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誠）

吉舎自治振興会は、 月 日(日）
「第 回ふれあい巴
まつり」を三年ぶりの晴れ渡る秋空のもと、吉舎生涯学習
センターや駐車場を会場として開催しました。当日は多く
の来場者で巴まつりを盛り上げていただき、楽しい有意義
な一日となりました。
開会式では来賓として、伊達吉舎支所次長、桑田市議会
議員をはじめ多くの方々からご挨拶をいただき、その後振
興会各部代表者からの力強い宣誓が行われました。
そして今年も日彰館高校吹奏楽部の素晴らしい演奏、書
道部の書道パフォーマンスではじまりました。
迫力のある文字で書かれたこの作品は「豊かな自然に囲
まれて、歴史と伝統を誇る吉舎のまち 故郷 この誇りを
次の世代に繋ぎ守り抜く」で、ステージ正面に掲げられ、
その横には昨年の作品も併せて会場内に飾られ、まつりの
雰囲気が一気に高まりました。
次に、豪華景品(？）が並んだビンゴゲーム、つきたての
きな粉餅がふるまわれ、多くの皆さんの笑顔があふれてい
ました。
屋外ステージでは、吉舎保育所園児による太鼓と歌、吉
舎小生徒の歌唱、吉舎中吹奏楽部の演奏、カラオケ、フラ
ダンス、日本舞踊など盛り沢山の発表が行われました。ま
た、ホール、ロビー、研修室では力作ぞろいの素晴らしい
作品（絵画、絵手紙、陶芸、編み物など）が展示され見る
人を魅了すると共に、この度初めて吉舎中学校から「後鳥
羽上皇と熱き和歌の時代」として作品の展示や、自治振興
会、吉舎地区民生・児童委員の皆さんが作成された７月西
避難に使
日本豪雨災害を教訓とすべく 水害の記録写真、
う物資・グッズなどの展示が行われました。外の会場では
店舗が並び、買い物客で終日にぎわいました。最後はみ
んなで「吉舎音頭」を踊り、福餅まきでまつりの幕を閉じ
ました。
拠点施設整備事業の関係で、現在の駐車場を会場として
のふれあい巴まつりは最後となるかもしれませんが、お越
しいただいた皆様に厚くお礼申し上げると共に、準備段階
から当日の後かたづけまで大変ご協力いただいた役員、部
員、地域の皆さまに感謝申し上げます。
これからも、地域の活性化と発展に向けて吉舎自治振興
会活動に、変わらぬご支援賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

15

（平岡
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ホームページ http://kisajichi.com/

第１１６号
みんなで創る 吉舎町の情報誌

2018（平成30）年 １１月１０日発行

吉舎町 人口の動き
人口:3,776人(-4人 先月比)
世帯数:1,704世帯
男:1,754人 6:2,022人
(平成30年10月31日現在)
（10月届出新生児 0人）
高齢化率(65歳以上) 46.2%

第1５回

21

中四字ふれあい祭り

28
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中四字自治振興会では 月 日（日）中四字コミュニティセンターにおいて
中四字ふれあい祭りを開催しました。午前 時の伊賀和志子ども神楽団の演
目・塵輪（人倫）をスタートに祭りが始まりました。小さな子ども達の一生懸
命な公演にみなさん感動され、終了後は並んで記念撮影。
バザーではおでん、カレー、とり串とも完売！農産物販売ではお目当ての新
鮮野菜をゲット！。老若男女たくさんの方に来場していただきました。
前日、当日お世話いただいた役員、部員のみなさまありがとうございました。
（岡本 伸三）
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安田ふれあい秋の集い！

月 日(日) 安田ふれあい秋の集いを開催しました。午前中は、安田小学
校の学習発表会です。『ミッキーマウスマーチ』を児童と教職員が合奏し、に
こやかに開始。『じゅげむじゅげむ』の演劇の台詞の面白さ、子供たちの尖
がった口からこぼれ出す呪文のような「じゅげむじゅげむじゅげむ」の言葉と
真剣な表情に観客の笑いが会場にあふれ、保護者の『花は咲く』や全員による
『ふるさと』の合唱に思わずウルっとしますがそこは我慢。
安田むつみ会のバザーの『うどん』や『炊き込みご飯』で腹ごしらえをして
午後の部。
出展された手芸・生花・竹細工・パッチワーク・書道・絵画・民芸品などを
鑑賞。『下駄飛ばし』『大声コンテスト』に全力で競技し、ワイワイガヤガヤ
かつ整然と人文字で『安田小』を描きドローンで撮影！仕上げは『えべっさん
とひょっとこさん』の特設ステージからの福まきに、餅やお菓子や『福』の争
奪戦。快晴の空のもとの『秋の集い』はみんなの記憶にいつまでも鮮やかに残
ることでしょう。
（平末 正巳）
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辻 「神殿入り（こうぞのり）」

月６日（土）灯篭の光の祭典 辻八
幡神社の神殿入り（広島県無形民俗文化財
指定）が行われました。
今年の祭りの最大の苦労は、前夜祭当日
に、台風 号が到来し、強風が吹く中の
祭りになったことです。私自身もこのよう
な経験は初めてのことでした。灯篭を道路
や田んぼの中に設置しましたが強風にあお
られ吹き飛ばされたり、着火が思うように
は出来なかったりと、何とか台風が通り過
ぎていってくれるようにと願っていまし
た。
ようやく風が少し止まった、午後９時過
ぎに、皆様のご協力により無事に、灯篭に
灯りを付けることができました。例年なら
多くの見物客で賑わいますが、今年は例年
に比べ少しさみしかったようです。平成最
後の祭りになりましたが、来年以降も祭り
は繋いでいきます。新元号の来年は盛大に
盛り上げていきたいと思います。
（辻神殿入り保存会 会長 小田 正則)
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室町中期に開創された
西光禅寺を訪ね体験学習！

21

敷地自治振興会では 月 日(日)に
文化財めぐりと体験学習を行いまし
た。訪れたのは敷地一ノ渡地区にある
臨済宗 西光寺です。まず草木染にみ
なさんチャレンジです。ほとんどの方
が初めての経験でシルクのスカーフを
思い思いにねじったり、一部分を輪ゴ
ムでしっかりと結んだりしてあかねの
液に約５分程度漬けて水洗い、最後は
乾 燥 で 終 了。世 界 に 一 枚 し か な い ス
カーフの出来上がりです！ 淡い赤に
白の模様素敵でした。
次は手すき和紙作り！紙の原料であ
る植物の説明、繊維質の取り出し方、
手すきの方法など教えていただきまし
た。最後はお堂の中でお寺の由緒の話
やお宝ものの説明を受け、檀上住職様
から般若心経を拝んでいただき心の中
もこの日の秋晴れのように清々しい気
持ちになりました。

まるごときんさい No116
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（大上 清隆）

10

草木染め・手すき和紙の体験！

“染めたスカーフを巻いて全員で記念撮影”

75 10

徳市地区敬老会・文化祭開催

36

月７日（日）午前 時より吉舎徳市自治交流センターで徳市地区敬老会・文
化祭を開催しました。 歳以上の敬老者は当地区では 名いらっしゃいますが、
名の皆さんが元気に出席してくださいました。松村教育長よりお祝辞をいただ
き、米寿の方２名に祝賀状を授与されました。
敬老行事終了後はティータイムでかしわ餅とお茶をいただき、「健康よもやま
話」と題して永谷洋理子先生に講演をしていただきました。「今やっていること
を止めないこと」が一番であり、健康寿命を延ばす事だと言われました。徳市の
皆さんは元気で働き、行事に参加、笑顔の絶えない人ばかり、これからも今やっ
ていることを止めず、徳市の健康寿命を延ばして行きましょうね！
昼食後は、徳市文化祭で皆さんに楽しんでいただきました。
地域の皆さんが何回も練習を重ねたピアノ演奏や女性部によるダンス・舞踊、
男性部による〝とくいち笑点〟などで、ご長寿をお祝いしました。準備から後片
付け、そして出演、スタッフの皆さん大変お疲れさまでした。
（中倉 政子）
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※詳しくは、吉舎町自治振興連合会または、各自治会事務局までお問い合わせください。
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シリーズ

松村紘二郎さん 敷地在住

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。

今回は一般社団法人きさ商工支援センター
事務局長の松村紘二郎さんを取材させていた
だきました。国道１８４号線沿いに、一里塚
の大樹をイメージしたシンボルタワーと現代
アート的な建物〝吉舎ふるさとプラザＸａ１
０４〟が出迎えてくれます。

■プラザＸａ１０４の役割は
Ｘａ１０４は、〝国道から古い佇まいの町
並みへ、日常から異郷へ、感性の世界へ、創
造の世界へ、そして吉舎町の情報発信の基地
へ「ここはトランスファー（乗り換え）の場」を運営コンセプトに、町内
各地域の自然や文化施設、特色ある行事などの観光案内をはじめ、介護老
人支援センターこじか荘〝虹色サロン〟などの集いの場の提供など、吉舎
町の情報発信基地として、総合案内施設の役割を担っています。
■施設運営で力を入れていることは
きさ商工支援センターが主催する春・秋のイベント開催や〝吉舎ふれあ
い祭り〟への協賛や、〝カープ・パブリックビューイング〟の催しには多
くの人が訪れてくださいます。また、商工支援の一環として、カイハラ産
業(株)の協力を得て、デニム生地や手芸品の販売を手掛ける他、地場産業
や農産物の振興を図るため、特産品・加工品などの展示販売をはじめ、施
設の構造を活かした絵画・写真・彫刻展の開催などに力を入れています。
地域の方々が楽しく集える場の提供、観光客のニーズに対応した施設運営
を心がけています。
■今後の課題や展望は
情報発信基地としての役割・機能から見れば、来町者へ自信を持って紹
介できる観光資源や施設が町内に少ないという課題があります。今後地元
の多様な団体と連携したイベントの企画・運営をはじめ、インターネット
を活用したタイムリーな情報提供により、観光拠点Ｘａ１０４の利用促進
を図っていきたいと考えています。そうした中で、銀山街道の歴史や吉舎
町の文化を掘り起こしている〝きさ・よいとこ発見隊〟のボランティアガ
イドの活用や無料貸自転車の運営を行う〝ＮＰＯシェイクハンドきさ〟と
連携した観光客を誘致する取組は、新たな挑戦でもあります。今後も観光
拠点としての役割を担うため、施設スタッフとともに趣向を凝らした運営
に努めていきます。

14

２２年の歴史を刻む〝Ｘａ１０４〟のネーミングは，「案内」「情報発信」をキーワードに，電話番号案内
「104」と化学記号の「Ｘａ」というロゴに辿り着き，Ｘａを〝キサ〟と読ませ，乗換えや出会いにより化
学反応のような何かが起きる事をイメージされたとのことでした。円形のシンボルタワーは〝ＩＣＨＩＲＩ
ＺＵＫＡ〟として新たに２１世紀への一里塚の大樹をイメージして平成５年に建立されました。（約３５０
年の風雪に耐えた下素麺屋一里塚が古市にあり，今は伐採され，切り株が歴史民俗資料館に展示されていま
す。同時期に尾崎山公園には五重塔のモニュメントが建立されています。）
県内外から訪れる観光客に映るシンボル〝Ｘａ１０４〟は，吉舎町の観光拠点・情報発信基地として誇れ
る施設ではないでしょうか。私たち町民の憩いの場・交流の場として大いに活用・支援していきたいと思い
ます。
三次市集落支援員（吉舎地区）徳永春喜

干支の折り紙講習会
日時 11月30日(金) 13時30分～15時ごろ 会場 吉舎生涯学習センター1階研修室
講師 赤木 賢治さん（君田・折り紙博物館館長） 材料費
３００円
定員 20名 申込み 11月22日(木)までに吉舎町自治振興連合会 ☎４３-７２７２ へ
ご連絡ください。定員になり次第締め切らせていただきます。

きさ まるごと日程表
11月11日(日)
11月18日(日)
11月22日(木)
11月25日(日)
11月25日(日)
11月25日(日)
11月30日(金)
12月 1日(土)
12月 2日(日)
12月 2日(日)
12月 3日(月)
12月 7日(金)
12月 9日(日)

8:45～
10:00～
10:00～
9:00～
10:00～
13:30～
9:00～
10:00～
14:00～
8:30～
8:30～

2018年１1月11日～１2月9日

ふれ愛まつりやわた
敷地ふれあい祭
きさ楽生塾 講演会及び修了式
高齢者配食サービス（敷地地区）
吉舎コミュニティセンター大掃除
徳市防災訓練・環境衛生講習会
干支の折り紙講習会
コミュニティセンター周辺環境美化活動
高齢者給食サービス（安田地区）
徳市ふれあいセンター祭り
しめなわ作り講習会
ＪＲ備後安田駅 清掃活動
花文字年賀状づくり
第１5回広島日展会総合小品展

５
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八幡小学校体育館
敷地コミュニティセンター
吉舎生涯学習センター
敷地コミュニティセンター
吉舎コミュニティセンター
吉舎徳市自治交流センター
吉舎生涯学習センター
八幡コミュニティセンター
安田コミュニティセンター
徳市ふれあいセンター
八幡小学校
ＪＲ備後安田駅
敷地グラウンド

11月18日（日）～12月16日（日） 休館日

月曜日

日(木) うよろしくお願いいたします。
なお、今回の『地域づくり懇談会』の内容
については、要旨をまとめたものを後日作
成し、自治連合会事務局にお届けします。
町民のみなさまには、作成後にまたご案内
いたします。

部 門
小学生
小学生

名 前
瀬戸 昇大
松田 純花

優秀賞

みんなでね 見守るからこそ 気づく事

小学生

原田 瑞央

最優秀賞

元気かな 顔見るだけで つながる地域

中学生

割下 萌

優秀賞
優秀賞
最優秀賞
優秀賞
優秀賞

この町はみんなの顔が見える「まち」
ことばで伝えて 心でつながる 吉舎の町
声かけて みんなで見守る 吉舎ネット
差しのべた その手がともす 命の灯
通学路 通る子供はみな我が子

中学生
中学生
高校生・成人
高校生・成人
高校生・成人

白附 青空
山﨑 四輝
滝本 柳三
明賀 眞佐子
増田 陽真

地域づくり懇談会開催
月

会場のすべてを

人で、例年に比べ

点で、昨年度改訂された「吉舎町まちづく
りビジョン」や「(仮称)吉舎町拠点施設建
設」の概要について、吉舎町自治振興連合
会の上垣会長や吉舎町(よきやどり)まちづ
くり検討委員会の川崎委員長から情報提供
を い た だ き、そ の 後「定 住、健 康、子 育
て・教育」という３つの分野についての共
通テーマのほか、市政全般にわたって多く
のご意見やご提案をいただきました。
そ の 主 な も の は，７ 月 豪 雨 災 害 を 受 け
て，災害復旧や避難所のあり方，中高一貫
校や日彰館高校の存続，自治連の活動交付
金や施設使用料などで、多岐にわたるもの
が出されました。
今回いただいた提案等を踏まえながら、

最優秀賞
優秀賞

標 語
広がるよ 笑顔であいさつ 地域の輪
助け合い 気づく心が 命を守る

!!

７月豪雨災害により延期となっていまし 引き続きご支援・ご協力をいただきますよ
た『地域づくり懇談会』を、

15

に吉舎生涯学習センターで開催しました。

10

地域づくり懇談会は住民自治組織単位で
開催し、吉舎会場で市内
終了しました。
吉舎会場の参加者は

19

当日は、懇談会の冒頭にまちづくりの視

やや少ない人数でした。

38

市政や行政運営に反映させていきますので

日（土）開催の「きさ教育の日」で表彰を行います。多数のご応募ありがとうございました。

月

点の中から各部門別に最優秀賞 点、優秀賞 点を決定しました。受賞者は下表のとおりです。

応募総数

༏༏༏ฏ༏༏ ３０６２
ਈฏ༏༏ ３１１１
電

『吉舎ネット見守り標語』受賞者決定！！

吉舎町高齢者・児童等支援連絡会議“吉舎ネット”では、まちの中で、見守り・助け合い・つながりの意識

を高めるための標語を募集しました。

6
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空き家の家財等を処分される方への
支援事業を紹介します！
■空き家バンク家財等処分費用補助金■
市内に空き家を所有している人（または市外か
ら移住し入居する人）が、居住部分の家財等の処
分や清掃を行う場合に経費の一部を補助します。

費用の２分の１以内（上限

万円）

来年の年賀状はオリジナルのけしごむハンコを使っ
て…自分だけのエクスリブリス(蔵書票）・・・図書館で今
話題のけしごむハンコ作りを一緒にしませんか？大人の
方限定のおたのしみ教室です。

★補助率

日時：１１月２３日（金）１０時～
場所：吉舎図書館
人数：４人
参加費：１５０円

※交付決定前の処分や清掃は、対象になりません。

「けしごむハンコ作り」

※ 補 助 金 を 交 付 し た 日 か ら ５ 年 間、第 三 者 に 賃 貸 ま たは 売 却
を目的として、補助金対象物件を三次市空き家情報バンクに登
録していただく必要があります。
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※補助金交付から５年以内に所有者個人の都合によって空き家情
報バンクの登録を取り下げるなどをした場合は、補助金を返還
していただくことがあります。

おとなのおたのしみ教室

20

【重要】対象者や交付についてはさまざまな要件があります。

定住対策・暮らし支援課へ！

＊ 定 住 対 策・暮 ら し 支 援 課

-

-

-

＊吉舎支所

-

-

-

-

家財の処分を考えておられる方は、まずはご相談くだ
さい。

詳しくは、

≪当日の日程≫

平成３０年度

8：30 開場
8：45 開会 会長あいさつ
8：48 吉舎町３保育所合同合唱

１１月１７日（土）

8：58 「第14回吉舎町児童生徒意見発表大会」
（青少年育成吉舎町民会議共催）

８：４５～１２：００

吉舎小学校・安田小学校・八幡小学校・
吉舎中学校・日彰館高校

9：38 「吉舎ネット」見守り標語表彰式・休憩
9：48 「第４回きさ音楽祭」開会
11：55

閉会 副会長あいさつ

12：00

音楽祭終了(予定)

町内の児童・生徒意見発表会と、きさ音楽祭を
同日開催し「きさ教育の日」として開催します。
子どもたちの意見発表や歌声をぜひ聴きにおい
でください！
入場は無料です。
※ 車はグラウンドへ駐車してください。
主催：平成30年度「きさ」小中一貫教育推進協議会
共催：青少年育成吉舎町民会議
お問合せ先：吉舎中学校 電話43－2115

１２月２１日(金) 101～
「お楽しみ会をしよう！！」

10 19
12 21

とき

26
28

22

30
22

12
3

１１月１５日（木）１０時～

「リトミックであそぼう」
会場 吉舎保健センター
会費 ２００円
内容

吉舎地域母子保健推進員

親子で保育所の雰囲気を楽しんでください。
とき：１２月２１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

5 14 16

し 尿 く み 取 り

30

3 12

２トン車
月 日 （月）
[くみ取り日]
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
☎０１２０-６３-４４５３

11

12 11 12 11

トレーニングマシンの利用

とき：１２月４日（火） 10時30分～11時30分
内容：「クリスマス飾りを作ろう」
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

30

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
月 日
◆ 時～ 時が利用できない日
月 ・ ・ ・ ・ ・ 日
月 ・ ・ ・ 日

保育所入所前の子どもさんとおうちの方対象です。

◎マシン巡回指導日…月曜日
９時 分から 時 分まで

※詳しくは広報みよし10月号をご覧ください。

◎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。

＊高齢者の方は公費で受けられます
＊実施期間：平成31年1月31日まで
＊対象になる方：65歳以上の方
＊自己負担額：1，000円
ワクチンの有効期間は、接種後
２週間から約５カ月間です。
年内には接種を済ませましょう。

三次市社会福祉協議会吉舎支所
☎４３-３３０１

●インフルエンザ予防接種が始まってい
ます！

とき

１１月２０日（火）１０時～１２時

「お茶会・クリスマス会準備」
会場 吉舎保健センター 会費 １００円程度
内容

お問合せ：三次市吉舎支所 ☎43-3111

１２月２０日(木)10130分～11130分
「お楽しみ会に来てください！」

発行・編集／ 吉舎町自治振興連合吉 三次市吉舎町吉舎718番地1 電話・FAX： 43-7272
三次市吉舎支所
三次市吉舎町吉舎368番地
電話：43-3111 FAX：43-3062
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