上垣良三

新年あけましておめでとうございます。
町民の皆さまには、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。
昨年は、元号「令和」の幕開けの年ではありました
が、自然災害は、なお大規模化する傾向が伺えた年で
ありました。幸いにして、吉舎町では、人命にかかわ
る大きな災害は発生しませんでしたが、一昨年の「平
成 年７月豪雨」で得た教訓を生かし、自主防災組
織をはじめ、関係機関・団体の皆さんと連携し、災害
から生命を守る取り組みや仕組みを進化させていきた
いと思います。
今年は、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
クが開催されます。三次市では、メキシコが事前合宿
を行う予定です。また、広島県の聖火リレーは、５月
日に三次市から出発することとなっています。滅
多にないこの場面に遭遇できることを喜び、機運を高
める取り組みを行いたいと思います。
吉舎町においては、昨年、関係者の皆さんにお世話
をいただき、きさ安田パークゴルフ場が再生されオー
プンしました。また、美術館あーとあい・きさにおい
ては開館以来 周年を迎えました。ともに吉舎町の
活性化に一役を担っていただいており、そのご尽力に
敬意を表します。
建設中の(仮称)吉舎町拠点施設は、今年 月に落
成の予定で、現在、工事は順調に進み、旧支所部分の
耐震工事と増築部分の基礎工事が施工されています。
完成後は、町民の皆さんの拠りどころになり、吉舎町
自治振興連合会をはじめ、関係者の皆さんと連携し、
吉舎町まちづくりビジョンが推進できる施設になるよ
う努めてまいります。皆さまのなお一層のご理解とご
協力、ご支援をお願いいたします。
元号「令和」は、人々が美しく心を寄せ合う中で文
化が生まれ育ち、希望に満ち溢れた新しい時代を切り
開いていく、という意味にふさわしい吉舎町の発展
と、皆さま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いたします。

三次市吉舎支所長
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甲斐和彦
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新年あけましておめでとうござい
ます。
皆さまには、令和の新年を希望
に満ちてお迎えのこととお慶び申
し上げます。
まちづくりの基本理念である「市民のしあわ
せの実現」を目指して吉舎町自治組織では住民
自治活動に取り組むに当って拠り所となる「吉
舎町まちづくりビジョン」を策定して『自然が
きらめき 学びあい ふれあい 人が輝く まち
きさ』の将来目標を達成するため「人・教育」
「交流」「定住・環境」の三つの基本方針を町
内六つの自治会が連携し、三次市と補完し合い
ながら町内の関係機関・団体をはじめ町民の皆
さまのご支援・ご協力を得ながら活動を推進で
きていることに感謝を申し上げます。
まちづくりに向けての課題は多様でありま
す。主体者としての住民活動の重要性がますま
す高まっているなかでありますが、三次市の広
域合併時からの懸案でありました生涯学習セン
ターに代わる文化ホールが今秋に開設する運び
になり工事が進められています。吉舎町自治振
興連合会をはじめ、三次市吉舎支所や三次図書
館吉舎分館、吉舎児童館、三次広域商工会吉舎
支所などが同居する複合施設です。
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が、文化
ホールは町民の交流の拠点となり、安全で安心
して快適に暮らせ、幸せとの思いを感じること
ができる町を築く場となれるものと期待してい
ます。
吉舎町自治振興連合会では、三次市吉舎支所
の支援の下に町民の皆さまの積極的な参画を得
て活動を進めて行けるよう努めて参りますので
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長
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ホームページ http://kisajichi.com/

第１３０号
みんなで創る 吉舎町の情報誌

2020（令和2）年 １月１０日発行

吉舎町 人口の動き
人口:3、675人(-7人 先月比)
世帯数:1、682世帯(-5)
男:1、704人 女:1、971人
(令和1年12月31日現在)
（12月届出新生児 0人）
高齢化率(65歳以上) 46.8%

2020 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。

30
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「花文字年賀状」作り

敷地自治振興会では、毎年恒例の「花文
字年賀状」作りを 月 日（日）９時から
行いました。
今年のテーマはオリンピックで我々も元
気なれるようにと「五輪マークにがんばろ
うしきじ２０２０」と決定しました。
前日の準備には、雨にもかかわらず、竹
とロープでの下絵作成に 名の参加があり
ました。
第 回目の今回 戸で約７００株の葉牡
丹を育てて頂きました。生産者の方が年々
減少する中、先輩方が築いた伝統をたやす
わけにはいかないとの思いで、当日 名の
参加者により立派な「花文字年賀状」を咲
かせることが出来ました。
わずか２時間足らずの作業でしたが、中
国新聞・ピオネットの取材も受け、敷地を
アピールすることもでき、皆さん達成感に
満 足 し、バ ン ザ イ 三 唱 で 締 め く く り ま し
た。
最後に、女性部の温かいうどんを食べな
がら、出来映えに感動し今年も頑張ろうと
決意しました。
（佐藤 明宏）
26
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しめ縄作り講習会

35

月８日（日）午前９時から、八幡
自治振興会役員約 名の皆さんによ
り、コミュニティセンター内外とその
周辺の清掃作業を行いました。
寒い中での作業となりましたが、草
刈り・剪定・建物内の掃除・窓拭き等
を 行 っ て 頂き 大 変 き れい に な り まし
た。八幡コミュニティセンターは、す
ぐ裏が山なので屋根や溝に落ち葉が一
杯あり、掃除が大変でした。
年末で忙しいにも関わらずご協力い
ただき、ありがとうございました。
（井藤 圭三）

12

コミュニティセンター周辺環境美化活動

月６日（金）午後２時から八幡小学校で
しめ縄を作りました。先生と子どもたち、そ
して保護者・地域の皆さんと一緒になっての
行事です。指導されたのは雲通の山本一江さ
んと地域の３名の方です。
始めはうまく出来ませんでしたが、指導の
お陰で徐々に慣れていき最後には立派なしめ
縄を作ることが出来ました。（今年は天候不
順によりわらの乾燥に大変苦労をされたとの
ことです。）指導していただいた皆さんに感
謝します。ありがとうございました。
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高齢者給食サービス
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「ふれあい交流会」

16
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月１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。
お昼時間に合わせ手分けして配達さ
れた「お弁当」を美味しく食べる皆さ
んの笑顔が想像できます。これからも
元気にお過し下さい。
当 日、朝 早 く か ら 料 理 し て 頂 い た
「むつみ会」の皆さま、有難うござい
ました。
（平末 正巳）

12

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、恒例
になった「ふれあい交流会」を開催されました。
最初にそれぞれのあいさつの後、先日の吉舎小フェスタで発表した劇、１年
生は「くじらぐも」を上演。続いて２年生は「にじいろのさかな」の劇を上
演。時折、皆さんの笑いもあり楽しく劇を鑑賞されていました。
続いて健朗会の皆さんが用意された手作りドーナツを囲んでお話会、その
後、コマ回し・メンコなどの昔懐かしの遊びに興じられていました。
最後に子供たちと一緒に「ふるさと」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。
（岡本 伸三）
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真ん中にちらし寿司を配し、両脇を海老・ピーマン・さつまいも
の天ぷら、ひじき・シイタケ・さと芋の煮物、ほうれんそうのお
ひたし・カブの酢の物が花をそえます。彩りは、みかんと真っ白
な山の芋饅頭。

「第４回おっさんの会」

月
日（土）今 回 の
おっさんの会は、正月用フ
ラワーアレンジメント、よ
せ鍋づくり、ケーキの飾り
つけに挑戦されました。
次回は２月１日(土）巻き
ずしづくりの予定です。
皆さんもぜひご参加くだ
さい！
（小森 美咲）

12

月
日（木）吉
舎コミニュティセン
ター玄関へ手作りの門
松を地域の方が飾って
くれました。ありがと
うございました！

徳市ふれあいセンター祭り

10

数当てクイズ

月１日（日）午前 時よりふれ
あいセンターに於いて開催しました。
開催前から野菜や加工品目当てのお
客さんが多数来店されました。
会場では、おもてなしの豚汁が振る
舞 わ れ、ふ れ あ い 事 業 部 に よ る と り
串、焼きそば、うどんなどのバザーも
好評でした。
今回の数当てクイズは、４つ切りに
した広告 の 枚数を当 て るクイズ で し
た。たくさん応募されましたが、６枚
の差で商品をゲットされた方おめでと
うございます。
恒例の１００円くじには長い列が出
来、お目当ての商品が当たる事を願っ
て何度も並びます。１位を獲得した幸
運の人は・・・皆さんから拍手が送ら
れました。徳市では、毎回楽しみのイ
ベントの一つとなっています。
約 名の来場者がありました。ス
タッフの皆さん、大変お疲れさまでし
た。
（中倉 政子）
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80

「第２回給食サービス」

月 日（火）吉舎地区社会福祉協議会では今
年度２回目の給食サービスを行いました。
歳以上一人暮らしの方を対象に、今回は 名
の方にクリスマスに合わせてショートケーキをお
持ちしました。
前準備のために 時から吉舎コミニュティセン
ターで理事さんに協力していただき、ティータイ
ムに間に合うように配ってもらいました。翌日
「ありがとうございました」と連絡をいただきま
した。ご協力いただいた皆さんありがとうござい
ました。
77

「門松ありがとう」

19

21

12

12

70

24

13

１００円くじには長い列

4
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吉舎町民卓球大会
24

月 日(日)吉舎Ｂ＆Ｇ海洋
センターにて令和元年度吉舎町民
卓球大会が開催されました。卓球
好きの方々 名の方が大会を大
いに盛り上げてくれました。尚、
今回の大会結果は次のとおりで
す。

11

32

（三次市体協吉舎支部卓球部部長 石井俊三）

吉舎町自治振興連合会
令和1年12月の動き

『団体戦』
優勝＝八幡-Ａ 準優勝＝吉舎
三位＝中四字-Ａ 三位＝中四字-Ｂ
『男子一部』
優勝＝糀田英昭(安田) 準優勝＝石井俊三(吉舎)
三位＝山永照夫(吉舎) 三位＝野上清治(八幡)
『男子二部』
優勝＝和田裕恭(八幡)
準優勝＝森永忠雄(中四字)
三位＝井藤圭三(八幡) 三位＝池田浩(吉舎)
『女子一部』
優勝＝小原佐惠子(卓球部)
準優勝＝梅木文子(中四字)
三位＝岡本久美(八幡) 三位＝森永篤子(中四字)
『女子二部』
優勝＝木原智恵子(吉舎 )
準優勝＝間彩花(日彰館)
三位＝首藤ヒロ子(八幡) 三位＝間智啓(八幡)
『中学生の部』
優勝＝小山叶登(中四字) 準優勝＝間智啓(八幡)
『小学生の部』
優勝＝向井翼(八幡) 準優勝＝松田谷諒真(吉舎)
三位＝釜口晴也(吉舎) 三位＝伊藤結人(中四字)
OB

12月2日 三次交通安全協会
吉舎支部テント村
12月4日 事務局長会議
12月5日 年末調整説明会
12月9日 地域振興課ヒアリング
12月13日 農業災害互助会 自治連懇親会
12月26日 編集会議

『干支の折り紙講習会』

11

29

吉舎町自治振興連合
会 で は
月
日
（金）「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
子（ねずみ）の折り紙
を教えていただきまし
た。
今回もお手本無し
で、それぞれの個性豊
かなねずみへの挑戦で
す。小さくて複雑な折
り方に四苦八苦しなが
らも、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
がら皆さん頑張っておられました。
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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2020年１月18日～2020年2月2日

きさ まるごと日程表

交通安全テント村

月２日(月)午前 時より吉
舎Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場にお
いて、年末交通事故防止県民総ぐ
るみ運動の推進として「交通安全
テント村」を開催しました。当日
は吉舎町女性連合会さんの皆さん
にも参加いただき、手作りのマス
コットを「安全運転でお願いしま
す」とドライバーさんに声をかけ
ながら配りました。今年もよろし
くお願いします。

12
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1月18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26日(日) 10:00～

新年お茶会

吉舎徳市自治交流センター

2月 2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 2日(日) 9:00～

八幡地区卓球大会

八幡小学校体育館

電

税申告に向けて

話︓４３-３１１１

Ｆａｘ︓４３-３０６２

「農業・畜産所得収支計算相談会」

を行います

◆開催日時：１月２７日（月）～３１日（金）午前９時～１１時、午後２時～４時

◆会

場：三次市役所吉舎支所仮庁舎

２階

農業・畜産所得について、平成３１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

今年の確定申告期間は、２月１７日（月）～３月１６日（月）です
（くわしい地区と日程は広報みよし１月号折込をご覧ください）

道路の除雪にご協力をお願いします！！
積雪の際、道路除雪をスムーズに行うため、次のことにご理解・ご協力をお願いします。

□ 除雪は、国道やバス路線など主要幹線道路を優先します。
□ スリップ事故等の原因になりますので雪を道路に投げ出さないでください。
□ 家や駐車場の出入口は特に注意して除雪していますが、
ふさいでしまう場合があります。除雪車通過後の出入口は、各家庭で排雪してください。
□ 路上駐車や資材等を放置をしないでください。
□ 道路脇の電気柵などは、破損する恐れがあるので、事前に撤去してください。
□ 除雪車回転場に、長時間駐車しないでください。
□ 道路へ垂れ下がる立竹木は、事前に伐採してください。やむを得ず取り除くことがあります。
□ 側溝のフタを外して投雪した際は、速やかに元に戻してください。
□ 夜間・早朝に除雪を行う場合があります。安全のため、外出時は反射タスキ等を着用してください。

吉舎町拠点施設 工事進捗報告
昨年９月から始まった「(仮称)吉舎町拠点施設」の工
事の進捗についてお知らせします。
これまで駐車場であった場所では、ホール棟の基礎
の工事が進んでいます。

三次市消防団吉舎方面隊出動式開催！
１月５日(日)、三次市消防出初式が十日市親水公園で
開催された後、吉舎方面隊は町内で出動式を行いました。
吉舎親水公園での、吉舎方面隊員による一斉放水は、
今年も見事なアーチを描きました。天気もよく、虹もかかっ

施設の完成は、今年１０月の予定です。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、引き続きご
協力をお願いします。

ていました。
今年も火災のない一年になるよう、火の取扱いに注意し、
火災予防を心がけましょう。

工事現場 の様子 。
写真右上 が旧庁 舎。

ま た、災 害 の 発 生
時には情報を確認し
て、安全な場所へ迅
速に避難できるよう、
日頃から家族・地域
の中で話し合って備
えておきましょう。
まるごときんさい No130
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５０歳～６９歳の方へ

大腸がん検診を受診しましょう

大腸がんは、男性では胃がん、肺がんに次いで３番目、女性では乳がんに次いで２番目に
多いがんです。
大腸がんにかかる人は、４０歳代から増加し始め、５０歳代から急激に増えています。
今年度５０歳～６９歳になられる方(昭和２５年４月１日～昭和４５年３月３１日生まれの
方)は、大腸がん検診が無料で受けられる市の助成があります。
検診を希望される方は、三次市健康推進課（電話６２－６２３２）までお問合せください。
※実施期間は令和２年２月２９日（土）まで、申込期限は、令和２年２月７日（金）までです。

≪≪ 美術館あーとあい・きさ ≫≫

≪≪ 吉舎歴史民俗資料館 ≫≫

保育園児と小・中・高校の児童、生徒のみなさんが授業で制
作した作品(図画や書、立体作品など)を展示します。子どもたち
の感性豊かな作品を、ぜひご覧ください。入館料は無料です。
会期と展示作品

今 月 の 企 画 展

「吉舎町内園児・児童・生徒作品展」

１月１２日(日)～１月２６日(日)
吉舎町内の各保育所及び小学校児童の作品
１月３０日(木)～２月１１日(火・祝)
日彰館高等学校生徒の作品
２月１５日(土)～２月２９日(土)
吉舎中学校生徒の作品

「三原照義のかずら工芸展」
会期：１月５日(日)～３月２９日(日)まで
かずら工房を営む三原照義さんが、近く
の山から採集してきた「かずら」をひとつひと
つの個性や形を
活かして丁寧に
加 工・制 作 し た
オブジェや額な
ど約２０点を紹
介します。

★ おはなし広場 ★
仮移転中、しばらくの間おやすみです。

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。
秋には、建設中の（仮）吉舎拠点施設がいよいよ
完成します！快適な居心地の良い館内環境が目
標です。今年もよろしくお願いいたします。

昨年印象深く、お気に入りになった作家は垣谷
美雨と桂望実です。どちらも現代を生きる女性た
ちの、恋愛・結婚・家庭・終活・・・といった悲
喜こもごもを描いており、真っただ中にいる私に
は身につまされるものもありました（笑）
まだ読んだことのない作家さんにチャレンジす
ることも今年の目標かな。

カウンターでの「読んで～」は、いつでもどうぞ！

【児童書】

＊今月の一冊＊

「小学生にもとれる！資格・検定カタログ」
鈴木 秀明／監修 小学館
今年の目標は、「資格」を
取ること！ “趣味に活かせ
る”、“勉強に役立つ”の２つ
のテーマのもと、全部で１００
以上の資格や検定が紹介さ
れた１冊。
「ねこ検定」や「野球知識検
定」、「ジュニア防災検定」に
「日商プログラミング検定」な
ど、これからの小学生に必要
なものが盛りだくさん！それ
ぞれの検定のミニ問題もあり
ますよ。レッツ・チャレンジ！

古本、募集中～！
ご家庭で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。
7 まるごときんさい No130

令和２年度 保育所入所・放課後児童クラブ入会申込受付中です
次年度４月からの入所・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。
各申込書一式は、市役所担当課、または各支所・保育所で配布しています。

【受付期間】 １月７日（火）～２１日（火） 午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日除く）
【受付場所】 保育所入所 → 市役所東館２階 子育て支援課 または 各支所
児童クラブ入会 → 市役所本館４階 教育委員会 文化と学びの課 または 各支所
■ １月１７日(金)午後７時まで、子育て支援課・文化と学びの課で夜間延長受付
■ １月１８日(土)午前８時３０分～午後５時１５分まで、子育て支援課で休日受付
(１８日は児童クラブ入所も子育て支援課で受付します)

各 種 相 談 日

18 14

【行政相談】（吉舎町内）

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

13

【法律相談】（吉舎町内）

30

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。
☎０１２０ ９
-６９ ２
-１４

11

し 尿 く み 取 り

22

２トン車 く[み取り日 ２
] 月３日 月( )
４トン車 く[み取り日 ]毎週火曜日
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） 朝から夕方まで
◎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

23

30

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

１月２１日(火)朝10時～11時30分

内容

「おにのお面をつくろう」
吉舎保健センター 会費１００円程度

会場

お問合せ：三次市吉舎支所

会場：吉舎保健センター(和室)

とき

２月３日(月)朝10時30分～11時30分

内容

「鬼グッズを作ろう！」

会場：吉舎保健センター(和室)

とき
内容

☎43-3111

２月２１日(金)朝10～11時
「おはなし会(絵本の宅急便）」
お問合せ：敷地保育所

☎43-3074

保育所の友だちと一緒に遊びましょう！
とき ２月１２日(水)朝10時15分～11時15分
内容 「保育室で遊ぼう」 場所：吉舎保育所
お問合せ：吉舎保育所 ☎43-2522
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
三次市吉舎支所
三次市吉舎町吉舎718番地1

電話・FAX： 43-7272
電話：43-3111 FAX：43-3062
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