みんなで創る 吉舎町の情報誌
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2019（平成31）年 3月10日発行
吉舎町 人口の動き
人口:3,749人(-6人 先月比)
世帯数:1,702世帯(-3)
男:1,743人 女:2,006人
(平成31年1月31日現在)
（1月届出新生児 3人）
高齢化率(65歳以上) 46.2%

ユキワリイチゲ

（平末 正巳）
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リレー競争！

春の自然観察だよ
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閉校

10

ありがとう
ございました

安田小学校

平成 年３月 日（日）午前
時より、安田小学校体育館にて 安
田小学校『閉校式』・『閉校記念行
事』並びに『閉校を惜しむ会』を開
催します。
安田小学校は、明治９年（１８７
６年）
３月 日に安田村第七番八幡
小学校として創立されましたが、い
ま、わたしたちが何気なく利用して
いる携帯電話の祖先にあたる『電話
機』でグラハム・ベルが『ワトソン
君、ちょっとこちらに来てくれない
か』と通話した頃であり、翌年は、
せごどん！西郷隆盛の『西南戦争』
が勃発した時代です。
以来１４３年、安田っ子は、時代
を歩んできました。 平成が終わり、
新しい元号に変わる年に閉校となり
ます。
わたしたちを育ててくれた
『安
田小学校』に感謝し、これから吉舎
小学校で学ぶこどもたちを応援して
いきます。
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「ユキワリイチゲ」見ごろですよ！

ユキワリイチゲが上安田下郷の
自生地で見頃を迎えました。３月
下旬までは楽しめると思います。
安田絶滅危惧種保護の会会員が
中心となって、自生地の草刈、落ち
葉払い等、保護活動を続けており、
皆様をお待ちしております。また、
セリバオウレン、
セツブンソウもす
ぐそばで見ることができます。
詳し
いことは、
吉舎町自治振興連合会ホームペー
ジ http://kisajichi.com
または、安田自治振興会☎0824-43
-2827にお問い合わせください。

体験学習に行きました

14 17

（岡本

伸三）

中四字自治振興会では２月
日（日）役員・委員のみなさん
名で福山市の（株）阿藻珍味さんへ
竹輪手握り体験学習に行きまし
た。
到着後担当者の方から簡単な説
明を受けた後、手洗いを済ませさァ
開始！
すり身に体温が移らないよう、素
早くコネコネ・マキマキ個性いっぱ
いの竹輪が２本ずつ。焼き上げは本
職に任せ 分ほどで完成。愛情こ
もった味はどうでしたか？
鞆の浦で昼食後はガイドさんの
引率で古い町並み散策。重要文化
財でもある保命酒の酒蔵跡太田家
住宅、常夜燈、ポニョの島などの説
明を聞きました。情報発信の方法、
内容など参考になる事もあったか
も知れません。
当日は天気も良く参加されたみ
なさま、お疲れさまでした。
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合同研修旅行
22

２月 日（日）吉舎自治振興会と吉舎
地区社会福祉協議会で廿日市・宮島方面
へ研修に行きました。参加人数は 名で
した。
午前中はちゅーピーパークで担当者の
説明を聞きながら印刷工場を見学し、新聞
製作の工程を学びました。
午後からは宮島へ渡り、
やまだ屋でもみ
じ饅頭手焼き体験を行いました。
しっかり
手を洗い、もみじ饅頭の由来、材料、作り
方の説明を受けて挑戦。皆さん上手に焼か
れていました。自分で作ったものは美味し
く感じます。
その後、１時間ほど自由時間を楽しみ吉
舎へと帰りました。
たくさん参加していただき、楽しい研修
が出来ました。ありがとうございました。
（小森 美咲）
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清隆）

八幡地区卓球大会
寒くても熱い戦い！

八幡自治振興会では、２月３日（日）
午前９時から八幡小学校体育館で八幡地
区卓球大会を開催しました。
朝は、多少太陽が顔をのぞかせている、
寒い日でしたが、小学生 人、中学生・
一般 人、応援者を含めると約 名の方
の参加がありました。
今年は大会日が丁度、節分の日に当り、
表彰の後に福豆まきを行いました。中に
は福を３個も拾って大喜びされた人もお
られました。また子どもたちも喜んで、
たくさんの豆と福を拾って賑わいました。
大会は、熱戦の中にも笑顔が広がり全
員ケガ無く終了し、寒い日の一日を、楽
しく過ごして頂けたのではないかと思い
ます。
大会結果は次の通りです。
小学生低学年の部
優勝
和田 優芽（ゆめ）
小学生高学年の部
優勝
間
智啓（ともひろ）
一般男子の部
優勝
野上 清治
一般女子の部
優勝
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55

役員研修会

（大上

14

岡本 久美
（敬称略）
（井藤 圭三）
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敷地自治振興会では２月
日
（土）に役員研修会を実施しまし
た 参加者は 名でした。
今回は全国でも珍しい、天気を
テーマにした江波山気象館に行き
ました。この建物は被爆建物で昭
和９年に建てられ広島市の重要文
化財に指定されています。（当時
の様子を伝える傷跡、気象観測の
資料を見ることができます）
館内で昨年の７月の豪雨のデー
タなどの天気図の説明を聞き、突
風カプセル・タイフーンボックス
での体験や雷実験の観察など行い
ました。
この学習、体験は身近の事でも
あり皆さん大変貴重な経験をされ
たと思います。
お昼からは近くのマリーナホッ
プ内の水族館や食事をするなど楽
しんで帰りました。
19

２月 日（日）午前 時より吉舎徳市
自治交流センター体育館で「徳市かるた大
会」を開催しました。
名の参加者でしたが、５チームに分
かれて、かるた取り、すごろく、ボール入
れの３競技で戦いました。
かるたを取る構えはすごい、一斉にかる
たを見つめ、かるたを叩く「はえたたき」
の音が体育館へ響きます。
すごろくでは、順調に進んでも、ゴール
間近くで行ったり戻ったり、なかなかゴー
ルまでの数を出すことが出来ません。最後
にボール入れを行い、総合得点でトップが
同点に。サイコロの目で最終決戦、優勝は
６を出した紫チームでした。
半日でしたが、終了後にコーヒータイ
ム、これが徳市のコミュニケーションの原
点です。
（中倉 政子）

２月４日（月）午前１０時より開催しました。
生活習慣病のお話しを聞いた後、節分行事。手に
は豆を持って鬼の登場を待ちます。
登場と同時に一斉攻撃、あっという間に鬼さん退
散。嵐の去った後は大変なことに・・・。

徳市かるた大会
節分行事
いきいきサロン
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高齢者給食サービス

75

節分料理を配食しました！

30

70

敷地社協と振興会は２月３日（日）に
八幡地区社協では、２月 日（日）に
高齢者配食サービス（２回目）を行いま
女性の会の皆さんの応援をいただき、高
した。
齢者給食サービスを行いました。
女性部のみなさんが真心こめて、福を
朝８時 分にコミュニティセンターに
集合し、ちらし寿司・カブの酢の物・野
巻き込みながら恵方巻を、男性軍は元気
菜の煮物・カキフライ・白身魚フライと
な体になっていただくようにイワシを焼
きました。
いったメニューで弁当を作り、掛け紙は、
お昼前には出来上がり、地区社協の役
今年も奥村精吾さんにお願いして、みか
んの絵の入った手作りのすばらしいもの
員が対象者の方 名に配りました。
を作っていただき弁当に添えました。
早速“ありがとう”のお礼の電話もあ
り喜んで頂けたと思います。
お昼過ぎには社協役員の皆さんで、
（大上 清隆）
歳以上の一人暮らし、 歳以上の二人暮
らし約 名の家庭に「お元気ですか。今
年も持ってきました。長生きしてくださ
いね。」と一言を添えて配達しました。
「最高に美味しかった」「毎年気を使っ
てくれて有難う」と喜んでいただきまし
た。
ご協力いただいたスタッフの皆さんに
感謝いたします。
（井藤 圭三）
67

70

4

まるごときんさい No120

緒方

翔さん ご家族

新シリーズでは、「吉舎町まちづくりビジョン」の基本施策でもある「人や地
域でつなぐ心通うまち」をテーマに、日々の暮らしや地域への想いなどの取材
を通して、皆さんと共に〝まちづくり〟について考えて行きたいと思います。

敷地在住
‐菓子舗「参彩堂」を経営‐
関東地方に住んでいた私たち家族は、６年前
に敷地に移住して来ました。三次市の空家情報
バンク登録物件を数か所巡る中で、自然豊かな
ロケーションと田園の広がる立地条件の良さに
魅せられたことや元々菓子店を営んでいた関係
で、日本の伝統的な建物でもあり、趣のある蔵
を工房として改修できることが決め手になりま
した。
商品開発に当たっては、地産地消を第一に考
えて、地元産のピオーネや蜂蜜、酒、山の芋、
米粉などを使用した菓子作りを軌道に乗せるこ
とができました。
往来の少ない山間地で菓子店を経営していくためには、お客様を如何に
呼び込むかにかかっています。インターネットでの販路の拡大は、何処に
住んでいても出来る事なのですが、敢えて田舎の利点を活かして、畑作に
よる原材料の調達や小さな暮らしの中で、地域の人たちと関わり、自然に
人が寄り集まるような賑わいをもたらしたいと考えています。
この地に暮してみて、〝人が温かい〟ということが、店を経営する上で
も後押しとなっています。移住を決めて店舗を開く際には、地元商工会や
青年部、地域の方々から、気にかけてくださるなど、出会いを通して繋が
りが生まれ、地域の祭りやイベントなどで商品をアピールする機会を提供
していただいていることに感謝しています。
今は〝地域に根付きたい〟との思いが強く、菓子舗経営の傍ら地元ＮＰ
Ｏシェイクハンドきさや商工会青年部に加わり、吉舎町を盛り上げるため
の活動に参画しています。
今回は敷地に移住された緒方さんご家族に登場していただきました。店舗
経営にはご両親も関わっておられるのですが、ご自身は若き担い手として
吉舎町の活性化のためにアクティブに活動をされています。菓子舗「参彩
堂（みさいどう）」の由来は、三次の一字を「参」に充て、「彩」という
字が好きだったこともあり、蔵を「堂」と見立て名付けられたそうです。
地域に誕生した菓子舗「参彩堂」が吉舎町の銘菓として育まれるよう期待
三次市集落支援員（吉舎地区） 徳永春喜
しています。

交流発表会 開催

30

17
照一）

三次市文化
連盟吉舎支部
では、２月
日（日）午後１
時 分より吉
舎生涯学習セ
ンターホール
にて、
「交流発
表 会」を 開 催
しました。
開会挨拶の
あ と、各 団 体
の舞台発表を
行 い ま し た。
きさ泉コーラ
スの唄で始まり、とみし民謡会、、県民踊柴田教室
吉舎支部、さなえ歌謡によるカラオケなどの発表を
行いました。また、特別ゲストとして、フラサーク
ル・ハイビスカスによるフラダンスや桧山増栄さん
による歌と民謡を披露していただき、多いに会場を
盛り上げていただきました。
１００人以上の
観客の中、各団体
の舞台発表に、沢
山の拍手をいただ
きました。大勢ご
来場いただき、誠
にありがとうござ
いました。各団体
では、会員を募集
しております。お
気軽に声をかけて
ください。よろし
くお願いします。
（寺戸
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安田地区
檜 いこいの森
徳市地区
安田小学校
八幡地区

高齢者給食サービス
しいたけ・なめこ ほだ木づくり
徳市地区一斉清掃
安田小学校 閉校式
八幡地区一斉清掃

3月10日(日)
3月17日(日) 10:00～
3月24日(日)
3月24日(日) 10:00～
3月31日(日)

2019年３月10日～2019年３月３１日

きさ まるごと日程表

シリーズ「きさＬＩＦＥ」 Ｎｏ．２
吉舎町まちづくりビジョン～人や地域でつなぐ心通うまち～

美術館あーとあい・きさ

コレクション展 Ⅲ つちの声・木のこえ 開催中～３月３１日（日）日本画・洋画・水彩画など

電 話：４３-３１１１

Ｆａｘ：４３-３０６２

ありがとう！安田小学校
～平成３１年３月末、１４３年間の歴史に幕～
安田小学校は、明治9年八幡迫郷蔵に創立され
その後昭和22年の学制改革によって、吉舎町立
安田小学校となりました。

幕
さった横断
作ってくだ
が
方
の
域
地

安田小学校では、「自然・文化・人」を学ぶべ
く地域とともにさまざまな活動に取り組んで
きました。

真剣勝 負 ！

でも楽しく。
（平成20年

）

なかでも平成3年から取り組んだダルマガエル
の保護活動は、平成20年の「日本鳥類保護連盟
会長賞」受賞をはじめ三次市化学賞特選など数々
の賞を受賞されたほどです。
また、ブッポウソウ、ユキワリイチゲ、セツブ
ンソウなどの希少生物も大切に守っています。
学習発表会で
ダルマガエルの研究を発表

をする児童
安田駅の掃除
）
（昭和51年頃

学習発表の場である「秋のつどい」や、25回
にわたり開催された「ひまわり駅伝」は地域のい
こいの場となりました。
温かな地域に根ざした「安田教育」。その精神
は、これから先も長きにわたり1,234人を数える
卒業生の胸に刻まれ、誇りとなることでしょう。

地域に根づいた

秋のつど

いで学習

発表

ユキワリイチゲ

最後の在校生と教職員のみなさん

31

まるごときんさい No120

４月の選挙のお知らせ

吉舎ネット見守り標語 小学生の部 優秀賞 「みんなでね 見守るからこそ 気づく事」

平 成 年 ４月 に、次 のとお り 選
挙が予定されています。
有 権 者 の方 には、三 次 市 選 挙 管
理 委 員 会 から投 票 案 内 のハガキが
送付されます。

広島県議会議員選挙
投票日 ４月７日（日）

【期日前投票】

日（日）

日（土）
～
４月６日（土）

30

三次市役所本庁及び各支所

３月

三次市長選挙

４月
21

三次市議会議員補欠選挙

投票日

20

【期日前投票】

日（月）
～
日（土）

15

三次市役所本庁及び各支所

４月

忘れずに！

投票場所や時間については送付さ
れるハガキをご覧ください。
投票日 にご都 合が悪 い方 は、期 日
前投票をご利用ください。

大事な投票

活動「こども郵
便局」
（昭和51年頃）

6

市外へ転出される方へ

をご確認ください。

新 し い 住 所 へ 引 っ 越 し さ れ る 前、ま た は 引 っ 越 し さ れ た あ と

詳しくは「広報みよし３月号」

14

日以内に転出の届出が必要です。

きをしてください。

◎転出の届出時に必要なもの

合は、４月１日までに廃車の手続

・印鑑

手続きをしていない車両がある場

・届出人の本人確認ができるもの

りや還付はありませんので、廃車

（運転免許証・保険証など）

の途中で廃車した場合でも、月割

※本人または同一世帯員以外の方が届出をされる場合は、委任

くは使用者に課税されます。年度

状が必要です。

登録されている車両の所有者もし

※保険証や受給者証、印鑑登録カードをお持ちの方はご持参くだ

軽自動車税は、４月１日時点で

さい。

賦課期日は４月１日です

※届出時には、新住所を記入していただきますので、確認して

おいてください。

軽自動車税の

おはなし広場 ★
４月６日(土)午前１０時３０分～

★
ぶ く ろ

と き

テーマ おひなさま
おはなし広場ポイントカードをお持ちくださいね！

【児童書】 ＊今月の１冊＊
「えらいこっちゃのいちねんせい」
かさい まり/文 ゆーち みえこ/絵

今回も大田セレクト
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アリス館

変更後

広島空港

９：００

９：２０

吉舎中学校前

９：５５

１０：１５

三次駅前

１０：２２

１０：４２

吉舎町一斉防災訓練を実施しました

◎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

変更前

「手型・足型を作ろう」
吉舎保健センター 会費 １００円程度

し 尿 く み 取 り
２トン車
く[み取り日 ４
] 月１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
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
３月 日（
木） 時～ 時
◎マシン巡回指導日…金曜日
９時 分から 時 分まで

16

30

主要停留所
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電話・FAX： 43-7272
電話：43-3111 FAX：43-3062

発行・編集／ 吉舎町自治振興連合会 三次市吉舎町吉舎718番１
三次市吉舎支所
三次市吉舎町吉舎368番地

11

☎４３ ３-３０１

犬 ・猫 の 引 取 り

お問合わせ：「みつばち」☎44-2136

22

「
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。

三良坂農村ふるさとセンター２階

30

げます。

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

保育士がいます。遊びに来てね！！
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出発時刻を２０分繰り下

内容
会場

３月３日（日）町内一斉防災訓練を実施しました。
参加者数は吉舎町全体で１３４６人、昨年より１００
人以上多くの方が参加されました。
町民のみなさん、各自主防災会・方面隊・関係機関
の方々のご参加とご協力、ありがとうございました。

時

◇三次方面行きの第１便の

昨 年 の 訓 練・７ 月 豪 雨
による避難を経験しての
訓 練 で し た が、今 回 の 訓
練 へ の ご 意 見 や 気 づ き・
反省を今後の訓練や 実際
の災害時に活かしていき
たいと思います。
今回の訓練に参加でき
な か っ た 方 も、も し も の
時 に は ど う す る か な ど、
ご 家 族・ご 近 所 で 話 を し
てみられてはいかがで
しょうか。

時～

を一部変更します。

☎43-3111
お問合せ：三次市吉舎支所

バスのダイヤ

んぐり
帽子

３月１９日（火）１０時～１２時

個性豊
かなど

日時

現在運行中の

「陽だまりカフェ安田」がスタート

日（火）

１月 日（火）初めての開催でしたが、会場が参加
者でいっぱいという 盛況ぶ りで、み なさんのパワーを
感じました。気軽に集いおしゃ べりや お茶 を楽し む交
流の場です。まだまだ寒 い日が続き、家 の中で過ごす
こ とが多 いと思 いますが、どなたでもお気軽にご参加
ください！こころも体も元気になりますよ。
次回は
日時：３月

円
４３ ３-６１１ （山崎さん）

会場：安田コミュニティセンター
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次回は、

三次⇔広島空港バス
一部ダイヤ改正

八幡地区の防災訓練の様子

10

日時：４月２日（火）10時30分～11時30分
内容：「おもちゃで遊ぼう＆おさんぽ」 靴やベビーカー持参
会場：吉舎保健センター
お問合わせ：三良坂地域子育て支援センター
「みつばち」☎44-2136

会場

参加費：
お問合わせ：

☎

保育所入所前の子どもさんとおうちの方対象です。

9時～15時

月～金曜日

日時
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29

100

育児サークル たんぽぽへおいでよ

育児サークル「たんぽぽ」の２月の集まりでは、子どものために可愛い「どんぐり帽子」を作りました。
編み物が初めてのママも多くいましたが、みんなで教え合いながら楽しくできました。
ママだけでなく子どもたちにもすてきな思い出になりました。これで寒い日の
おでかけも少し楽しみになりますね！
「たんぽぽ」は、みんなで集まって育児のことを話したり、可愛いものづくりを
したりして楽しく過ごすサークルです。初めての方も気軽にご参加ください。

三良坂地域子育て支援センター

