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平成最後の
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安田小学校『閉校式』
24

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』を開催しました。最後
の在校生５人の児童を含め、来賓・関係者・地区
住民など約２５０名が参加。増田三次市長の式
辞、松村三次市教育委員会教育長の挨拶で開式、
校旗引渡しで『閉校式』を終了。
『閉校記念行事』は統廃合に係る事業推進委員
長 白附さんが「安田小学校は無くなっても５人
の児童は安田地区でわたしたちと共に暮らすので、
淋しさは有るのだけれども、これからも自然豊か
なふるさとを『安田っ子』として元気で楽しい地
域にして行きましょう！」と力強い挨拶で開会。
少し緊張した表情の児童が、運動会・自然ガイ
ド・スキー教室などの行事を四季折々の情景を交
え、ハキハキと元気な声で発表。リレー競争・一
輪車・スキーの滑降などのシーンは、笑い声がも
れる中、涙腺がウルッとするのを押さえる方もあ
りました。その後の弦楽五重奏やオペラ歌手の演
奏・独唱は、本物の迫力で参加者全員を魅了。
全員で合唱した校歌は、体育館の天井から快晴
の青空へ気持ちよく駆け上がって行き、その効果
が笑顔・笑い顔満載の全員集合写真です。ピース
も飛び出しました。
お昼からの『惜しむ会』は、スライド投影で、
明治から昭和の木造校舎の白黒画像、一転して新
校舎のカラー画像。懐かしい児童の映像に「ほー」
とか「キャー」とか「〇〇ちゃんじゃ！」、「〇
〇だ！」、
「わー〇〇先生」とか「あの水着は誰？」
など爆笑の渦を呼びます。安田小学校の歴史は、
わたしたちの歴史です。
ありがとう！安田小学校！
４月から５人の児童は、吉舎小学校で学びます。
これまでと同じように温かく見守りましょう。
今後、校舎・体育館・グラウンドなど跡地の利
活用を地域全体で検討して行きますので、是非、
ご協力お願いいたします。
（平末 正巳）
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少し緊張！

校旗引渡し
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第121号
みんなで創る 吉舎町の情報誌

吉舎町 人口の動き
人口:3,738人(-11人 先月比) 世帯数:1,702世帯(±0)
男:1,738人 女:2,000人
(平成31年3月31日現在)
（3月届出新生児 0人）
高齢化率(65歳以上) 46.2%

ありがとう！ 安田小学校

笑顔だよ！

吉舎町一斉防災訓練 特集
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３月３日（日）吉舎町
吉舎自主防災会では３
で大雨警報・洪水警報
月３日（日）吉舎町内一斉
の発表により避難準備・
防災訓練にあわせて、前
高齢者等避難開始情報
段に避難訓練、後段にＤ
が発令されている中、
引
ＶＤ鑑賞、パネル展示、土
き続き土砂災害警戒警
のうづくり、
炊き出し訓練
報が発表され安田地区、
を行いました。
上安田地区においても
朝 時の放送で第一
土砂崩れによる家屋の
次避難場所まで避難して
倒壊や道路等の崩壊、
いただき、
そこで防災委員
河川の氾濫による多く
さんから状況報告等を現
の被害が予想されるた
場本部（吉舎コミュニティ
め、『避難勧告』が発令
センター）まで連絡していただき、情報を集約したも
されたことを想定し、避
のを現地対策班(吉舎支所）に 時 分頃連絡しま
難訓練を実施しました。
した。その後、第一次避難場所から来られる方は吉舎
安田自主防災会、安田地区住民、消防団吉舎方面隊
コミュニティセンターまで来てもらい、昭和 年水
第二分団（安田）、安田女性消防クラブ、民生委員、
害と平成 年７月豪雨災害に関連したＤＶＤとパネ
三次市吉舎支所、三次警察署吉舎駐在所の合同で開
ルを見た後、
消防団の方から指導を受けて実際に土の
催。
うを作ってもらいました。最後に炊き出し（おむすび
午前 時『避難勧告』発令のあと、安田各地区の
とお味噌汁）をいただいて 時頃には解散となりま
住民は所定の一時避難所（集会所など）へ避難し自主
した。
防災班長が避難者や避難できなかった人の安否確認
結果報告は避難者数２８３名、安否確認者数２６
（所在）を把握し、現地対策本部へ連絡をしていただ
６名でした。ご協力いただいた消防団、防災委員、炊
きました。安田地区 集落で世帯数１９０戸、居住
き出しの皆さん、また、当日天候が悪い中ご参加いた
者４４６名。参加集落 集落、避難者２１６名。不
だいた皆さまありがとうございました。
（小森 美咲） 参加者のうち安否確認できたのは２１８名でした。近
隣地区の郷・寺迫・ひまわ
りからは 名が安田小学
校体育館に避難し、三次市
防災士ネットワーク会員
の加藤幸信さんから、
いざ
という時の
『非常食』
や
『備
品』の話しを、面白おかし
く、分かりやすく講習して
いただき、日頃のちょっと
した備えの大切さを実感
しました。
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中四字自主防災会では３月３日（日）午前 時か
ら町内一斉防災訓練に準じた防災訓練を行いました。
音声告知放送、消防団の避難広報で始まり区民のみな
さんは指定された避難場所に可能な限り集合されま
した。
避難後は避難所ごとに昨年の豪雨災害をもとに居
住地区の危険個所を洗い出し、地図上に書き込み、情
報の共有化を図りまし
た。今後も大規模な災害
が増えていく可能性があ
ります。もしもの為に日
頃から備えをしておけた
らと思います。
今回も住民、消防団を
はじめ２００名以上大
勢の方の参加、協力をい
ただきました。防災会役
員のみなさまありがとう
ございました。

（岡本
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３月３日（日）吉舎町一斉避難訓練で敷地自主防災
会は、 の常会が か所の避難場所に避難する訓練
を行いました。今回は２０５名の方が参加され参加率
は約 ％でした。
訓練終了後の 時頃から防災委員と一般の方で防
災教室を開きました。講師は元備北消防のＯＢの方に
お願いし、消火訓練と搬送法の講習を受けました。
そして最後に避難者支援活動として炊き出しをお
こない参加者の方におにぎりと味噌汁を食べてもらい
ました。
（大上 清隆）

３月３日（日）吉舎
町全域で大雨を想定
した避難訓練が行わ
れました。
八幡自主防災会で
は、備北消防吉舎出
張所及び三次市消防
団吉舎方面隊第四分
団、三次警察署八幡
駐在所の協力をいた
だき、八幡小学校を
基点に避難訓練を行
いました。
大雨の恐れがある
として９時に避難所
の開設を行い、続い
て、吉舎町内に避難
準備・高齢者等避難開始情報、避難勧告が発令され、
消防団による啓発活動により、一時避難所へ避難を開
始、安否確認訓練も合わせて行いました。
安否確認では６４５名中２９９名が避難され、自
宅待機は２３２名、その他は１１４名でした。情報内
容を集約し、支所の本部に連絡を入れる情報伝達、連
携訓練も行いました。八幡小学校への避難者数は
名で備北消防吉舎出張所による消火器の使い方，Ａ
ＥＤの使い方、三角巾による救急処置の仕方、油が燃
えている所に水をかけたらどうなるかといった内容の
濃い防災教室をしていただき参加された人には大変
勉強になったのではないでしょうか。特に印象に残っ
たのは油が燃えている所に水をかけたら大変な火柱に
なったことです。
防災教室終了後は炊き出し
（おむすび）
を配布し
時 分には訓練終了となりました。『今後も反省点
を取り入れ避難訓練を通し早めの避難を心がけてい
ただき災害発生時の自分自身や家族の安全、地域の助
け合いの必要性を高める訓練にしていきたい』
との思
いです。
（田上 孝治）

３月３日（日）午
前 時避難勧告発
令の告知放送を聞
き、吉舎方面隊は、
地域へ避難の誘導
活動に出発。事前打
ち合わせを行った災
害対策本部は施設
を開設し、班長、婦
人消防隊、消防団、
ふれあい事業部のメ
ンバーが分担して避
難者の受け入れ態
勢を確保します。
受付で組ごとに安
否確認を行い、昨年の訓練の成果もあり、かなりス
ムーズに避難者を会場へ誘導する事が出来ました。
防災講演会では、徳市の地質調査を２回行ってくだ
さった越智先生が、地形や、危険箇所、避難の有り方
など分かりやすく説明してくださいました。
また、１００均でも揃えられる防災グッズについて
の説明も行い、持ち出し袋の準備の協力を呼びかけま
した。
半日の訓練でしたが、昨年よりは参加者も多く、今後
も防災、減災への意識向上の為、地域全体で取り組ん
で行きたいと思います。
（中倉 政子）
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（大上

清隆）

きのこほだ木づくり

３月 日(日)吉舎町いこいの森で
きのこほだ木づくりのイベントが開催
されました。
朝雨が少し降りましたが、
まあまあの天気になり作業は支障なく
できました。
今年は椎茸のほだ木づくりだけでな
く、なめこのほだ木も作ることができ
ました。
原木に電動ドリルで穴を ヶぐらい
開け、菌のこまを槌で植え付けます。
椎茸はコナラの原木に、なめこはさく
らの原木に植え付けます。
いこいの森に菌を打ち付ける『コン
コン、コンコン』と音がなり響きまし
た。
完成した、ほだ木に椎茸、なめこが
生えるのが楽しみです。
来年も行いますので是非おいでくだ
さい。
（田上 孝治）
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平成

年度吉舎町民卓球大会
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『平成 年度吉
２月 日(日)吉舎Ｂ＆Ｇ海洋センターにて
舎町民卓球大会』が開催されました。今年は他のイベントと重
なったり、いつもの日程の調整がつかなかったりで、参加者が
少なく少々寂しい大会ではありましたが、小学生から 歳の
高齢者の方まで、卓球好きの方々 名が大会を大いに盛り上
げてくれました。
最初はトーナメント戦で戦い、初級者と中級者に分け、その
後それぞれの級において戦いました。大会では珍プレー、好プ
レーの続出で、決勝戦は参加者全員が見守る中、男子一部、二
部、女子一部、二部を同時に行い、迫力ある大会で締めくくり
ました。
そして今年も日彰館高校の現役卓球部のメンバーも出
場して、大いに盛り上がった大会でした。
大会は個人戦だけでなく団体戦もあり、それぞれの支区の
方々の応援も盛んでありました。
そして今年も参加者には岡本
農園さんのご好意で“やきいも”
のサービスもいただきました。
吉舎町では約 年位前から盛んに卓球大会が行なわれてお
ります。
この歴史ある大会をこれからも
大いに盛り上げ、
何とか吉舎町の活性化
の一役に貢献できたらと考えておりま
す。
毎年寒い２月に大会を開催しており
ますが、
「もっと皆さんの参加しやすい
時期、年間を通じてイベントが少ない季
節などを各関係先や組織･団体などとコ
ンタクトをとりながら」との思いから、
今年度は 月の終わりあたりの日曜日
に実施したく考えております。
“吉舎町民の方々一人一人が主役で
す！”
皆さんどうぞ、多数ご参加いただき、
この吉舎町民卓球大会を大いに盛り上
げましょう！今回の大会結果は次のと
おりです。
（吉舎支部卓球部 部長 石井俊三）
＊卓球部は毎週土曜日の 時から 時迄、Ｂ＆Ｇ海洋セン
ターで練習しておりますので、興味のある方はどうぞお越し下
さい。卓球の基礎からご指導致します。
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中四字－B
森永忠雄(中四字)
池田 浩(吉舎)
梅木文子(中四字)
間 智啓(八幡)

八幡
三位
山永照夫(吉舎)
三位
山本隆之(卓球部) 三位
小原佐恵子(卓球部)三位
舛田淑子(中四字) 三位
佐々木瑠生斗(吉舎)

三位
三位
三位
三位
三位
三位

中四字－Ａ
石井俊三(吉舎)
和田裕恭(八幡)
島田千穂(卓球部)
森永篤子(中四字)
森田雄貴(吉舎)

吉舎
準優勝
椛田英明(安田) 準優勝
野上清治(八幡) 準優勝
田中明佳(日彰館)準優勝
岡本久美(八幡) 準優勝
小迫知弥(吉舎) 準優勝
間 智啓(吉舎)

大会結果

『団体戦』
優勝
『男子一部』 優勝
『男子二部』 優勝
『女子一部』 優勝
『女子二部』 優勝
『中学生の部』優勝
『小学生の部』優勝

鯉のぼり！
点検・補修をしました

敷地自治振興会では春の恒例行事で
〝鯉のぼり〟を敷地グラウンドで揚げて
います。
３月 日（土）に、毎年揚げて風雨で
傷んだ鯉のぼりを補修したり、今回揚げ
る鯉のぼりの準備などの作業を役員で行
いました。
今年は４月 日（土）に敷地保育所園
児の作った可愛い鯉のぼりと一緒に揚げ
ます。皆さん見に来てください。
20

※家庭で眠っている鯉のぼりがあれば
敷地自治振興会に寄贈してください。
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《春の野草を味わう体験会へのお誘い》

３月１４日
３月１４日
３月１８日

３月２０日
３月２８日

吉舎町一斉防災訓練
事務局長会議
まるごときんさい折込作業
吉舎生涯学習センター
利用者会議
農業災害委員会
理事会
吉舎町（よきやどり）
まちづくり検討委員会
三次市事務説明会
まるごときんさい編集会議
３月 ３日
３月 ５日
３月 ８日
３月１１日

安田在住 月橋 由理さん ご家族
郷土人形館「よりみちぼっこ」を運営
三次市は広島市からの交通の便も良く、観光など
でよく訪れ、以前から気になっていた地域でした。
甲奴町在住の知人から生活環境の良さは聞いていま
した。
空家情報バンク登録の物件などを頼りに島根県や
竹原市・府中市など県内外の候補地から、地域おこ
し協力隊の採用をきっかけに安田を移住地に選びま
した。田園風景が広がり、山野草が自生するなど豊
かな自然に魅力を感じています。
三次には、江戸から続いている伝統的工芸品の三
次人形の窯元をはじめ、奥田元宋・小由女美術館、
辻村寿三郎人形館、美術館あーとあい・きさ、吉舎
歴史民俗資料館などが点在しており〝人形のまちみ
よし〟と言える魅力的な地域だと思います。
三次に見どころを何か作りたい、観光施設を作りたいと思い、郷土人形館
を造りました。人形文化は全国にありますので、各地を訪ね歩き、短い期間
で、木・紙・土など様々な素材の郷土人形を探し出しています。現在作られ
ていないものもありますので、こういった人形の保全活動を行っています。
活動を応援してくださる方から人形を寄贈していただくこともあります。
現在は、上安田で郷土人形館を運営しています。お茶やコーヒーを飲みな
がらゆっくりと郷土人形を観ていただいたり、子供のおもちゃで遊ぶことも
できます。地域の方々の気軽に集える寄り道スポット、観光で訪れた人たち
の観光スポットにもなればと思っています。
これまで、島根県邑南町郷土館、はらみちを美術館、島根県立三瓶自然館
サヒメルに、テーマに合わせて郷土人形の貸出や展覧会を行っています。４
月初旬まで、Ｘａ１０４で開催された〝雛人形展〟に出展し、地域の方々と
一緒にお雛様を展示しました。〝よりみちぼっこ〟からも、お雛様をいくつ
か貸し出すなど、歴史を彩る良き伝統文化を楽しんでいただきました。７月
７日からは、美術館あーとあい・きさにて、福もの縁起ものをテーマにした
展覧会を行います。
住み慣れた地域では、他人から見て大切なことだと思っていることも見
失っていることもあるかもしれません。時代に埋もれ、眠っている人形文化
を掘り起こし、伝承していくことに価値を見出したいと考えています。地域
の財産を大切にし、これからも新たな交流と賑わいが生まれるよう地域づく
りに貢献していきたいと思います。
上下川を臨む安田下郷地区の古民家を訪ねると、笑顔のご夫婦が出迎えてください
ました。玄関や居間には、地域の自然をイメージしたイラストや写真とともに、全国
各地の郷土人形や神楽面、民芸品の他、伝統工芸品の三次人形などが展示され、北海
道から沖縄までのその数２千点余りの収集は圧巻です。是非ご鑑賞いただき、収集活
動にもご協力いただけたらとのことでした。
三次市集落支援員（吉舎地区） 徳永春喜
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５

吉舎徳市自治交流センター
敷地グラウンド
善逝寺・吉舎生涯学習センター
日彰館高校

徳市お花見会
敷地の空に鯉のぼりを揚げよう！
広島県日彰館同窓会館祖祭・総会
日彰館館祖祭記念近県剣道大会

19:00～
13:00～
9:30～
8:30～

4月13日(土)
4月20日(土)
4月28日(日)
4月29日(祝)

２０１９年４月１３日～２０１９年４月２９日

きさ まるごと日程表

吉舎町自治振興連合会

みんなで野草を摘み、みんなで調理し、みんなで味わう体験会です。
敷地西光寺の駐車場広場から野草を摘みながら西光寺へと上がって
行き、みんなでわいわいと楽しく調理し、味わいます。ホッカホカ
筍丸焼きも予定。
西光寺は折しも創建５５０年祭に当たり、５０年に一度しか開帳
されない胎内仏観音菩薩を拝観することもできます。岡山大学の先
生による野草の薬効についてのお話も予定されているようです。
そして、体験会が終わったあと、希望者には、国の重要文化財で
ある「奥家住宅」を見学していただく予定です。
■日時 ４月３０日(祝)
午前１０時より
■参加費 大人１０００円
中学生以下５００円
（おにぎり及びクッキー付き
コーヒー含む）
■申込・お問い合わせ
ＮＰＯシェイクハンド吉舎
奥 電話090-3373-2657
■締切 ４月１７日(水)

シリーズ「きさＬＩＦＥ」 Ｎｏ．３
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 広島県の医療に携わる方々が、日常の生活の中で手がけられた絵画・写真・書・彫刻・工芸などの作品６５点を展示し公開します。
「 広島医家芸術展 」 ５月５日（日）～ ５月２６日（日）午前１０時～午後５時 休館日:毎週月曜日

か

い

時折まだ寒い日があるものの、すっかり
春 らしい季 節 となりました。この度 の人
事異動により、吉舎支所長に就任させて
いただきました、甲斐和彦です。
さて、吉 舎 町 では、まちづくりビジョン
の将 来 像 として『
自 然 がきらめき 学 び
あい ふれあい 人 が輝 く まち きさ』
を掲げられています。
このビジョンを達 成するためには、吉 舎
町 内 の関 係 各 機 関 をはじめ、町 民 一 人
ひとりが心 を一 つにしてまちづくりに取
り組むことが必要です。
建 設 を予 定している「（
仮 称）吉舎 町拠
点 施 設」に人 が集 ま り、そして、支 所 が
町 民 のみな さ ま の心 のよりどころにな
り、ビジョン達 成 の一 役 を担 うよう取 り
組んでまいりたいと思いますので、なお一
層のご協力をお願いいたします。

年度吉舎支所職員体制

小１～６

敷地グラウンド

水・金

18：30～

バレーボール（小）

小１～６

海洋センター

水・金
土

17：30～
9：00～

バレーボール（中）

中１～３

海洋センター

水・金
土

17：30～
9：00～

剣道 町内小合同
敷地
八幡

小１～中３
小１～中３
小１～中３

海洋センター
敷地体育館
八幡小体育館

木
土
火

18：30～
17：00～
18：30～

今井 誠

平成
■支 所 長 甲斐 和彦
■支所次長 伊達 浩史
■地域づくり係
係長 明賀 眞佐子
係員 東 一也
井上 直樹
福永 和夫
前田 玲子
音野 伸博
中山 則明
高岡 尚正
今本 美緒 保(健師 )
岡田 亜紀子（
臨時職員）
中野 誠二（臨時職員）
よろしくお願いします。

◆吉舎支所へ配属
支所長 甲斐 和彦 危(機管理課から )
主 査 中山 則明 水(道課から )
◆吉舎支所から転属
主 任 市井 洋平 下(水道課へ )
◆退職
支所長 安井 正則
主 査 林 奈千代

福永 和夫 ☎080-5618-0613

火・金
18：00～
星野 之利 ☎090-4806-2814
日（第1・3・5）9：00～

FC吉舎スポーツ少年団
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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」

☎080-5238-4272
吉舎中ナイター

サッカー（小）

31

◆吉舎保育所へ配属
主 査 宗山 香代（こうぬ保育所から）
◆吉舎保育所から転属
保育所長 田原 美和（
敷地保育所へ）

小迫 健治
☎080-3878-0867（連絡先：越道）
小１～６
少年野球（小）

スポーツ活動を通しての子どもたちの体力向上、健
全 育 成 を 目 的 と し て、剣 道・野 球・サッ カー・バ レ ー
ボールの各団が、それぞれに活発な活動を行ってい
ます。
三次市スポーツ少年団（吉舎町内各団）では、入団者
を募集しています。
各 団 の 練 習 日、活 動 場 所、代 表 者 は 次 の と お り で
す。入団希望は、直接各団代表者へご連絡ください。

代表（連絡先）
練習日
活動場所
対象学年
団 名

新・
吉舎支所長 甲斐 和彦

一昨年４月から人事異動により吉舎支
所 長 として勤 めさせていただいておりま
したが、３月 末 をもって定 年 退 職 いたし
ました。
この２年 間、町 民 のみなさま方 の多 方
面 にわたるご支 援・
ご協 力 に深 く感 謝 い
たします。
お陰様で、今年度から拠点施設建設が
始 まります。この拠 点 を活 かして『
自然
がきらめき 学びあい ふれあい 人が輝
く まち きさ』
のまちづくりが進むこと
を期待しています。
本当にお世話になりました。
「吉舎町 万歳 」
前・
吉舎支所長 安井 正則
！！

Ｆａｘ︓４３-３０６２
話︓４３-３１１１
電

火災が多く発生しています！火の元・火の取り扱いにご注意ください！

火災の発生件数が増えています。空気が乾燥して風も強いこの時季は特に火の取り扱いに気をつけましょう！

～みんなで大楽寺まで
歩いてみませんか？～
日時：４月１７日（水）
集合場所：大楽寺駐車場
出発時間：１０時
（出発時間の10分前までに集合してください）

コース：大楽寺駐車場→大楽寺
→大楽寺駐車場 （約3.0km）
少雨決行。申し込みは不要です。

吉 舎 支 所 庁 舎 の改 修、増 築 および
施 設 の集 約 を行 う「仮( 称 吉) 舎 町 拠
点 施 設」の計 画 については、吉 舎 町（よ
きやどり）まちづくり委 員 会、ワーク
ショップ参 加 者 への報 告 会、住 民 説 明
会等を経て、昨年 月に概略設計を
まとめました。
その後、概 略 設 計 をもとに、工 事 を
行うための実施設計を進めています。
実施設計にあたっては、生涯学習セン
ターを利用している団体への説明会や
ヒアリング等も行いました。
実 施 設 計 は 月 末 に終 え、その後
の議 会で予 算 が認 められれば、いよい
よ工事着手に向けて動き始めます。
その時にはよりくわしい内容を説明
し、拠 点 施 設 をどう使 っていくか、拠
点 施 設 から何 が始 められるかを、み
なさんと一 緒に考 えていきたいと思い
ます。

お花見ウォーキング

4

10

29

日彰館高校は、田中写真館横にある元・酒
蔵を利用して、明治２７年に開校されました。

日彰館高校は
創立１２５周年を迎えます

日彰館高校が創立されて、今年で
１２５年になります。
４月 日（日）は、創立者である奥
愛次郎氏を偲ぶ「館祖祭」が善逝寺
で行われます。
また、４月 日（月・祝）には、「日
彰館館祖祭記念 近県剣道大会」が、
日彰館高校体育館で開催され、毎年
７００人を超える剣士が集い、熱戦
を繰り広げます。どなたでも自由に
観戦できます。
この機会に、町の誇りでもある日彰
館高校の長い歴史に思いを馳せてみ
ませんか。
28

古本リサイクル市 開催！！
日時 ４月２０日（土） １０時～
場所 吉舎図書館
恒例の「古本リサイクル市」を開催します。
今回は、保存期間切れの雑誌をはじめ、
文庫本や児童書などみなさまに寄付して
いただいた本が多数あります♪ぜひ、ご
家族みなさまでお越しください。

図書館利用カード、作られましたか？
４月から吉舎町にお越しの方も
いらっしゃると思います。「図書館
利用カード」はお持ちですか？ま
だお持ちでない方は、ぜひ吉舎図
書館へご来館ください。
手続きに必要な、印鑑または本
人確認できるもの（免許証・保険
証等）をお持ちください。

【児童書】

＊今月の１冊＊

「羽生善治
－永世七冠。将棋の歴史をぬりかえた男－」
金田 達也/まんが 三条 和都/原作
羽生 善治/監修 小学館
長い将棋の歴史のなかで、史上
初めて七大タイトルを制覇した「永
世七冠」の羽生善治さんの生い立
ちをまんがで紹介。話題満載の将
棋界のなかで、最強のプロ棋士とし
て君臨する羽生さん。その強さの秘
密や惜しみない努力は、子どもだけ
ではなく大人もよんでいただきたい
１冊です。

全館共通展示
「発達障害」関連資料の展示
ただいま三次市全館共通展示として、「発達障害」に関する展示を行っています。この機会に、それぞれの障害
への理解を深め、だれもが暮らしやすい社会にしていきましょう。
「発達障害の子の立ち直り力「レジリエンス」を育てる本」、「発達障害の君を信じてる」、「発達障害の子のビジョン・
トレーニング」、「トリセツ・ヤマイ」・・・等々
7 まるごときんさい No121

三次市民バス吉舎町線は、４月２７日(土)から５月

６日(月・休)までのゴールデンウィーク期間中、全便運
休します。
そのほかの路線バスの運行については、広報みよし

４月号でご確認ください。

30

)

会場

５月９日（木）10時～12時
「竹の子と背比べ！」
吉舎保健センター
会費

２００円

27

【お知らせ】

13

お問い合わせ 三次市吉舎支所

４月
日（土）か ら ５ 月 ６ 日
（月・休）までのゴールデンウィーク
期 間 中、三 次 市 吉 舎 支 所 は閉 庁
しています。

内容

選挙のお知らせ

三次市民バスの運休について

16

とき

次のとおり選挙が予定されています。

ゴールデンウィーク期間中の

問い合わせ 三次市吉舎支所
電話 ４３ ３
-１１１

30

忘れずに！

弁護士が三次と庄原を巡回して相談
に応じる『
法律相談センター』
を実施し
ています。まずは電話でご予約を。

15 11

有権者の方には、三次市選挙管理委員

22

会 か ら 投 票 案 内 のハガ キ が 送 付 さ れ ま

25

□三次市長選挙

30

30

□三次市議会議員補欠選挙

16

大事な投票

予 約 …９時 分～ 時
相談日 …金曜日
相談場所 …三次・庄原を巡回
相談料 …無料
し尿くみ取り
２トン車
く
[み取り日 ５
] 月 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
電話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
時～ 時が利用できない日
４月 日（木
◎マシン巡回指導日…月曜日
９時 分から 時 分まで
今
[年度は４月 日 月
( か
)ら ]

◎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

10

21

日（日）

になりました。
今はまだ芝の再生の様子を観察している時期なので、使
用はできません。
オープンは秋頃を予定していますので、くわしいことが決
まり次第お知らせします。楽しみに待っていてくださいね！

投票日 ４月

安田のパークゴルフ場が
「安田パークゴルフ場を再生
する会」によってみごとに生ま
れ変わり、平成３１年４月か
ら「きさ安田パークゴルフ場
運営協議会」に指定管理施
設として運営を委託すること

20

日（
土）

安田パークゴルフ場に遊びに来てね！

日（
月）
～

15

こ う ざ ぐ ん さむかわまち

今年の対戦相手は、神奈川県高座郡寒川町です。
当日のイベントなど、詳しいことは、まるごときんさい５月
号で発表します！

【
期日前投票】

５月２９日（水） 深夜０時～夜９時

４月

チャレンジデー2019 in 三次

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。

さあ！スポーツを始めるチャンスです！！

吉舎地域母子保健推進員

とき

５月２０日（月)10時30分～11時30分

内容

「みんなでそとあそび」
帽子・飲みものは持参してください。

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

育児の話などをみんなで話しながら息抜きしませ
んか？妊娠中の方やママのみの参加も大歓迎！気軽
にご参加くださいね♪
とき

４月１６日（火）10時～11時30分

内容
会場

「お茶会」
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

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
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