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浩幸）

月 日(金）この秋一番寒い朝と思わ
れる日に「きさ楽生塾修学旅行」で四国今
治へ行ってきました。
『タオル美術館体験とビール工場・鉄道
パーク見学』
。
今年の修学旅行は、お知らせをしたとた
ん、申込みが殺到してバス一台で大丈夫だ
ろうかと事務局も少し焦るような申込数が
あり、参加者は、バスいっぱい 名でした。
きさ１０４の駐車場をお借りし、出発し
ました。例年よりすこし距離があるため、
バスの中の時間が多かったのですが、参加
者みなさん、それぞれお話や景色を見られ
て楽しんでおられました。
しまなみ海道で四国に入れば、今治です。
早速、タオル美術館ＩＣＨＩＨＩＲＯで体
験学習と見学です。入口でムーミンと一緒
に記念撮影。館内に案内され、体験学習で
す。体験学習は、ハンカチに自分で絵を書
くという内容でした。見本はなかったので
すが、
みなさん上手に描いておられました。
昼食も館内にある新創作中国料理でいた
だき、次はグラス３杯までというアサヒビー
ル四国工場の見学です。見学のあとの試飲
では、みなさん満足そうに飲んでおられま
した。
その後、四国なのに新幹線があるという
鉄道歴史パーク ＳＡＩＪＯに行き、見学
をしました。
帰りのバスの中では、わきあいあい、ビ
ンゴゲームや抽選会などを楽しみながら、
無事帰宅となりました。
今年も皆さんと一緒に楽しい修学旅行と
なりました。修学旅行を終え、参加者のみ
なさんから「楽しかったよ」
「よかったよ」
と声をかけていただきました。ありがとう
ございます。今年参加できなかった塾生さ
んも来年は是非ご参加ください。また、楽
しい修学旅行にしたいと思います。予行演
習は出来ませんが・・。
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みんなで創る 吉舎町の情報誌

2019（令和元）年 １2月１０日発行

吉舎町 人口の動き
人口:3,682人(-14人 先月比) 世帯数:1,687世帯(-3)
男:1,705人 女:1,977人
(令和元年11月30日現在)
（11月届出新生児 0人）
高齢化率(65歳以上) 46.9%

きさ楽生塾 修学旅行へ行ってきました！

in

日彰館おもてなしプラン～昼食準備～
10 30

月９日(土）朝９時
分から吉舎自治振興会
名が日彰館おもてなしプラ
ン 昼 食 準 備 係 の 中 の「お
餅、餅つき」を担当しまし
た。蒸し器でもち米を蒸し
て、臼にもち米を入れて準
備完了、留学生に餅つきを
体験していただきました。
「よいしょ」のかけ声で出
来た、つきたてのお餅はき
な粉で味わっていただきま
した。
留学生 名が喜んでくれ
たことと思います。

安田歩こう会！

月 ２ 日（土）安 田
歩こう会を開催しまし
た。
快 晴 の 朝、元 気 な 笑
顔で 名が集合、ラジ
オ体操を少しぎこちな
い 動 作 で 行 っ て 出 発。
１００メートルで第一
ポ イ ン ト に 到 着！ 大
正 ８ 年 建 築 の『木 造 り
二 階 建 入 母 屋 造』の 井
上 邸 を、ホ ー ッ と 感 嘆
の溜息で見学し、１００年の歴史を実感。
第二ポイントの『山ちゃんぶどう園』へは 約
５００メートル。みんなで美味しいブドウを試食
し食欲の秋を満喫して解散しました。
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『きさ安田パークゴルフ場』オープン記念大会

正巳）

91

45

「歩いて歩いてふれあい健康づくり」～灰塚ダム湖畔～

（平末

月５日（火）
霧のあと快晴と
なる天候のなか、
『き さ 安 田 パ ー
クゴルフ場』オー
プン記念大会が
『三 次 パ ー ク ゴ
ルフ協会』の主催
で開催されまし
た。
松江・雲南、白木・福富、福山・三原・
尾道など遠方からの参加者を含め 名
が競技。結果、男性は２名がプレーオフ
で一位を決定。女性のスコアは、なんと
男性を超える結果でした。月例会は毎月
第一火曜日です。ご参加お願いします。
フラットな地形のコースは初心者にも
大好評です。
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月 日（日）朝９時から
歩いて歩いてふれあい健康づ
くりを実施しました。
しっかり準備運動をして、
車に分乗して、灰塚ダム管理
所近くへ到着、そこからモミ
ジ山近くの駐車場を目指して
歩きました。
紅葉本番には少し早かった
ですが、いつもより集合時間
を１時間遅らせた甲斐もあ
り、霧が晴れ景色を楽しむこ
とが出来ました。
和気あいあいと歩いた後
は、各自持参したお弁当をい
ただきました。
次回は２月９日(日）登美志
山です。多くの皆さまのご参
加をお待ちしております。
（小森 美咲）
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秋のにぎわい！敷地ふれあい祭り２０１９

11

月３日(日)敷地恒例のふれあい祭りを開
催しました。今回、普段家にこもりがちのお年
寄りにも来場していただき、大いに楽しんで交
流を深めてもらおうと、 歳以上の皆さんを
お招きし無料昼食券を配付しました。
前半はこじか荘職員のみなさんによる健康講
座、後半は世羅町からお招きした世羅小路あやまろさんの爆笑トークで大いに
笑って盛り上がっていただき、「頭も体も元気になった」という声も聞かれまし
た
午後からは、女性部によるフードバザーのうどんやバラ寿司で昼ご飯、農産物
の競売や豪華景品が当たるビンゴゲームも行われました。
また、保育所園児や小・中学校生徒さんの絵画、地元有志の皆さんによる木彫
刻・七宝焼き・イラストなど多くの作品が展示されました。
最後に吉舎中学校生徒さんによる吹奏楽の演奏を披露していただきました。今
回、急きょ指揮者が不在となる中、生徒さんたちが自主的
に選曲、曲紹介を行い進行する姿を観客の皆さんも頼もし
く見守られた様子でした。最後の曲が終わると全員が総立
ちで拍手を送り、何処からともなくアンコールの連呼が続
いて追加演奏で終了となりました。吉舎中学校吹奏楽の皆
さん、素晴らしい演奏を有難うございました。
役員の高齢化や内容のマンネリ化など今後の課題が見え
隠れした祭りでもありましたが、みなさんの盛り上げよう
という強い気持ちで成功裏に終えることができました。農
産物の提供など協力していただいた皆さん本当にありがと
うございました。
（井上 義弘）
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秋の配食サービス
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中四字地区社会福祉協議会では 月 日(土)今年二度目となる配食サービス
（炊き込みご飯）を行いました。
前回より少し早めの朝８時 分から作業を開始され手慣れた女性部の方達は
手際よく準備、調理され季節のフルーツを添えたお弁当は、お昼時間に間に合
うよう完成。早速 女性部、福祉部、民生委員の皆さんで手分けをして対象者の
方たちにお届けしました。
受け取られたみなさんは「毎回楽しみにしております」と喜んでおられまし
た。
（岡本 伸三）
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防災訓練・獣害対策研修会

23

月 日（土）午前 時より、防災訓練・獣害対策研修会を、吉舎徳市自治交流セ
ンターで開催しました。 名の参加がありました。
防災訓練では、備北消防署の指導により通報訓練、避難訓練を行い、
「火災の逃げ遅れ
を防げ～増加している高齢者住宅」のＤＶＤでは、高齢者の火災による被害要因や火災
報知器取付の必要性など学習しました。
時からは、獣害対策研修会を開催。近年イノシシ、鹿の被害に大変悩まされていま
す。
「獣害に強い集落」
「田畑の上手な囲い方」のＤＶＤを鑑賞し、獣害を寄せ付けない、
追放するなど地域ぐるみで取り組む事の大切さを学びました。
終了後は、炊き出しのカレーをいただきました。
（中倉 政子）
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第十六回『ふれ愛まつり・やわた』
月 日（日）八幡小学校において、『第十六回
ふれ愛まつり・やわた』が、開催されました。
今年の八幡小学校の児童数は 人です。まず、最
初のオープニングは小学生の群読です。子どもたち
は大きな声ではっきりと話し、私たちの誇りであ
る、「奥田元宋先生と奥田小由女先生」のことにつ
いて話をしてくれました。次の「子どもお点前」で
は小学生がお点前を披露して見せてくれました。
「八幡子ども太鼓」、オペレッタ「八幡の四季 令
和バージョン」では、子どもたちが一生懸命に演技
し、頑張る姿は多くの皆さんに感動をくれました。
この伝統をずっと守っていってほしいと思います。
続いては、地域の皆さんによるカラオケ・大正琴・
ひょっとこ踊り・３Ｂ体操です。日頃の成果を十分
に見せていただきました。そして中学校の吹奏楽、
すばらしい楽器の演奏を披露していただきました。
今年は雲通バンドによるバンド演奏もあり賑やか
なランチタイムでした。昼からは、ハーモニカの音
色の素晴らしさと鳩が飛び出たりした不思議なマ
ジックショーで大いに楽しむことが出来ました。
体育館の内外では、女性会のリサイクルバザーや
農産物の販売も盛況に行われました。また食推さん
の味噌汁の味は最高でした。最後になりましたが、
連日に渡り準備・運営・後片付けをしてくださった
すべての皆さまに感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。皆さま、来年もふれ愛まつり・やわた
にお越しください！
（井藤 圭三）
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きさ楽生塾

※休日の各施設の利用は、事前に事務局へお申し出ください。

岩崎吉剛さん・あゆみさんご夫妻
●きっかけは
11

月 日（金）をもって、
今年度の『きさ楽生塾』全過程
を終了しました。修了式には甲
斐吉舎支所長も参列いただき、
皆勤賞の授与式を行いました。
今年度は 名で賞状と副賞が
連合会会長より、渡されまし
た。
今年も、各クラブの講師の方
には、大変お世話になりまし
た。
今年受講されなかった方も
来年はご参加お待ちしていま
す。来年もよろしくお願いしま
（畑中 浩幸）
す。

～１月５日（日）

一年間ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

１２月２８日（土）

22
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吉舎在住

●地域への思いは

広島市内の大学を卒業後、廿日市市
の広告会社にデザイナーとして就職し
ました。約６年勤めた後、父親を亡く
したことをきっかけにＵターンを決
断。そんな時ローカルデザインの第一
人者と言われる梅原真さんの本に出会
いました。「デザイナーの仕事はモン
ダイカイケツ。〝地方には何もない〟
というマイナスの嘆きを、〝何もない
ことに価値がある〟とプラスに転換
し、絶体絶命を楽しむ」その言葉にデ
ザインの持つ底力のようなものを感じ
ました。その後、地元の印刷会社に就
職し、同じデザイナーの妻と結婚。２人の子どもにも恵まれ、２
０１８年６月、デザイン事務所「やどりデザイン」を開きまし
た。さらに、地域の方が集える場所を作ることで、住む人の暮ら
しや風景もデザインできるのではという思いから、カフェを開く
ことを決めました。

●魅力は何ですか

次の期間はお休みします。

吉舎生涯学習センター、吉舎・安田・中四字・
敷地・八幡 各コミュニティセンター、
吉舎徳市自治交流センター

吉舎町自治振興連合会 １１月の動き
６日 事務局長会議
８日 まるごときんさい折込作業
１２日 三次市住民自治定例会・市長懇談会
１３日 議会報告会
１５日 きさ楽生塾 修学旅行
２１日 三次市自主防災組織代表者会議
２２日 きさ楽生塾・修了式
２７日 まるごときんさい編集会議
２９日 折り紙教室

徳市地区
灰塚ダム知和ウエットランド
登美志山 山頂
吉舎生涯学習センター前
敷地グラウンド

徳市地区イルミネーション
冬鳥観察会
2020年 初日を迎える集い【とみしの里】
三次市消防団吉舎方面隊出動式
花文字年賀状撤収

12月 8日(日)～ 1月 5日(日)
12月14日(土) 9:30～12:00
1月 1日(祝) 6:45～
1月 5日(日) 11:00～
1月12日(日) 9:00～

2019年１2月8日～2020年１月12日

きさ まるごと日程表

大切なことは「地域に対する価値観」を変えることではないで
しょうか。かつて街が繁栄した時代を思うと、将来への不安や悲
壮感、ネガティブな感情が湧くのも事実なのかもしれません。し
かし、ここに暮らしながら子どもを育てる私たちが不幸であるか
というと、決してそんなことはない。周囲や過去と比べたりする
のではなく、私達自身が楽しんで、素敵だと思える場所や人や風
景があること。そんなささやかな幸せが一番大切なことなのでは
と考えています。子どもと散歩する機会が増えると、「寄り道で
きる場所があったらもっと楽しいのでは」という思いがいっそう
強くなりました。日常の中にあるささやかな喜び、楽しみ。その
繰り返しが幸せを作るのではないかと思っています。
この建物との出会いは約４年前、散歩の途中に「ここだ！」と
思いました。ビニールシートの隙間から中を覗いてみると、中は
金物屋をされていた当時のまま、商品で溢れていました。ただ私
達には、現在のカフェのイメージがムクムクと頭に浮かびまし
た。その後、三次市内の建築士さんによって、当時の姿を活かし
て全く新しい空間が完成しました。普段眺める事のない「日常の
風景」をぜひコーヒーでも飲みながら眺めてもらえたらなと思い
ます。学生や子育て世代から高齢の方まで、多くの世代が集まれ
るようなカフェにしていきたいと考えています。幅広い世代の方
が集う場所になることで、どんな化学反応が起こり、どんな新し
い魅力が生まれていくか私たちも楽しみです。
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「カフェ・キッサ」が１２月１１日（水）七日市にオープン！
岩崎吉剛（よしたか）さん，あゆみさんご夫妻経営のカフェは、町屋の外観や構造を活かした
店構えと、通りから店の奥まで透けて見える造りや、店内から眺める街並が素敵な場所です。
取材を通して「デザイナーとして、ここに暮らす人の目線でまちをデザインする」という言葉
が印象的でした。カレーや手作りマフィンなどのメニューも工夫され、地域の方々や吉舎を訪
れる人達の交流の場として、特に子育て世代の方にやさしいカフェの誕生です。家族や友人を
誘って気軽にご来店くださいとのことでした。
当面は，火曜日～金曜までの平日，午前１０時～午後５時までの営業です。
三次市集落支援員（吉舎地区） 徳永春喜
＊駐車場は店舗裏側へ

シリーズ「きさＬＩＦＥ」 Ｎｏ．10
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～

電

話︓４３-３１１１

Ｆａｘ︓４３-３０６２

８０２０運動達成おめでとうございます！
「８０２０（はちまるにいまる）運動」とは、生涯自分の歯で食べる楽しみを味わうため、８０歳になっても、
自分の歯を２０本以上保つことを目指す運動です。
吉舎町では今年度、次の４人の方が達成され、表彰されました。おめでとうございます！
今井 眞知子さん(吉舎町吉舎)

豊原 正巴さん(吉舎町海田原)

村上

渡部 裕子さん(吉舎町敷地)

貫さん(吉舎町丸田)

受賞されたみなさんに、日々、歯の健康について心がけておられることをお聞きしました。
食後、朝晩の歯みがきを欠かさないようしてます。

歯間ブラシでケアしています。

半年に一回程度、歯科医で健診を受けています。

特に何もしてないんだけど…。

自分では特に意識していなくても、普段の食事や生活習慣が、歯の健康にも影響しています。
お口の状態は、全身の健康とも密接な関係があり、さまざま病気につながる場合があります。
定期的な歯科健診で、歯科医からアドバイスをもらうことで、歯を大切にする習慣も身につきます。
みなさんも、改めて自分の歯の健康について考えてみてくださいね。

【 予 告 】

水道管を寒さから守りましょう！
今の時季、凍結による水道管破裂などによる漏水事故が急増しま
す。各家庭で事故防止の対策をしましょう。

町内一斉防災訓練
今年度の「町内一斉防災訓練」は、

◆ 水道管等が凍結しやすいところ
風当りの強い戸外・日陰・むき出しになっている など
◆ 予防策
保温材を巻き付け、濡れないようにビニール等で保護する
◆ 万一、凍ったときは・・・
凍った部分にタオルなどをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりまん
べんなくかける。（熱湯を急にかけると破裂やひび割れのお
それがあります）
◆ 水道管が破裂したときは・・・
・ メーターボックス内の止水栓を閉める
・ 破裂した部分に布かビニールテープを巻きつけ応急処置
・ 指定給水装置工事店へ修理依頼
（宅地内の給水設備の修理は自己負担となります）
年末・年始のゴミの収集について
［収集日］
１２月２８日(土)、３０日（月） [直接搬入は午後４時まで]
1月 ４日(土) [直接搬入はお昼１２時まで]
１月 ６日(月)～ 通常どおり
１２月２９日（日）、３１日（火）～令和２年１月３日（金）、
１月５日（日）はクリーンセンターは休みです。
※年末のクリーンセンターへの直接搬入は大変込み
合いますので、お早めにお願いします。

令和２年３月８日(日)
に、実施することが決まりました。

今後、各自主防災会、消防団を中心
に訓練内容等を計画されます。
くわしい内容
に つ い て は、来
年２月の広報で
お知らせする予
定です。
年末・年始の支所の休みについて

次の期間、支所業務は休みます。

１２月２８日（土）～令和２年１月５日（日）
※本庁の休日窓口サービスは、
１２月３０日（月）～１月３日（金）が休みです。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

まるごときんさい No129
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今年も「きさ教育の日」が開催されました
１１月１６日(土)に吉舎中学校体育館にて、「きさ」小中一貫教育推進協議会・青
少年育成吉舎町民会議主催の「きさ教育の日」が開催されました。
当日は、地域の方・小中学校の保護者総勢２００人近い来場がありました。
オープニングの町内３保育所の子どもたちによる歌とダンスに続き、「吉舎町児童
生徒意見発表大会」では、「夢・希望・未来」をテーマに４人の小中高校生がそれぞ
れの思いを熱く語ってくれました。
後半の「きさ音楽祭」では、町内小中学校の児童生徒による合唱や吹奏楽部の演
奏のほか、日彰館高校吹奏楽部、きさ泉コーラスによるゲストステージもありました。
最後に、客席含め会場全体で「ふるさと」を合唱して閉幕しました。
町内の子どもたちが一堂に会するこのような行事が継続していくことを願います。

美術館あーとあい・きさ／吉舎歴史民俗資料館

＝今月の企画展＝

開館２５周年記念特別企画展

「芸州焼瑛泉窯

二代陶芸展

西本瑛泉・西本直文」

会期：開催中～1２月１５日(日)まで
萩焼風の作品や縄文土器をテーマにした作品など独創的な作品を次々に生み出す西本瑛
泉と、今年度の日展で特選に輝いた西本直文の二代にわたる格調高い作陶を展示します。

「再興

影絵人形劇展」

会期：開催中～1２月２２日(日)まで

影絵人形劇の創生者、故 佐々木久人先生が創作されてきた多くの人形劇で使用した
人形やセット等の一部を展示するとともに、過去の人形劇や練習場面のビデオも放映します。

ただ今、応援クラブ会員募集中！

西本瑛泉作 2018年
ひろしま平和祈念
救世観音菩薩

お問合せ・申込みは、美術館あーとあい・きさ（☎４３－２２３１）まで

★ おはなし広場 ★
仮移転中、しばらくの間おやすみです。

年末年始の休館日のお知らせ
休館日：12月29日(日)～
2020年1月3日(金)
今年も大変お世話になりました。拠点施設建設
のための仮移転など、たくさんのご不便をおかけし
た１年でもありました。
来年は、１月４日(土)から開館します。
来年も変わらずのご来館をお待ちしております！
～１年間、いろいろありました！～

カウンターでの「読んで～」は、いつでもどうぞ！

＊今月の一冊＊
【一般書】

「塩麹・甘酒・キムチで作る小鍋」
武藤 裕子／著

新星出版社

カンタンそしておいしい！
「塩麹」「甘酒」「キムチ」など
の発酵食品の旨味を活かした
小鍋レシピを紹介。
これからの寒い夜や、おか
ずを作るのがちょっとめんどう
だな・・・と思ったとき、鍋料理
はいかがですか？たくさんの
鍋料理と、家に常備してある
材料で、鍋料理に合う一品小
鉢のレシピも満載の１冊です。

↑旧館内(引っ越し中)

読書通帳１０００冊達成！

来年も、たくさんの本に
出合えますように！
↑夏にお引越ししました！
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古本、募集中～！
お家にもう読まなくなった、不要になった本は眠ってい
ませんか？ありましたら、図書館へお持ちください。
図書館の蔵書や古本リサイクル市で活用します。ご協
力をお願いします。

被害
急増中

令和２年度

保育所入所・放課後児童クラブ入会について

架空請求にご注意ください！

ハガキやメールで、身に覚えのない請求が送られ
てきて、書いてある番号にあわてて電話すると、個
人情報をとられたり、金銭の支払いを要求されたり
する被害が増えています。
心当たりのない請求に対しては、①無視する ②
連絡しない ③消費者ホットライン(最寄りの相談窓口
につながります)に相談する を覚えておきましょう！

来年度の保育所入所・放課後児童クラブ入会の申
込受付期間は、令和２年１月７日(火)～１月２１日
(火)です。
４ 月 から 入 所・入 会 を 希
望される方は、期間内に必
ず申込みをしてください。
申込書は、三次市役所の
ほか、各支所・保育所で も
配布しています。

い

や

や！

１８８

消費者ホットライン

(３桁の電話番号)

24

18 14

各 種 相 談 日

17

23

13

【行政相談】（吉舎町内）

12

12

相談員 行政相談員 松村紘二郎
日時 １月 日（火）
朝 時～昼３時
２月 日（火）
朝 時～昼３時
会場 吉舎生涯学習センター

30

28

【法律相談】（吉舎町内）

11

12

相談員 広島弁護士会所属弁護士
日時 ３月 日（金）昼１時～４時
会場 吉舎生涯学習センター
※法律相談は事前の予約が必要です。

22

☎０１２０ ９
-６９ ２
-１４
し 尿 く み 取 り
２トン車 く[み取り日 １
] 月６日 月( )
４トン車 く[み取り日 ]毎週火曜日
※年末は 月 ・ 日まで、
年始は１月６日からです。
※ 月 日～１月３日は休みです。
※特に年末は込み合うため、
お早めの依頼をお願いします。
申込先 三次衛生工業社
☎０１２０ ６
-３ ４-４５３

30

29 19

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
毎週火曜・
金曜の午後 ( 月 日まで )
月 日（木） 朝から夕方まで
月 日 日( ～)１月３日 金( 休
) 所日
◎マシン巡回指導日…月曜日
９時 分から 時 分まで

※月曜が祝日の場合は巡回指導はお休みです。

◎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

30

12 12

10 10

吉舎子育てサロン
保育所入所前の子どもさんとおうちの方対象です。

とき

１月２０日(月)朝10時30分～11時30分

内容

「お正月あそび

0歳から楽しめるあそび」

とき
内容
会場

会場：吉舎保健センター(和室)

３月５日(木)朝10時～12時
「大きくなったね」
吉舎保健センター

会費

２００円

吉舎地区母子保健推進員

とき

１２月１７日(火)朝10時～11時30分

とき １２月１８日(水)朝10時15分～11時15分
内容 「お楽しみ会」 場所：吉舎保育所
お問合せ：吉舎保育所 ☎43-2522

内容

「クリスマス会」
吉舎保健センター

１２月１８日(水)朝10～11時

とき

「お楽しみ会(保育所行事）」

内容

お楽しみ会に参加しましょう！

とき
内容

お問合せ：敷地保育所

☎43-3074

会場

会費１００円程度

お問合せ：三次市吉舎支所

☎43-3111

１２月１２日(木)朝10時30分～11時30分
「お楽しみ会に来てください！
～サンタさんもやってきます～」
お問合せ：八幡保育所 ☎43-3341

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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