新年あけましておめでとうございます。
皆さまには、健やかに希望に満ちた新年をお
迎えのこととお慶びを申しあげます。
昨年は各地で想定できない災害が発生しまし
た。吉舎町においても７月５日から７日に避難
勧告・避難指示が発令されるなどの豪雨により
多大な被害が発生しました。自分の命は自分で
守ると共に、家族や近隣在住者の安全を守ると
いう共助、そして近助・互助による絆づくりの
必要性が強く感じられました。
私たちは、住民自治活動に取り組むに当って
の「道しるべ」として、２０２１年を目標にし
た「吉舎町まちづくりビジョン」の実現に向け
た 活 動 を 展 開 し て い ま す。「人・教 育」「交
流」「定住・環境」の三つの視点を基に、町内
の六自治振興会が一体となった活動に努めてい
ます。
今日、吉舎町においても長寿化社会を迎える
とともに若年層人口が減少しています。
吉舎町が安全で安心して楽しく暮らせ、幸せ
で住みやすいと実感できる町であれば定住人口
も増えていくものと思います。
そのためにも、まちづくりに向けての課題は
多様であります。主体者としての町民活動の重
要性がますます高まっています。
三次市においては、三次市吉舎支所や吉舎町
生涯学習センターなど吉舎町民が集う拠点施設
の整備計画が進展しています。夢と希望を語り
合い、行動し、感動を得られる場になれるもの
と期待しています。
このようなことから、吉舎町自治振興連合会
では、三次市吉舎支所の支援の下に、町内の各
種団体と共に町民の皆様の積極的な参画を得た
活動を進めて行きますのでよろしくお願いいた
します。
皆さまにとって幸多い年になりますよう祈念
し、新年のごあいさつといたします。
吉舎町自治振興連合会会長 上垣良三

新年あけましておめでとうございます。
町民の皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのこと
とお慶びを申しあげます。
日本漢字能力検定協会は、毎年全国から応募の多
かった漢字一文字を、その年の漢字として選定されま
すが、昨年は「災」の文字でした。
全国的にも、吉舎町においてもまさに災害を抜きに
して語れない一年であったと言えます。１月から２月
にかけての大寒波による水道管の破裂や凍結、７月の
豪雨や度重なる台風の通過など、多くの被害に見舞わ
れました。あらためて災害への備えやコミュニティの
重要性を痛感しました。
７月の豪雨災害では、昭和 年の災害に匹敵する
雨量となり、家屋の床上床下浸水、農地、農業用施
設、河川や道路などに多くの被害が発生しました。被
災された皆様方にあらためてお見舞い申しあげます。
さて、今年は「ものづくりの年」と位置づけて行政
運営を進めていきたいと考えています。
次の二点に力点を置いて進めます。
一点目は、多くの皆様方にご検討いただいた、（仮
称）吉舎町拠点施設の建設を進めていきます。未来の
吉舎町のランドマークとなることを願っています。
（ランドマークには、そこに戻って来るとの意味もあ
ります。）それと同時に、この施設を活かしたまちづ
くりの推進、いわゆるソフト面での活用策も皆様と一
緒にしっかりと作っていきます。
二点目は、昨年の災害への復旧工事の推進です。多
くの被災個所がある中、全ての個所を単年度で完了さ
せることは困難ですが、一日も早い復旧に努めます。
今年は、奥愛次朗館祖が日彰館を創立されて１２５
年の節目を迎えます。保育所から高校まである吉舎の
強みを活かしたまちづくりを、吉舎町自治振興連合会
と共に、町民の皆様と一緒に取組んでいきます。一層
のご支援とご協力をお願いします。
結びに、皆様方の今年一年のご多幸とご健康を祈念
し、新年のごあいさつとします。

三次市吉舎支所長
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ホームページ http://kisajichi.com/

第１１８号
みんなで創る 吉舎町の情報誌

2019（平成31）年 １月１０日発行

吉舎町 人口の動き
人口:3,765人(-1人 先月比)
世帯数:1,706世帯(+2)
男:1,751人 女:2,014人
(平成30年12月31日現在)
（12月届出新生児 2人）
高齢化率(65歳以上) 46.2%

2019 とみしの里 初日の出

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

「がんばろう広島」花文字年賀状完成！

12

敷地自治振興会では毎年
恒例の冬の風物詩「花文
字年賀状」つくりを 月
９ 日（日）に 行 い ま し
た。
なんと今年で 回目！
四半世紀にわたって続い
ています。
昨年の７月におきた西
日本豪雨災害で広島県も
各地区で災害が発生し多
くの犠牲者が出ました。
今回のデザインは災害が
起きた地区が一日でも早
く復興するよう願いをこ
め て「が ん ば ろ う 広 島」
にしました。
前日から小雪が舞う寒
い日でしたが、区民の皆
さまは元気いっぱいで作
業を行い、約１時間 分
で完成しました。
全員で完成を祝い、万
歳三唱をしそのあと女性
部が作った温かいうどん
を 食 べ て“ほ っ こ り”寒
さも飛んでいきました。
25

（大上 清隆）

30

2
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「生活習慣病予防のための料理講習会」の開催

30

高齢者給食サービス

ＪＲ安田駅清掃活動

〇千切大根とツナの炊き込みごはん
〇きのこのマリネ
〇さば缶詰と大根の煮物
〇簡単！かみかみサラダ

17

（平末

正巳）

月２日（日）安
田地区社会福祉協議
会は安田むつみ会の
協力を頂き、一人・
二人暮らしの高齢者
給食サービスを実施
しました。
ちらし寿司・鮭の
南蛮漬け・そうめん
うりの酢の物・小松
菜のあえ物・里芋の
煮物・まめ・みかん・
饅頭！
お昼時間に合わせて
手渡しされた、優しさ
満載の弁当を食べられ
る笑顔が安田のあちこ
ちにポッポッと咲きま
した。
いつまでもお元気に！

12

１２月８日（土）安田自治振興会は
安和会と共催でJR安田駅の清掃作業を
しました。
7月の豪雨災害の影響で運行が中断
していた福塩線がやっと復旧し、通学
の中高生や買い物・お出かけの地域の
方々が、気持よく利用できるよう、天
井～蛍光灯～窓～掲示板～時刻表～ポ
スター～庭木～駅名表示板～隅々まで
手分けして清掃していただきました。
ピッカピカにちかく磨いた『備後安
田駅』の駅舎表示板が曇った天候のな
かに一瞬のぞいた日差しでキラッと輝
いて見えました。

12

10

月９日（日）朝 時から「生
活習慣病予防のための料理講習会」
を吉舎保健センターで開催しまし
た。
本藤望美さん（三次地区医療セン
ター管理栄養士）を講師に招き、糖
尿病予防のお話（生活習慣病予防の
お話）と調理実習を行いました。
一般と高校生合わせて 名の参
加があり、調理後は会話をしながら
全員でおいしくいただきました。ご
参加ありがとうございました。

まるごときんさい No118
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「馬洗川草刈り作業実施」
16

月
日（日）朝 ９ 時 か ら 馬 洗 川 河 原
（七日市街裏側）の草刈り作業を吉舎ロー
タリークラブ協賛事業として実施しまし
た。吉舎自治振興会では同場所を蛍観賞の
場として利用しており毎年６月に「ほたる
を楽しむ会」を開催しています。本事業の
河川環境美化及び蛍の保護・自然繁殖の意
図に協賛し取り組みました。天気が心配さ
れましたが、作業中は雨も降らず１時間
分で作業を終えることが出来ました。この
活動でより多くの蛍乱舞が見られることを
期待します。皆様ご協力ありがとうござい
ました。
（小森 美咲）

12

ふれあい交流会

17

（岡本

伸三）

月 日（木）中四字地区の高齢者グループ「健朗会」の皆さんが、吉舎小
学校１年生 名と２年生 名を中四字コミュニティセンターに招待して、今年
もふれあい交流会を開催されました。
最初に健朗会のみなさんが用意されたお好み焼きと豚汁を囲んでお話会、ミニ
ゲームの後、１年生は現代版「もののけ物語」の劇を上演。続いて２年生は同じ
く現代版「泣いた赤鬼」の劇を上演。時には、笑いありで楽しく劇を鑑賞されま
した。
最後に子供たちと一緒に《ゆきやこんこん♪》の「ゆき」の歌を唄って、短い
ながらも楽しいひと時を過ごされました。

12

13

15

20

八幡保育所にサンタがやってきた！

（井藤

圭三）

「真赤なお鼻のぉトナカイさんは～♪」のメロディーが流れる八幡保育所にサン
タクロースがやってきました。
月 日（木）イブには少し早いこの日、八幡保育所の子どもたち６名と、
八幡保育所開放事業に参加した市内在住の子ども２名の所に鈴の音とともに大き
な箱が届きました。
大きな箱のプレゼントに子どもたちはビックリ！ 不思議そうな表情で見てい
ました。すると、中から「メリークリスマス！」とサンタクロースが飛び出して
きてビックリ！。驚きのあまりしばらくポカーンとしていましたが、サンタさん
だとわかると大興奮で飛び上がって喜んでいました。
質問コーナーでは、「何色が好きですか？」の子どもたちの質問に、サンタさ
んは、「赤ヘルの、赤じゃぁ～」と答えられました。「サンタさんも、カープが
好きなんじゃぁ～」とカープ大好きな八幡保育所の子どもたちは、喜んでいまし
た。
サンタさんと一緒に歌を歌ったり、踊ったりと楽しい時間を過ごしました。最
後は、待ちに待ったプレゼントです。サンタさんから子どもたち一人一人に手渡
しです。一足早いクリスマスプレゼントをもらい大満足の子どもたちでした。
12

4
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『干支の折り紙講習会』

30

吉舎町自治振興連合会で
は
月
日（金）に、
「干支の折り紙講習会」
を生涯学習センターで開
催しました。
君田折り紙博物館館長
の赤木賢治さんを講師で
お招きし、干支の亥（い
のしし）の折り紙を教え
ていただきました。いつ
もは前に先生のお手本を
出してもらい参考にしていましたが、今回は個性のある
作品を作ってくださいと先生からのお言葉により、お手
本無しでの挑戦です。四角い折り紙からどんな亥ができ
るのか・・先生の楽しく丁寧な説明のもと、時には隣同
士で教えあいながら折っておられました。それぞれ個性
あふれる作品が出来上がり、最後にみんなで作品を手に
記念撮影しました。
次回もまた「干支の折り紙講習会」で皆さんとお会い
できるのを楽しみに解散となりました。
(森 真弓)
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2019年１月19日～2019年2月3日

きさ まるごと日程表

徳市ふれあいセンター祭り

この時期としては珍しいほどの晴天
に恵まれ、 月２日（日）午前 時よ
り徳市ふれあいセンターで「徳市ふれ
あいセンター祭り」を開催しました。
お餅、こんにゃく、味噌、ジャムなど
の加工品や野菜の販売を始め、会場で
はおもてなし豚汁がふるまわれ、うど
ん、焼きそば、とり串などのバザーも大
好評でした。
最高に盛り上がるのは、毎年の事な
がら恒例の１００円福引。１００円硬
貨を握りしめ、お目当ての商品が当た
りますようにと長い列が続きます。
また、数当てクイズ（今回は容器に
入ったお金の総額当て）も行われ、一
番近い金額を書かれた幸運な人には、
シクラメンが贈られました。
当たっても当たらなくても、おいし
い物をしっかり食べて、会話も弾み、
笑顔が集まった楽しいひと時となりま
した。
（中倉 政子）
12

10

11

1月19日(土) 13:00～

新春グラウンドゴルフ大会

吉舎徳市自治交流センター

1月27日(日) 10:00～

新年お茶会

吉舎徳市自治交流センター

2月 3日(日)

敷地地区高齢者配食サービス

敷地コミュニティセンター

2月 3日(日) 9:00～

八幡地区卓球大会

八幡小学校体育館

電 話：４３-３１１１

Ｆａｘ：４３-３０６２

農業所得及び災害による雑損控除の収支計算相談会を行います
◆開催日時：１月２８日（月）～２月１日（金）９時～１１時、１４時～１６時

◆会

場：三次市役所吉舎支所２階

大会議室

◎農業所得について、平成３０年１月１日から１２月３１日までの期間の、農業に関する収入と経費
を合わせて収支計算を行い申告する必要があります。
事前に収支計算を済ませておいていただくと、確定申告時の手続きの時間短縮につながります。
農業に関する収支計算を事前に確認したい、または不明な点について相談したい方は、この機会にぜ
ひお越しください。
※ お持ちいただく資料…収入と経費のわかる預貯金通帳・請求書・領収書（レシート）など

◎また、申告時に７月豪雨災害による雑損控除の申請をされる方は、申告相談時、かなりの時間を要す
ることが予想されますので、この機会を利用して事前の個別相談をお勧めします。申告に使える損失額
を計算します。
※ お持ちいただく資料…被害を受けた資産の取得時期、取得価格のわかるもの。または、被害家屋の
取得価格が不明の場合、構造や面積がわかるもの。被害を受けた資産の取り壊し費用・除去費用・修繕
費用などのわかるもの。(請求書・領収書など) 保険金などで補てんされた場合は、その金額がわかる
もの。

＊ 確定申告は、２月１８日（月）～３月１５日（金）です ＊

(詳細は2月号をご覧ください)

会場：三次市役所吉舎支所２階 大会議室

７月豪雨で被災した小規模な災害（農
地・農業用施設）の補助事業について
昨年7月6日～7日の豪雨で被災した農地・農業用施設で、
工事費が災害復旧事業の対象とならない災害については、
三次市土地改良区の小規模農業用施設等補助事業及び単独
補助事業をご利用ください。
◇ 土地改良区単独補助 ◇
工事費が10万円以上60万円未満

補助率

2/3

◇ 小規模農業用施設等補助 ◇
工事費が30万円以上～工種ごとに限度額あり
補助率 2/3
【お問合せ】
三次市土地改良区
吉舎支所

平成３１年度

☎ 63-2406
☎ 43-3111

平成３０年度

日時 ２月１7日(日)９時～
（受付は８時３０分～）

会場 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
町民の方ならどなたでも参加できます！
参加費は無料。やきいもの無料サービスがあ
ります。当日の飛び入り参加も大歓迎です！
みんなでいい汗を流しましょう！
※当日傷害保険はかけられませんので、競技者各
自で自己管理をお願いします。
[申込・お問合せ]

卓球部部長 石井(電話43-2136)
＊申込書は、各自治振興会にもあります。

保育所新規入所・放課後児童クラブ新規入会申込受付中です

【受付期間】 １月７日（月）～２１日（月）

８時３０分～１７時１５分（土日・祝日除く）

【受付場所】 三次市役所東館２階 子育て支援課 または 各支所
◎ 夜間休日受付（子育て支援課のみ） １月１１日（金） １８日(金) １９時まで延長
１月１９日（土） ８時３０分～１７時１５分
※ ４月からの入所・入会を希望される方は、期間内に申込みをしてください。
※ 各申込書一式は、子育て支援課または各支所で配布しています。

吉舎ネット見守り標語 小学生の部 最優秀賞

「広がるよ 笑顔であいさつ 地域の輪」
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高齢者トレーニング教室が終了！
先日、トレーニングマシンを使った運動に認知症予防の内容を加えた「高
齢者トレーニング教室」が終了しました。この教室は、鳥取大学との連携
事業として、10月1日から12月10日までの毎週月曜日と水曜日に計
20回の教室を開催したもので、みんなの笑顔や笑い声の絶えない楽し
い教室となりました。
その結果、運動機能も認知機能も改善した人が多く、これからも多くの
人に参加していただきたい教室です。
認 知 症 は、誰 で も な る 可 能 性 が あ る 脳 の 病 気 で、65 歳 以 上
の4人に1人が認知症またはその予備軍といわれています。しかし、
早く気づいて適切な対応や治療を行うことで病状が改善され、病気
の進行を緩やかにすることができます。
認知症予防というと、脳トレのようなものをイメージしがちですが，
運動機能や栄養状態の改善を含む介護予防の中に含まれます。
運動機能の向上は認知機能にもよい影響を与えます。トレーニン
グマシンを使った運動や「元気はつらつラジオ体操」を続けていきま
しょう！

あけましておめでとうございます！
今年もよろしくお願いいたします。
吉舎図書館では、今年もみなさまの身近でお役に
立てる図書館づくりを目指し、頑張っていきます。今
年は吉舎拠点施設建設に伴う事柄も、徐々に予定
が入ってきます。ご迷惑をおかけすることも多いか
と思いますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

【児童書】

「かいちゅうでんとう」 みやこし あきこ/さく
福音館書店
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虹色サロン（三次市認知症カフェ認定事業）

三次市消防団吉舎方面隊出動式開催！

認知症カフェといっても、認知症の方だけの集まりでは

1月6日(日)、三次市消防出初式が十日市親水公園

ありません。誰でも気軽に参加できます。

で開催され、その後吉舎方面隊は三次市役所吉舎

会 話や 笑うこ とは 認知症 の予 防にな ります。み んなで

支所前で出動式を行いました。

集まって楽しくおしゃべりしましょう♪

吉舎親水公園での一斉放水では、今年も見事な

１月から新規オープン！！

アーチを描きました。
今年は火災・災害のない一年になるように、火の

★★「陽だまりカフェ安田」★★

取扱いに注意し、火災予防に心がけましょう。

・日時：1月29日(火)10：00～12：00 ※毎月第4火曜日
・場所：安田コミュニティセンター

災害の発生時には情報を確認して危険を感じた時

・参加費：100円

は、安全な場所へ避難する等の命を守る行動をお

【お問合せ】

吉舎支所

☎43-3111

願いします。

★★「こじか104」★★
・日時：1月10日(木)・2月7日(木)10：30～12：30
※毎月第1木曜日
・場所：吉舎 ふるさとプラザXa104
・参加費：100円
【お問合せ】老人介護支援センターこじか荘

11
30

し 尿 く み 取 り

22

２トン車
く[み取り日 ２
] 月４日（月）
４トン車

30

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

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
１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

31

☎43-4462

育児サークル

たんぽぽ

季節の行事を取り入れ、子どももママ
たちも楽しめる企画をされています。
今月は「どんぐり帽子」を作ります。寒い時期のお
出かけには、これがかかせませんね。材料は準備し
ます。編み物初心者でも簡単に作れます！
初めての方も気軽に参加してください！
保健師による育児相談と体重測定も行います。

保育所入所前の子どもさんとおうちの方対象です。

とき：２月１日（金）10時30分～11時30分
内容：「節分の製作とふれあいの時間」
会場：吉舎保健センター(健康増進室）
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：２月１３日（水）10時15分～11時15分
内容：「ホールで遊ぼう」
場所：吉舎保育所
お問合せ：吉舎保育所
☎43-2522

・日時：1月22日（火）10時～12時
・場所：吉舎保健センター 和室
・参加費：100円
【お問合せ】
吉舎支所 ☎43-3111

とき：３月７日（木）１０時～１２時
内容：「大きくなったね」
会場：吉舎保健センター
会費：２００円
吉舎地区母子保健推進員

２月１５日(金)10～11時
「おはなし会（絵本の宅急便)」
発行・編集／ 吉舎町自治振興連合会 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 まるごときんさい No118
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