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１．第2回「やほこ収穫祭」開催
１１月10日（土）、午前9時30分、号砲花火のもと
第2回「やほこ収穫祭」を開催しました。地域のみ
なさんを中心に野菜・果物・加工品・展示物を持ち
寄っていただき販売・展示、また地域の文化・歴史
の発掘、芸能の発表の場を目的に行いました。
当日は好天に恵まれ、ご来賓に庄原市西城支
所 支所長 中村裕造様、庄原市議会 議長 堀井
秀昭様、西城町自治振興区連絡協議会 会長 坂
本誠様を来賓にお招きし、地域のみなさん、広島
経済大学・県立広島大学の学生さん、実行委員の
みなさんのご協力で、地域内外より約２００名の来
場者をお迎えすることができました。
※詳細は、３～４ページをご覧ください。

２．「木次線〝音楽列車〟の旅」開催

※RCCテレビカメラマンが同行、『ニュース6』で即日放送されました。

１１月15日（木）、JR木
次線および芸備線の利用
促進・存続活動を目的に、
カラオケ教室のみなさん
が中心となり、JＲ貸切列
車を利用した歌声や楽器
演奏・歌の披露等を行うイ
ベントを開催しました。八
鉾地域・西城地域より44
名ご参加いただき、『お座
敷風回送列車』で備後落
合駅～木次駅まで紅葉
真っ盛りの中国山地を音
楽とともに往復しました。
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３．平成30年度「80歳以上一人暮し、80歳以上高齢者のみの世帯等の実態調査」報告
高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指し、平成26年に一度実態調査を行い、その後社会
環境・家族構成等変化していることから、今年4～5月あらためて実態調査を行いました。調査は
地域マネージャー2名（長尾和子、曽利雪子）が一組となり、八鉾自治振興区内の各ご家庭58世
帯（74人）を訪問、お話をお伺いしました。この度集計できましたので一部ご報告いたします。
74人に確認す
ると67人
（91％）が通院、
通院67人のう
ち60人（90％）
が西城市民病
院でした。

通院67人
のうち47人
（70％）が
内科、25人
（37％）が
整形でした。

調査74人
のうち19人
（26％）が
運転免許
有りで、運
転可能は
16人でした。

◆通院は通院者のみ67人を対象に調査。
◆買物は調査対象者全員74人に調査。
通院・買物とも交通手段はほぼ同じ割合
でした。また、いずれも自家用車＋家族
の車が約半数を占めており、家庭内での
対応が確認できました。本資料では掲載
していませんが、バス利用は油木地区に
多くみられました。

調査結果は紙面の関係で一部しか掲載できておりません。また、調査内容につきましては、聴き取りが十
分にできなかった世帯もありますが、地域マネージャー2名に可能な範囲聴取していただきました。
本調査結果は、「支え合い支援グループ」会議で報告するとともに、今後の見守り活動、課題への対応等
に有効活用していきたいと考えております。

４．青年部による「子供の1日体験学習」開催 10月21日
地域の子供・青年部・保護者との交流を図り、地域の活性化、また子供同士の協調性を養うこと
を目的に今年も「鉄岡リンゴ園」で開催しました。28名ご参加いただき、リンゴの収穫、昼食作り
（焼肉）を参加者全員で行いました。 真っ赤なリンゴを丸かじり、生涯の思い出となりました
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第2回 やほこ収穫祭開催の模様

定木丈宜実行委員長より開会挨拶

「やほこ収穫祭」は、平成28年11月
初めて開催し、今回2回目となりました。
前回の課題を洗い出し、開催まで3
回の実行委員会を重ね、地域のみな
さまのご協力をいただき開催いたしま
した。
また、今回は学生の協力も多く、広
島経済大学より7名、県立広島大学よ
り4名と計11名が参加してくれました。
販売につきましては、農産物約860
個ご出品いただき全数量の81％を販
売、売上金は139,900円となりました。
加工品・食事等はお昼を前にしてほと
んどが完売し、展示品・芸能関係も多
くのみなさまにご鑑賞いいただきました。
アンケートもご満足との回答をたくさん
いただきました。
一方、若干課題も残り、今後実行委
員で振り返りを行い分析して、次回開
催にはさらにご満足いただける「第3回
やほこ収穫祭」にする所存です。

広島経済大学・県立広島大学の学生による路上4ヶ所での案内

会場出入口での安全誘導

実行委員は、ハッピとオリジナル手ぬぐいを着用

学生による受付で、プログラム、会場案内図、アンケートを配布

品種によってはお客さまが殺到

大忙しのレジ

とりたての野菜を販売

寒さに関係なく完売した人気のアイスクリーム

注文に追いつかない手打ちそば

葉ものは朝収穫したものを出品いただきました

マルゲリータピザ、トマトジャムの販売も好調

焼けるまで少し時間がかかりましたが完売の焼き芋

販売開始以降、多くのみなさまに愛用されているたまねぎ染
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流れる汗をぬぐいながらの焼きそば作り

生しいたけはあっという間に完売

サロンで作った指編座布団
リズム感があり迫力満点のこども太鼓

司会を務めていただいた前田忠範さん

油木 湯川浪子さんによる新舞踊

岸好江さん、板倉由美子さん
によるハーバリュウㇺ

カラオケ教室のみなさん
三坂 井上健治さん、 八鉾 部谷貞子さん、 油木 伊折景子さん

三坂女性会のみなさんによるお祭りマンボ

絵手紙サロンのみなさん
による作品

下田教室のみなさんによる大正琴

鉄道愛好家 宇山さんによるジオラマ模型
（駅ガイド永橋則夫さんのご紹介）

聊信会のみなさんによるお茶席

片山悟副実行委員長により閉会挨拶、もちまき

三坂 岸寿美さんによる安来どじょうすく
い

永橋則夫さんによる駅ガイド

曽利敏江さんによるちぎり

ＰＰクラブのみなさんによる写真

竹島信子先生のお花教室みなさんの作品

みなさん、ありがとうございました！！
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協力いただいた学生のみなさんと記念撮影をして終了

５．振興センター2階の活用について
① 10月9日 「第4回くまさんのお家」、11月13日「第5回くまさんのお家」開催

ちぎり絵の作成

たこ焼き作りの打ち合わせ

2階の活用に向けスタートした「くま
さんのお家」も定着しつつあり、第4
回は『ちぎり絵』、第5回は『たこ焼
き』に挑戦しました。毎回社協からも
支援協力いただき、新たなご参加も
お見えいただいております。
みなさん、お気軽にご参加ください
ますようお待ちしております。

② 10月21日「小鳥原小学校 昭和36年卒業 同窓会」開催
振興センター2階改修後、地域外よ
り初めてご利用いただいた団体で
す。今年3月見学に来館、秋同窓
会に使用したいとのお話がありご利
用となりました。地域内にお住まい
は写真右前の前田和好さんのみで、
57年前にタイムスリップして昔話に
花が咲きました。

ノンアルコールで乾杯です

③ 10月22日「八鉾中学校 昭和45年卒業 同窓会のみなさん」が見学
当区定木会長の同窓会のみなさん
が、見学に来館されました。現在は
地域外にお住まいで、また小鳥原
小学校の卒業生の方ばかりではあ
りません。熱心に見学され、滅失し
て今では見ることのできない旧八
鉾中学校に代わり当木造校舎に郷
愁を覚えられたことでしょう。

熱心に見学

④ 11月13日 「地域で元気を育てる会」開催
社協、西城地域センター主催によ
り開催。講師にまなびやＣafe〝手
島亜希さん（総領町）〟をお招きし、
お茶の入れ方、お菓子作り講座、
地域を元気にするお話し等いただ
きました。コーヒーは3種類の飲み
比べをしてみました。
短時間でしたが、2階の雰囲気は大きく変わりました

4月以降、地域活性化（特に地域内外の交流事業）を目的に2階の活用に取り組んでいますが、空調設備
が未設置で夏は利用できませんでした。市の活動促進補助金の適用（一部振興区負担あり）により、今年
度中には設置できる予定ですので、今後年間を通し交流事業を推進して参りたいと考えております。

６．健康体操
① 9月20日 「健康百貨店（いろいろ体操）」開催

② 9月25日 「健康寿命向上セミナー（運動機能向上）」開催

健康維持ため今
回はゴムバンドと
ボールを使用した
体操をしました。
柔らかいこの身体
見てください !!
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健康運動指導士
〝大背戸まりこさ
ん〟により自分で
できる『体操』を
教えていただき
ました。

７．その他
① 10月19日 「八鉾自治振興センター屋外整備」

花植え、花壇の整備

② 八鉾自治振興区内各自治会の敬老会開催の模様

「やほこ収穫祭」を目前に地域マネー
ジャー3名（長尾和子、曽利雪子、木
村辰也）が校舎内外の整備・清掃・美
化にとりかかっていただきました。木村
マネージャーには、市からの譲渡品（こ
たつ布団、座布団他）を高駅前集会
所より引き取りいただきました。

③ 八鉾自治振興センター消防訓練

消火器による実演
三坂自治会

八鉾落合自治会
高尾自治会

避難されたみなさん

油木自治会

④ 西城斎苑の閉鎖時期延長交渉についての経緯

10月25日体育館からの出火を
想定し、消防訓練を実施しました。
初期消火を行い、来館者をグラ
ウンドへ誘導しました。

平成29年11月「広報しょうばら」に、西城斎苑、口和斎場、比和斎場、総領斎場を平成31年
3月末日に閉鎖しますとの掲載以降、西城町自治振興区連絡協議会では庄原市へ閉鎖時
期延長のお願いをしております。斎場が遠方となることにより町民の精神的・経済的負担が
増え、公共施設消滅により活力低下につながる等の理由により交渉しています。
8月は市長・市議会議長あてに「西城斎苑の閉鎖時期延長に関する要望書」を提出しました。市は9月26
日西城自治振興センターで住民説明会を開催し閉鎖を主張。その後、10月26日市と連絡協議会役員に
て再度折衝するも歩み寄りはなく、要望書に対する正式な書面による回答もなし。11月12日ようやく書面の
回答はいただきましたが、要望には応えられないとの内容でした。つきましては、現在住民のみなさまへ延
長要望につきご署名をお願いしておりますが、今後署名簿をもって陳情する予定です。

８．11月２１日以降の主要な事業日程

※大きな行事のみ記載しております。

月 日

予定事業
11月26日(月) 第4回やほこ収穫祭実行委員会
平成30年度第4回八鉾自治振興区役員会
〃
11月27日(火) 第24回西城暮らしと安心の会
12月 1日(土) 地域の将来を語り合う会（八鉾自治振興区青年部）
12月 2日(日) 第42回歳末たすけあい芸能大会
12月15日(土) 2018第3回みんなつながる地域交流会
12月23日(日) お正月用しめ飾り講座

開始時間
19：00～
19：30～
13：30～
18：30～
9：00～
10：00～
13：30～
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場 所
八鉾自治振興センター
〃
西城しあわせ館
ひば・道後山高原荘
ウィル西城 2Fウィルホール
かんぽの郷庄原
八鉾自治振興センター

