みんなで創る 吉舎町の情報誌

第１２２号

ホームページ http://kisajichi.com/

2019年（令和元年） ５月10日発行
吉舎町 人口の動き
人口:3,724人(-14人 先月比) 世帯数:1,698世帯(-4)
男:1,726人 女:1,998人
(平成31年4月30日現在)
（3月届出新生児 0人）
高齢化率(65歳以上) 46.2%

敷地の空にたくさんの鯉のぼりが！

今年で１４回目、〝平成から令和へ〟
敷地自治振興会では４月２０日（土）春の恒例行事「鯉のぼり」を初夏の陽射しの様な暑い天候のなか、約１時
間かけて敷地保育所保護者と一緒に揚げました。
保育所園児が作った可愛い鯉のぼり１０匹と振興会の赤・青・黒と色とりどりの大小２８匹の鯉のぼりが敷地の
空に、春風をいっぱい吸い込んで泳いでくれました。

勧学祭
４月１４日（日）敷地艮神社の春の例大祭が行われました。
勧学祭では新小学1年生4人と中学1年生1人が出席し、元気で学校生活
が過ごせるようお祓いをうけ、玉串を奉納しました。
今年も昨年に引き続き、雨天の為「奉納子ども相撲」「宝探し」は
中止となりました。
（大上 清隆）

「チャレンジデー２０１９」in 三次
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5月29日(水) 深夜０時～夜９時

１５分以上の運動を！！

吉 舎小学 校入学 「安田っ子」も元気に入学

４月８日（月）吉舎小学校体育館で入学式が行われました。
ピカピカの一年生 名が入学。女の子８人、男の子８人が、わいわい
がやがや。横を向いたり後ろを向いたり、『安田っ子』の一人他全員が
笑顔と緊張で不思議な表情。「おめでとうございます」とお祝いのこと
ばで歓迎するお姉さん・お兄さんの中に３月まで『安田小学校』の児童
だった５名の元気な姿がありました。
全校生徒１０１名。毎日が運動会！学習発表会！のような賑わいのな
か、『安田っ子』も、それぞれの夢や希望を描き実現できるような楽し
い学校生活が送れるよう見守りたいと思います。
（平末 正巳）
16

八幡小学校 入学式

桜の花が満開の下、八幡小学校に三人の子ど
もたちが入学してきました。子どもたちは緊張
の中、多くの地域の人に見守られ高学年のお兄
さんとお姉さんに一緒に連れられて入場してき
ました。
「平成最後」、「令和のはじまりの年」の記念
の入学式。式では在校生がお祝いの言葉と歌で
歓迎してくれました。
入学おめでとうございます。
子どもたちは地域のみんなが温かく見守って
います。これからの未来を背負ってくれます。
伸び伸びと健やかに育ってくれるのは地域の願
いです。
（井藤 圭三）
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美咲）
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野菜の苗を植えました
15

４月 日（月）中四字健朗会では三
玉金友農園野菜畑でマルチ掛けの終
わった畝にレタス・キャベツ・白菜・
ブロッコリーと４種類の苗を、それぞ
れ約百数十株ずつ植え付けしました。
集まった会員さんは 名。ワイワイ言
いながら作業分担をして苗配り、穴掘
り、移植、水やりと手際よく作業を進
めておられました。昔取った杵柄は健
在です。収穫までの約２ヶ月、すくす
く健康に成長すればいいですね。
今 後 は 茄 子・ピ ー マ ン・ト マ ト・
きゅうりの植え付けを予定していま
す。色々と、高齢者パワーに見習う所
も多いですね！
（岡本 伸三）
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徳市お花見会

13

４月 日（土）午後７時より吉舎
徳市自治交流センターで、徳市お花見
会を開催しました。
来賓を始め地域の皆さん総勢 名
が集い、会長、吉舎支所伊達次長のあ
いさつの後、桑田市議会議員の乾杯の
音頭で宴が始まりました。
狭い会場ですが、料理を食しながら
飲みながら、おしゃべりの花があちこ
ちで咲いて笑い声も絶えません。
楽しみの一つ、ビンゴゲームでは名
司会者も登場、盛り上がりも最高。ビ
ンゴになっても次に試練が・・・くじ
を引かないと景品ががいただけませ
ん。当たる事を祈ってくじを引きます
が、喜ぶ顔に苦い顔、それも楽しみで
みんなが応援します。
２時間少しのお花見会でしたが、楽
しいコミュニケーションの場になった
のではないかと思います。

（中倉

政子）

吉舎徳市自治交流センターの空で、鯉のぼりが

吉舎公園整備活動

21

吉舎自治振興会では４月
日
（日）朝８時から今年度１回目となる
吉舎公園管理作業を行いました。
暖かい空気、地味に暑い日差しの中
名の参加を頂き、草刈り、草集め
等の作業を終えることが出来ました。
年間計画をもとに今年度も冬を除いて
回実施予定です。
次回は５月 日(日）朝８時からで
す。
新緑の時期を迎え芝生の緑、芝桜の
開花が見頃です。
（小森
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気持ちよく泳いでいます。
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10

八幡在住

木原

恵太郎さん

ご家族

シリーズ「きさＬＩＦＥ」は、定住促進を図る
ため、「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～」をテーマに、移住やＵ
ターン等をされた方々を対象に、定住のきっか
けや日々の暮らし、地域への想いなどを紹介す
るコーナーです。
私たち家族は、長年の東京での生活に区切りを
つけて、昨年五月八幡にＵターンしました。これ
までの生活や仕事も安定していましたが、退職を
機にふる里への郷愁とともに、将来的に親の遺し
た家の継承や家族の健康面などを考えて決断しま
した。現在も東京で生活している二人の子がいる
のですが、長男の「仕事仲間と一緒に田舎でゆっ
くりできる場があれば」との何気ない一言も後押しになりました。
Ｕターンに際しては家屋のリフォームが必要となり、三次市のＵターン者
住宅改修補助金制度を活用しました。
現在の暮らしは、高校を卒業するまでは、実家で暮らしていた関係で、当
時の知人も多く、よく声をかけて頂きスムーズに地域に溶け込むことが出来
ました。妻も近所に知り合いが増えて喜んでいます。共通の趣味でもある草
花の栽培やガーデニングなど田舎生活を満喫しています。都会での生活と違
い、おだやかでゆっくりとした時の流れとともに、四季折々の自然の豊かさ
を感じることができることに幸せを感じます。妻は霧濃い朝の雰囲気が気に
入っており、このような環境が私たち夫婦の仲を取り持ってくれているよう
な気がします。
今のところ、車での移動もでき特段苦労もなく生活していますが、高齢化
とともに買い物や通院が困難となり、普段処理できていたゴミの分別や集積
場へ運ぶことも難しくなることなど将来への不安もあります。最近は一人暮
らしの高齢者も多く生活交通の改善や買い物支援など地域課題もあります。
若い世代の人たちにとっても、安心して定住できる町づくりが大切ではない
でしょうか。
帰省もままならず空き家と化していた実家の維持管理には、近所の方々や
シルバー人材センターにお世話になりました。今後は、地域に根付き、私た
ちができることを探して貢献していきたいと思います。
今回はＵターン一年目を迎えられた木原さんご家族に登場していただきました。綺
麗にリフォームされたご自宅に伺い，先ず目に飛び込んでくる見事な庭の樹木や花々
に心癒されました。妻裕子さんの描かれたトールペイントなども周囲の自然環境と
マッチして見事です。取材を通して都会での仕事や生活，家族の話をお聞きする中で，
住み慣れた東京からのＵターン決断のきっかけの一つが故郷への郷愁という言葉が印
象に残りました。生活上の不便さと引き換えに，豊かな自然の中で穏やかな暮らしを
されていることに，田舎暮らしの良さを再発見させていただきました。
三次市集落支援員（吉舎地区） 徳永春喜

辞令交付式
事務局長会議
まるごときんさい折込作業
吉舎町農業災害委員会
歓送迎会
４月１５日 吉舎支所年間打合せ会議
４月２３日 まるごときんさい編集会議

広島県日彰館同窓会

吉舎町自治振興連合会 ４月の動き

４月 日（日）吉舎生涯学習センターに
おいて日彰館同窓会総会が開催され、
久々に地元に帰られた同窓生の皆さんと
懇親をされました。

吉舎小学校グラウンド
敷地グラウンド
八幡小学校グラウンド
三次市内全域
吉舎生涯学習センター
安田地区
八幡小学校グラウンド
吉舎徳市自治交流センター
旧安田小学校グラウンド

吉舎中学校体育館

第11回ミニ運動会 [吉舎自治振興会]
中四字区民運動会（雨天の場合は中止）
敷地区民大運動会（雨天の場合は敷地体育館）
八幡地区大運動会（雨天の場合は八幡小学校体育館）
チャレンジデー2019 in 三次 15分以上の運動を！
第8回チャリティ吉舎カラオケ交流会 (自治連後援)
安田区民一斉清掃
9:00～ 八幡地区ふれあいグラウンドゴルフ
9:00～ 徳市運動会
安田区民大運動会（雨天の場合は旧安田小学校体育館）

9:00～
9:00～
9:00～
9:00～

5月26日(日)
5月26日(日)
5月26日(日)
5月26日(日)
5月29日(水)
6月 1日(土)
6月 2日(日)
6月 2日(日)
6月 9日(日)
6月 9日(日)

2019年5月26日～2019年6月9日

きさ まるごと日程表

４月 １日
４月 ４日
４月 ９日
４月１１日
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シリーズ「きさＬＩＦＥ」 Ｎｏ．４
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～
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生

涯

学

習

講

座

２０１９

きさ楽生塾 受講生 募集
今年もいろいろな講演会を企画し、参加者の皆さまに一日を通して楽しい時間を過ごして
いただけるよう企画しています。また、１１月には修学旅行も予定しています。
多くの皆さまのお申込みをお待ちしております。
◆主 会 場

吉舎生涯学習センター

◆対

吉舎町に在住、もしくは勤務されている方

象

◆受 講 料

２，０００円（全講座）

※クラブ活動での教材費等は別途必要

◆募集人員

６０名程度

◆申込方法

希望するクラブを選び、申込書に必要事項を記入して吉舎町自治
振興連合会（吉舎生涯学習センター内）に提出していただくか、
電話またはＦＡＸでお申し込みください。

◆申込期限

令和元年５月３１日（金）

◆申込・問合わせ

吉舎町自治振興連合会

事務局

電話・ＦＡＸ

４３－７２７２

講演会予定

６月２８日(金) 「安心安全な生活について」三次警察署吉舎派出所 前田 尚之さん
７月２６日(金) 「三次もののけミュージアム」見学

※要申込、塾生のみ

９月２７日(金) 「みんなで３Ｂ体操」高下 亮子さん／「不法投棄防止講習会」
１０月２５日(金) 「ヤクルト健康教室」
１１月２２日(金) 「市長講演」三次市長（予定）

◆クラブ活動(次からお選びください) ※申込が５名に満たないクラブは中止となることもあります。
①

茶道クラブ

・・・奥田先生

⑤

郷土史クラブ・・中畑先生・桑原先生

②

パソコンクラブ

・・・綿岡先生

⑥

生け花クラブ

③

スポーツウエルネス吹矢クラブ

⑦

ハンドクラフトクラブ・・・真野先生

⑧

新写真クラブ

・・・曽根先生
④

パンづくり教室

・・・吉高先生

・・・池坊

豊原先生

・・・家本先生

午前中講演会、午後クラブ活動の予定です。都合により講演会の内容に変更がある場合もあります。
き

り

と

り

きさ楽生塾受講生申込書

申込み日

月

○希望するクラブ
第一希望
住所:〒729-42（

第二希望
）

三次市吉舎町

氏名:

電話番号:0824-43※人数の関係上、クラブ活動が第一希望にならないことがあります。

５
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日

電

話︓４３-３１１１

Ｆａｘ︓４３-３０６２

チャレンジデー2019

in 三次

１５分以上の運動を！！
令和元年

日時
会場

５月２９日（水）

深夜０時～夜９時

市内全域（家庭、地域、職場、学校など、どこでも参加できます。）

チャレンジデーとは？
毎年５月の最終水曜日に世界中で実施されている住民参加型のスポーツイベントです。
自治体ごとに「１５分以上継続」した運動やスポーツを行った（参加した）人数を集計し、その参加率（参加人数÷人口）
で競います。人口規模等により対戦相手が設定されており、今年度、三次市は、「神奈川県寒川（さむかわ）町（人口48,588
人）」と対戦します！

どのイベントも参加費は無料で、申込も不要です。ご家族お友達みなさんでご参加ください！

❤

時間：午前９時３０分～９時５０分 場所：吉舎生涯学習センター前
みんなで元気はつらつラジオ体操やストレッチなどで身体を動かしましょう！

❤

❤

約３０分程度、みんなで元気に歩きましょう！お好きな時間
帯を選んでご参加ください。動きやすい服装・飲み物を持参
ください。
◆ 朝はのんびりウォーキング 集合時間：午前７時
◆ 昼はぶらぶらウォーキング 集合時間：午後１時
◆ 夜はすっきりウォーキング 集合時間：午後８時
集合場所はすべて吉舎生涯学習センター前です。

❤
敷地保育所の園児といっしょに楽しく体を動かしましょう！

どなたでも気軽にご参加ください。親子での参加も大歓
迎です！ い の う え ゆ き

講師：井上 由紀さん
場所：吉舎保健センター和室
時間：午前１０時３０分～午前１１時３０分

❤
ボール、ベル、ベルターを使って身体を動かす「３Ｂ体操」を
体験してみませんか？

場所：八幡コミュニティセンター
時間：午前１０時３０分～午前１１時３０分

場所：敷地体育館 時間：午前１０時３０分～午前１１時
【お問合せ先】敷地自治振興会 ☎43-2377

❤
敷地体育館を開放しています。気軽に遊びに来て体を動かし
てください！

場所：敷地体育館 時間：午前９時～午後５時

【お問合せ先】八幡自治振興会 ☎43-2566

❤
八幡小学校の体育館を、卓球や体を動かせる遊びスペースと
して開放しています。どなたでも気軽に遊びに来てください。

場所：八幡小学校体育館 時間：午後6時30分～8時30分

【お問合せ先】敷地自治振興会 ☎43-2377

❤
きさ安田パークゴルフ場リニューアルオープン前にパーク
ゴルフを体験してみませんか？

【お問合せ先】八幡自治振興会 ☎43-2566

❤

初心者大歓迎！時間内ならいつでも参加ＯＫです！

場所：吉舎保健センターホール
時間：午前９時３０分～午前１１時３０分
午後４時～午後７時

場所：きさ安田パークゴルフ場
※開催時間は安田自治振興会へお問合せください。
【お問合せ先】安田自治振興会 ☎43-2827

❤
音声告知放送で３回放送します。

【放送時間】午前10時 午後3時 午後7時40分

❤

【協力】スポーツウェルネス吹矢三次きさ支部

午前１０時～午後５時まで利用できます。
【お問合せ先】三次市社会福祉協議会吉舎支所 ☎43-3301

吉舎ネット見守り標語 中学生の部 最優秀賞 「元気かな 顔見るだけで つながる地域」
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★

「銭湯図解」

塩谷 歩波/著 中央公論新社
“銭湯”に行かれたことはありま
すか？
浴室で、見ず知らずの人との交
流、サウナやお風呂の楽しみ
方、お風呂上りの欠かせない至
福の時・・・また、銭湯の建築そ
のもののすばらしさなど、自らも
番頭として銭湯に関わっている
著者が、細かなイラストで紹介し
てくれます。銭湯の魅力あふれ
た１冊をお楽しみください。

輝くあなた～ちょっと素敵に、ちょっと知的に～ 参加者募集中

文化セミナー「輝くあなた」の参加者を募集しています。各分野のスペシャリストたちが、“今”女性が気
になっていることをわかりやすく、楽しく教えてくれます！今以上に素敵で魅力的な女性になるお手伝いを
いたします♪お申込みは吉舎図書館へ。お待ちしております。

吉舎町再 発見

【市民バス
「吉舎町線」の運賃】
（一乗車あたり）
大 人 １００円
小学生
円（小学生未満 無料）
※障害者手帳をお持ちの方や、要支
援・要介護認定を受けられている方
は、運賃が免除となります。
利用の際には、各種手帳や介護保険
被保険者証など、区分が証明できるも
のの提示が必要です。
※今月号のまるごときんさいに、市民
バス「吉舎町線」の運行ルートと時刻表
のチラシを折込しています。

災害時の緊急放送や、三次市、吉舎町
内 の行 事 などを放 送 す る「音 声 告 知 放
送」に加入しませんか？
加 入 方 法 や料 金 については、三 次 ケー
ブルビジョン（電話０１２０ ３
-０７ ３
-４
４）にお問合せください。

テーマ
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また、ご家庭 で不 要となって残 っている
旧防災無線の端末機の返却を吉舎支所
で受け付けています。
この端 末 機 は小 型 家 電 に相 当 す るた
め、不 燃 物 では収 集 できませんのでご注
意ください。

【一般書】

気軽～に、パラパラっと読みたいな・・・
そんな気分の時には、マンガはいかがですか？
マンガは子どもだけのものじゃない！
大人向けのコミックエッセイを特集します。

＊ 今月の一冊 ＊
～こんなマンガもある 特集～

「おはなし広場ポイントカード」をお持ちくださいね！

～さぁ、図書館へ出かけよう！～

と

き

おはなし広場 ★
６月１日(土)午前10時30分～
あめあめ

５月は図書館振興の月！！

「
よきやどリメンバーズ」
三次市では、市民バス「
吉舎町線」を町
このコーナーでは、吉 舎 町 の昔 懐 かしい 内で運行しています。
写 真 を掲 載 します。今 の町 並 みと比 べた 地 域 内 の日 常 的 な通 院 や買 い物 など
り、当時を思い出したりしながら、新たな を支える手段として、また鉄道や路線バ
スなど、広 域 的 な交 通 機 関 へのアクセス
魅力発見のヒントになればと思います。
手段として市民バスをご利用ください。

右の写真は、昭和 年４月、今の吉
舎放課後児童クラブから、あーとあい・
きさに向かって撮影した写真です。
現 在 は、七 日 市 の西 川 製 材 所 から吉
舎 支 所 に向 かって暗 渠（地 下 を 通 る水
路）になっていますが、当時は「大溝」とい
う水路がありました。（左は現在の写真）

「よきやどリメンバーズ」
のコーナーに掲
載する写真を募集しています。
みな さ んのお宅 にあ る、吉 舎 町 の懐 か
しい写 真 な どあ れ ば、説 明 を 添 えて、吉
舎支所へご提供ください。
写真はデータにした後、お返しします。
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～総合健診～
吉舎会場は、８月２７日（火）・２８日（水）
※支所へ申込書を提出してください。
※電話・ＦＡＸでも申し込みできます。

～脳ドック、人間ドック～
申込締切 ５月３１日（金）
※「健診のしおり」の申込書を提出してください。
申し込み先や料金・定員・締切などのく
わしい内容は、今月の「広報みよし」とと
もにお配りしている「平成31年度健診の
しおり」をご覧ください。

内容

内容：「みんなで外あそび」 会場：吉舎保健センター
※帽子と飲み物を持参してください。
お問合せ：三良坂地域子育て支援センター
「みつばち」☎44-2136

会場

親子で保育所の雰囲気を楽しんでください。
とき：６月１２日（水）10時15分～11時15分
内容：「保育所で遊ぼう！」
場所：吉舎保育所
お問合せ：吉舎保育所 ☎43-2522

各 種 相 談 日

とき：５月２０日（月）10時30分～11時30分

11 14

【行政相談】

とき

相談員 行政相談員 松村紘二郎
会場 三次市吉舎支所
日時
５月 日（火）
午前 ～午後４時
６月 日（火）
午前 ～午後４時

子育て支援センターの出前広場を開催します。保育所入
所前の子どもさんとご家族の方が対象です。

21

【法律相談】

22

相談員 広島弁護士会所属弁護士
会場 三次市吉舎支所
日時
６月 日（金）
午後１時～４時

30

※法律相談は事前の予約が必要です。
☎０１２０ ６-３ ４
-４５３

30

23

ト レ ー ニン グ マ シ ン の 利 用

11

気候も暖かくなり、農地を荒らす有害鳥獣の活動も活
発になってきます。
有害鳥獣駆除班による駆除だけでなく、個人・地域で
の農地の自己対策の強化が重要です。
三次市では、イノシシ等有害鳥獣による農作物への被
害防止を目的として、個人・集落で設置する防護柵等の
資材購入費に対して、補助金を交付します。
対象となる費用や必要書類などくわしくは三次市吉舎
支所へお問い合わせください。

毎日８時 分～ 時まで利用可能
場所 吉舎保健センター
利用ができない日
５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

し 尿 く み 取 り

２トン車
く
[み取り日 ５
] 月 日（月）
６月３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
13

30

今年度の狂犬病予防注射の町内巡回日
は、５月１４日（火）・１５日（水）です。
各会場の時間は、「広報みよし４月号」
折込のチラシをご覧ください。

10 10

５月２１日（火）１０時～１１時３０分
「お散歩しましょ。」(雨天：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

保育所の子どもたちといっしょに楽しみたいと思います。
とき
内容
会場

６月１４日（金）１０時～１１時
リズム遊びをしよう
八幡保育所（お問い合わせ☎43-3341）

三良坂地域子育て支援センター
とき

月～金曜日

会場

三良坂農村ふるさとセンター２階

9時～15時
保育士がいます。遊びに来てね！！
お問合せ：「みつばち」☎44-2136

敷地保育所では、日曜・祝日に園庭を開放しています。
利用する際は必ず大人の方が付き添ってください。
開放日時

毎週日曜・祝日 ９時～１７時
（保育所行事があるときは使えません）

お問い合わせ

敷地保育所☎43-3341）
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