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やほこ振報
１．7～8月の災害、避難等について

7月5日「西日本豪雨」、7月28日「台風12号」、8月23日「台風20号」等襲来により、被災された
みなさまにはあらためてお見舞い申しあげます。
八鉾地域においての避難状況（場所・人数等）を集計しますと、下表の通りです。
（単位：人）
利用された
避難所、避難場所他
1．クロカンパーク
2．八鉾自治振興センター
3．前油木老人集会所
4．後油木老人集会所
5．ひろしま県民の森
合
計

7月5日～
「西日本豪雨」
45
未開設
未開設
未開設
15
60

7月28日
「台風12号」

8月23日
「台風20号」
18
22
6
0
0
46

合
0
4
6
0
0
10

計
63
26
12
0
15
116

※数値は庄原市西城支所提供によるもので、本表以外小奴可小学校・高尾地区施設・個人宅に避難された方もあります。

過去に経験したことのない『警報』『注意報』『避難情報』等の
発令が続き、避難に困惑された方、あるいは避難の周知を呼び
かけられた自治会役員・民生委員・一人暮し高齢者等相談員・
振興区地域マネージャー等のみなさんには大変なご苦労・ご心
痛があったものと拝察いたします。本当にお疲れさまでした！！
また、避難先のクロカンパークには市職員が配置されますが、
八鉾自治振興センター・前油木老人集会所・後油木老人集会所
では開錠・運営が振興センター・自治会に委ねられており、初め 7月28日 八鉾自治振興センターへ避難時の模様
※個人情報保護より画像はぼかしております
ての対応に苦慮されたようです。現在、月1回開催しております
「西城暮らしと安心の会」では、課題の洗い出しを行い、今後改善に向け協議を行っています。
義援金につきましては、八鉾自治振興区および区内４自治会（三坂自治会、八鉾落合自治会、
高尾自治会、油木自治会）で合計90,000円を庄原市を通じて被災された方へお送りしました。

２．

第5回八鉾自治振興区親善ゲートボール大会開催

8月26日（日）、『八鉾自治振興センター』にて、“20名”のご参加をいただき開催いたしました。
西城から3名ご参加、庄原市ゲートボール連合様からタオル20枚いただき参加者へお配りしました。
ー

ー
ー

福田高齢者部長兼大会委員長より開会挨拶

をご
準覧
備の
い通
た り
し豪
ま華
し賞
た品
。

ルビ
・
テル
ィ ・
シ日
ュ 本
ペ酒
・
パ タ
オ

表彰は以下の通りです。
順位
優勝
準優勝
3位
4位
みなさん、楽しい一時をすごしていただきました
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チーム
C
D
A
B

主将
前田 マツ枝
荒川 博人
前田 忠邦
山野 精荘

敬称略

敢闘賞
堀井 正道
柳生 光明
堂本 雅彦
井上 十

おめでとうございます！！

３．「星空映画館2018」開催（道後山高原クロカンパーク） 8月11日
地域の活性化を目的に八鉾自治振興区創設以来毎年継続している青年部主催の「星空映画
館」を今年も開催しました。好天に恵まれ、500名超のみなさまをお迎えし、映画「怪盗グルーのミ
ニオン大脱走」を計画通り上映、またバザーも昨年より大幅に増量し販売しました。
最後に企業のみなさま、地元自治会のみなさま、ご来場のみなさまからいただいたご寄付により
花火を約200発打上げ終了しました。
開催に当たっては、昨年に引き続き（株）大歳組より『水風船』〝200個〟来場のお子さまへ無料
配布いただきました。※昨年は〝100個〟でしたが、好評につき今年は倍増しました。
ご寄付のご報告（順不同、敬称略）
≪企業≫ 100,０００円
①（株）比婆の森（ひろしま県民の森）、
②（有）道後山高原サービス（クロカンパーク）、
③（株）ひばごんファーム、 ④（有）西城林産、 ⑤ヒバ木工、
⑥（株）大歳組、 ⑦（有）ネジカネ工業、 ⑧（株）下田建設、
⑨（株）藤川組、 ⑩三宅建設（株）、 ⑪西城建設（株）、
⑫西城運輸砕石（株）、 ⑬藤田自動車工業（有）、
⑭カーショップ・伊藤、 ⑮（有）荒木商会、 ⑯三協自動車（株）、
（株）大歳組による「水風
受付で、樽募金とともにご寄付い
⑰スノーリゾート猫山（ひば・道後山高原荘）、
船」配布の模様
ただいた企業名・自治会名を開示
⑱細川洋明（（株）中四国クボタ東城営業所所長）、
⑲積水ハウス（株）中国四国CRE事業部
この場を借りて、厚くお礼申しあげます。
≪地元自治会≫ 20,０００円
①三坂自治会、 ②八鉾落合自治会、 ③高尾自治会、 ④油木自治会
≪樽募金≫
6,758円
開催に当たっては、青年部のみなさんが一丸となってがんばりました。
当日ご来場者のみなさま

高さ6.5ｍから吊り下げた巨大スクリーン（縦4.5
ｍ×横6ｍ）で観る映画は迫力満点

焼き鳥、フランクフルト、焼きそば、うどん、飲
物等、今年はご要望に応えるため大幅増量

空気の澄みきった標高720ｍでの打上
げ花火は格別でした

４．「広島経済大学（興動館） 第2回農業体験学習」 8月11～12日（1泊2日）
5月定植したトマト「麗華」が立派に生育、収穫に学生18名（男子12名、女子6名）が来館。
・8月11日 振興センターで、地域マネージャー2名（長尾、曽利）協力のもと、生育したトマトは
勿論、地元産野菜を使い夕食（ハヤシライス、野菜サラダ）を作り26名で食事。
夕方、クロカンパークへ移動し「星空映画館2018」を鑑賞。
その後、男子のみ「八鉾自治振興センター」、女子は「安原旅館」へそれぞれ宿泊。
※八鉾自治振興センター〝宿泊第1号〟となり、宿直は木村マネージャーにて対応。
・8月12日 男子学生の朝食（むすび、味噌汁）は地域マネージャー2名（同上）で6時前から準備。
8時女子学生と合流し、8時30分より三坂「栃木明美さん」の農園で、定木会長・栃木
明美講師のもと〝12㎏〟収穫。その後、振り返りを行い、11時体験学習無事終了。

片山副会長による挨拶（来館、1泊2日の農
業体験への激励、豪雨災害の近況等）

振興区長尾マネージャー、曽利マネー
ジャー協力のもと、学生が夕食作り
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生育したトマトを存分に使用してハヤシライ
ス、野菜サラダを作り、参加者全員で食事

前頁「広島経済大学（興動館） 第2回農業体験学習」のつづき（8月12日）

朝食を調理中の長尾・曽利マネージャー、
〇枠内は宿直の木村マネージャー

むすび・味噌汁を男子学生12名が大変喜
んで食べてくれました

八鉾自治振興センターへ、記念すべく〝宿泊
第1号〟となった男子学生12名

栃木明美講師から収穫についての説明

トマトの選別作業

学習終了時の記念撮影

５．生涯学習事業他
① 8月26日 「第6回やほこ学校」開催
駅ガイドでおなじみの〝永橋則夫さん
〟講師によりご自身製作のノンフィク
ション小説『わたしは生きたい。でも、
ほっときなされ！』をご披露いただきま
した。昭和１９年晩秋、永橋宅に身を
寄せた一人の男性の生き様でした。

② 9月10日「生け花サロン」
〝竹島信子さん〟講師により毎年恒
例となり、今年は昨年参加者より要望
のあった『フラワーアレンジメント』へ挑
戦しました。配置・配列を工夫して、ご
覧の通り完成。

みなさん、すてきでしょう！

③ 9月11日 「第3回くまさんのお家」開催

※木村マネージャーを中心に長尾・曽利マネージャー3名で企画

「十五夜」をテーマに、八鉾自治振興
区元会長小笠原洋行さん、西城子育
て支援センターのみなさま、社協賀島
さんをお招きしにぎやかに開催しまし
た。4人の子どもさんの声が飛び交い、
参加者全員若返りました。

④ 7月17日 「健康寿命向上セミナー（栄養改善教室）」開催

⑤ 8月6日 「健康百貨店（健康講座）」開催

管理栄養士〝原明
美さん〟により簡単
にできる『栄養改
善』調理を教えてい
ただきました。
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保健師〝大前弥
生さん〟から高齢
者に多い『脱水症、
尿路感染症』予防
を勉強しました。

６．その他事業
① 8月4日 「八鉾自治振興センター屋外環境整備」開催

暑い中、ありがとうございました！！

② 9月5日 「やほこ収穫祭第1回実行委員会」開催
11月10日（土）予定「やほこ収穫祭」について、第1回実行委
員会を開催しました。20名ご出席いただき、前回（平成28年
度）の開催内容を参考に今年開催の大筋を協議いたしました。
9月20日（木）第2回実行委員会を開催します。地域のみなさ
まには詳細はあらためてご案内させていただきますが、出品に
ご協力くださいますようお願いいたします。

③ 八鉾自治振興区内各自治会の活動状況
八鉾落合自治会

8月14日、八鉾自治振興センターで
恒例の『夏祭り』を開催。
ペットボトル燈籠、カラオケ、琉球國の
太鼓祭り、バザー、花火等により
〝熱い一夏〟を締めくくりました。

④ 9月7日木次線利活用推進協議会 利用促進会議

八鉾自治振興センターでJR備後落
合駅のにぎわいについてメンバー16
人がアイデアを出し合いました。〝
永橋則夫さん〟の駅ガイド紹介、トイ
レの洋式化等意見も出ました。

前油木 女性部

高尾自治会

地域内の草取り、歌声、お花、寄せ植え、
シルバーリハビリ体操他活動しています。
また、80歳以上の方へは年一度昼食とし
て『手作り弁当』をお届けしています。※
写真は弁当を作っているところです。

過疎高齢化の地にたたずむ小
さな〝JR道後山駅〟。
少しでも華やかにしたいとの思
いから、有志で『指網クッショ
ン』を作り待合室へ置きました。

⑤ 9月11日里山バイオマス利用促進事業開催

⑥ 8月10日食育教室開催

里山の未利用材をバイオマス燃料として
の活用を目的に、西城・八鉾双方自治
振興センターで、広島県・庄原市・県立
広島大学・帝釈自治振興区等が21人集
まり打ち合わせを行いました。

７．９月２１日以降の主要な事業日程
月 日

※大きな行事のみ記載しております。

予定事業

9月25日(火) 健康寿命向上セミナー（運動機能向上教室）
10月 7日(日) 第17回ライオンズカップ杯西城町民グラウンドゴルフ大会
10月12日(金) 創作教室
10月13日(土) 第52回庄原市西城町美展（10月13～15日）

〃

『食』のありがたみ、『農業』へ
の理解を深めてもらうため、
前油木営農組合等が開催。
美古登・西城小学校3年生12
人が油木の畑で〝トウモロコ
シ〟のもぎとり体験をしました。

第22回庄原市西城町であいとふれあいフェア

10月16日(火) 健康寿命向上セミナー（認知症予防教室）
11月10日(土) 第2回やほこ収穫祭
11月15日(木) 木次線 音楽列車の旅

開始時間
9：30～
9：00～
10：00～
9：00～
10：00～
9：30～
9：00～
8：30～
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場 所
八鉾自治振興センター
西城球技場
八鉾自治振興センター
西城自治振興センター
ウィル西城 ウィルホール2階
八鉾自治振興センター
〃
備後落合駅集合

