フェにおいて今年
度２回目のおっさ
んの会が開催され
ました。
今回はトマトパ
スタ作りに挑戦さ
れ ま し た。講 師 の
説明を受けなが
ら、み ん な で 和 気
藹々と調理しまし
た。
次回は 月 日
(土）行楽弁当作り
の予定です。
興味がある方は
吉舎コミュニティ
センターまで連絡
下さい。
（小森 美咲）

「親水公園草刈り・清掃の実施」

10

28

11

17

８月５日(日）朝６時３０分から親水公園草取り・
草刈り・清掃活動が実施されました。当初は７月２
９日（日）の予定でしたが台風１２号が接近したた
めに１週間延期となりました。
予定がずれたにもかかわらず、１００名近い方の
ご協力をいただき昨年よりも早く作業が進み１０時
ごろには解散となりました。暑い中での作業お疲れ
様でした。おかげ様で河川がきれいになりました
し、無事祭りの下準備が出来ました。
ありがとうございました。

徳市慰安の夕べ
『れもん』さん
大当たり～

4
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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。

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

竹画会日本画展

八幡小学校体育館

9月16日(日) 11:00～

敷地寿会館

9月17日(祝) 11:30～

敷地地区敬老会
吉舎地区敬老会

吉舎生涯学習センター

9月23日(日) 9:00～

いこいの森

きのこまつり

吉舎いこいの森（吉舎町桧）

きさ楽生塾

講演会 「プラーナヨガで深い
リラックスを！」 岩崎 理恵さん
「神殿入」

吉舎生涯学習センター

辻八幡神社周辺

シリーズ

中倉政子 さん 徳市在住
今回は〝吉舎徳市婦人消防隊長〟の中倉政子さんを取材さ
せていただきました。中倉さんは、徳市自治振興会事務局
長も担われ、持ち前のリーダー性を発揮され地域振興の一
翼を担っておられます。今年三月には、これまで 年間の
消防団活動が認められ「自治体消防制度 周年記念表彰」
において〝優良女性消防クラブ表彰〟を受賞されました

活動のきっかけは・・・

吉舎徳市自治交流センター
吉舎生涯学習センター周辺

ふれあい巴まつり

徳市地区においては、火災などで消防活動の担い手とな
る男性の多くが地区外へ働きに出ていることから「女性で
地域を守る」との思いで、昭和 年５月 日に〝吉舎徳市
婦人消防隊〟を発足させ、現在 人の会員で活動を行って
い ま す。地 域 で は、住 民 の 交 流 が 盛 ん で、年 間 を 通 じ て
様々な行事が行われ、隊員の多くが役員を兼任するなど、日頃からコミュニケーション
がとれており、消防団活動がスムーズに行われているように思います。

八幡地区敬老会

徳市敬老会・文化祭

どのような活動をされていますか・・・

活動で大切にしていることは・・・

9月16日(日) 11:00～

10月 7日(日) 10:00～
10月14日(日) 10:00～

38

先ず一つ目は、出初式への参加や年末警戒などを実施し、地域住民の方に火災予防広
報活動を行っています。また、毎年地元消防団と合同で一斉放水訓練を行い、軽可搬ポ
ンプを使用した消火訓練を実施しています。二つ目は、年２回の地区防災訓練に参加
し、心肺蘇生法・ＡＥＤ操作など救急救命技術の習得をしています。三つ目は、避難訓
練時に炊き出しなどを行い、避難者への円滑な対応を心がけています。四つ目は、県が
主催する女性消防クラブ指導者研修会や講習会へ積極的に参加して技術力の向上に努め
ています。昨年度、隊員１名が防災士資格を取得したことで、隊員の防災意識の高まり
とともに、地域防災力の向上が図られています。

今後の活動では・・・

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

辻八幡神社

15

消防活動においては、緊急時には、予期しないことも発生しやすく、とっさの判断や
行動が求められます。先ず隊員の怪我や事故がないよう冷静に指示・伝達、役割分担を
適切に行いたいと思います。また、緊急時の情報収集や初動対応が重要です。隊員が即
座に集まり、率先して動くためには緊急事態を想定した訓練とチームワークが大切にな
ります。

安田地区敬老会
中四字地区敬老会

10月 6日(土) 21:00～

19 57

日頃から地域の活動に積極的に関わっている女性部の協力があればこその活動だと感
じています。地域の人から生の声を聞いたり、励まされることで遣り甲斐も生まれてい
ます。当地区では、今年初めて〝土砂災害を想定したワークショップ〟を開催し、顏を
突き合わせての世代を超えた交流と危険箇所の点検や避難経路等の共有を行いました。
このように、今後新たな試みに挑戦し、さらに訓練や研修を積み、地域の人に喜ばれ、
安心・安全を届けるため活動を続けたいと思います。
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9月16日(日) 10:30～
9月16日(日) 11:00～

9月28日(金) 10:00～

2018年９月１６日～2018年１０月１４日

きさ まるごと日程表

70

13

日本消防協会の統計データによると全国の消防団員数は減少が続いているという結果が出ています。しかし女性消防団員
は増加傾向にあり、昨年度の消防団数は１５４０団組織されています。女性消防団は地域の高齢者世帯への防火訪問や防
火啓発活動、応急手当等救急救命活動の普及や消防団広報、災害時における後方支援活動など幅広い分野に活動が広がっ
ているようです。吉舎町では安田地区にも女性消防隊が組織されており、自主防災で大切な〝自助・共助・公助〟に果た
す役割も大きいと思いますが、消防団活動の継承とともに、今後益々のご活躍を期待しております。
三次市集落支援員（吉舎地区）徳永 春喜

電 話：４３-３１１１

80

仮(称 吉)舎町拠点施設案について、８月
に町内６会場で説明会を開催しました。
27

日から

31

日の間

合計 人の方に参加していただき、たくさんのご意見を伺
うことができました。

実際の利用をイメージした具体的な質問や要望も多く、い

ただいたご意見の内容は、今後の実施設計の中で検討してい

きます。

【主な意見】

＊ホールの音響にはこだわりを。

＊ホールはダンスやスポーツなど様々な利用を考えて。

＊調理室はイベントや災害時の調理や配膳の量の多さを考
えて。

＊和室は茶道で使うことを考えた設えを。

＊放課後児童クラブなど各室から発する音の対策にも配慮
を。

（説明会の様子）

＊誰でも自由に過ごせるようなスペースと、自販機スペー
スの確保も。

＊高齢者や車いすを利用する人が

雨に濡れずに乗降できる入口を。

＊バスの乗降場はぜひ実現を。

＊敷地が浸水しても、防災拠点と

して機能するように。

＊国道からわかりやすく入りやすい

や保健センターなどの

場所になるように。

＊

周辺施設も連携した利活用の促進を。

＊できるだけ早い整備を。

X
a
1
0
4

Ｆａｘ：４３-３０６２

空き家情報バンク制度を利用して移住された方に，充実した補助事業を準備
しています！
■ 空き家購入サポート事業補助金 ■
空き家情報バンク制度で紹介している物件を購入し、定住のために 改修したら、改修費用の一部を補助します。

補助率は1/2以内
補助上限額は１５０万円

※小学生以下の子どもがいる家族の補助率は 2/3

■ Ｕターン者住宅・店舗改修事業補助金 ■
Ｕターンして実家の家業を継ぐために店舗を改修したら、改修費用の一部を補助します。また、実家の所有者がＵ
ターン予定者のために実家を改修した場合も、改修費用の一部補助があります。

補助率は1/2以内
補助上限額は１0０万円
※小学生以下の子どもがいる家族の補助率は 2/3
※実家と店舗の両方を改修する場合は150万円

※ 各補助制度の併用はできません。
※ いずれの場合も、工事を始める前に交付申請をしてください。
詳しくは、定住対策・暮らし支援課

TEL:0824-62-6129 / Fax:0824-62-6235

または、吉舎支所へお尋ねください。TEL:0824-43-3111
まるごときんさい No114 6

吉舎支所の職員の異動について
平成30年７月豪雨災害にかかる災害査定に対応し復旧を進めるため、三次市土木・農林
災害復旧対策本部が本庁に設置されました。
吉舎支所からは、高岡主任と市井主任の２人が産業環境部農政課（対策本部）へ異動と
なりました。期間は、12月末までの予定です。
これに伴い、８月20日から支所の体制を下図のとおり改めましたのでお知らせします。
支所長

安井 正則

次長

伊達 浩史

担当職員

音野 伸博
林 奈千代
今本 美緒（保健師）
岡田 亜希子（臨時）

主な業務

年金，医療，保険，福祉，住民登録，
戸籍，税，子育て など

係長

福永 和夫
井上 直樹

明賀 眞佐子

前田 玲子
東 一也

道路，河川，上下水道，公共施設，
住宅，産業，環境，消防防災，
地域づくり など

中野 誠二
（臨時）

災害対策補助

本のメッセージカード、募集中！
（応募） 定形はがき大の用紙
紙質・色・画材・技法は自由
応募用紙に必要事項を記入し、作
品の裏面に貼り、図書館に持参ま
たは郵送してください。
★親子やお友だちとの協力作品も大歓迎★

（昨年の「図書館賞」受賞作品）
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＊今月の一冊＊
【一般書】

「農家が教える軽トラ＆バックホー」
農文協/編 農山漁村文化協会
毎日の農作業に欠かせない
軽トラの選び方やたくさんの荷
物をラクに積み下ろしできる方
法などわかりやすく教えてくれ
る１冊。ぬかるんだ道にハマっ
た時の対処法など、実用的な
ものを多数紹介。バックホー
（ミニショベル）についても、使い
方や操作方法など明日からすぐ
に使える、農家にオススメの実用書です。

今年も、秋の全国交通安全運動が
９月 日 金( ～)９月 日 日( の)期間
で実施されます。
今年の広 島県交通安 全 年間ス ロ ー
ガンは 「
危ないよ スマホじゃなくて
周り見て」
です。一瞬の脇見運転が
大きな事故を引き起こす場合があり
ます。運転中の操作は絶対にやめま
しょう。
９月 日 水( 午)前 時から、Ｂ
＆Ｇ海洋センター駐車場において、
三 次 交 通 安 全協 会 吉 舎 支 部 が 街 頭 啓
発キャン ペーンを行い ます。ご通 行
の際はご協
力をお願い
します。

地域づくり懇談会
の開催
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26

平成30年７月豪雨の影響により
延期しておりました「地域づくり
懇 談 会」の 開 催 日 が 決 ま り ま し
た。

10

吉舎町の日程は次のとおりで
す。

◆日時◆
10月25日（木）19時～
◆場所◆
吉舎生涯学習センター（ホール）

30

鳥獣被害防止柵設置
補助金の 一次申請期

懇談のテーマは、「いつまでも住みたい、いつかは帰って来たいまち

限は10月30日です。

づくり」「いきいき健康日本一のまちづくり」「子どもの未来を応援
するまちづくり」です。

イノシシ等有害鳥獣による農作物等

地域で取り組もうとしていることや、地域が抱えている課題などにつ

への被害防止を目的として設置する

いて意見交換します。

防護柵等の資材購入経費の補助金一
次申請期限は、10月30日(火)となっ
ています。

保育所入所前の子どもさんとおうちの方対象です。

とき：１０月２日（火）10時～11時30分
内容：「おさんぽ」
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：９月１６日(日) 9時30分～10時30分頃
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

10

し 尿 く み 取 り
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２トン車
く[み取り日 ] 月１日 月(）
４トン車
く[み取り日 毎
] 週火曜日
申込先
三次衛生工業社
☎０１２０ ６-３ ４-４５３

30

30

ト レ ー ニン グ マ シ ン の 利 用

11

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
９月 日（木）

◎マシン巡回指導日…月曜日
９時 分から 時 分まで

※月曜が祝日の場合は巡回指導はお休み

◎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

27

補助金交付対象は、今年度４月以降
の購入・設置分となります。申請を
お考えの方は、お忘れのないようお
願いします。
必要書類等、詳しくは吉舎支所へお
問い合わせください。
吉舎支所
☎43-3111

とき：９月１８日（火）10時～12時
内容：「お茶会」
場所：吉舎保健センター
参加費：一家族１００円程度

お問合せ：三次市吉舎支所 ☎43-3111

とき：９月２１日（金)10～11時
内容：「保育所のおともだちと

あそぼう」
場所：敷地保育所
お問合せ：敷地保育所 ☎43-3074
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