平成 29 年 2 月 28 日 「こまわりくん」の事業が社会福祉協議から一般
社団法人庄原市総領自治振興区に引き継がれました。
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今月のトピックス
◆表紙

こまわりくん

◆P 2

情報掲示板
てんとうむしの会

3 月 1 日から、自治振興区が「こまわりくん」の運行をする
こととなりました。平成 24 年 4 月の発足以来、過疎地有償運
送として社会福祉協議会の総領地域センターの関係者の皆さ
んのご尽力により運行されて来ました。
「こまわりくん」の事業運営は自治振興区が担当する予定で
計画されていましたが、自治振興区が法人格を持っていなかっ
たことにより、認可資格の関係で社会福祉協会での運営がされ
て来ましたが、昨年の 12 月に自治振興区が、この事業を運営
するために一般社団法人の取得をし、2 月に陸運局の認可を受
けたことで、当初の計画どおり、自治振興区で運行がされるこ
ととなりました。
法律改正もあり、過疎地有償運送から公共交通空白地有償運
送とされ、広島陸運局で第 1 号の認可となりましたが、利用者
の皆さんには、これまでと何ら変わりなく、これまでどおりご
利用いただけるよう愛称も「こまわりくん」として、運行車両
や利用料金、電話番号も引き継いでいます。
これまで運行にご尽力いただい関係者の皆様に感謝申し上
げますと共に、これまでどおり、地域の皆さんに愛され、便利
な交通手段としてご利用いただけるよう努めていきたいと考
えていますので、どうぞご協力ご指導くださいますようお願い
します。

子供事業募集中
フェイスブック・ホー
ムページ更新中
◆P 3

伝統食講座
仙寿大学
女性会議（ピンクリボン）

◆P 4

自治会（亀谷自治会）
図書館からお知らせ
行事予定

厚生労働省の事業で「これ
からの社会福祉法人と地域の
関係を考えるシンポジウム」
に総領の地域包括ケアシステ
ムと優輝福祉会の取り組み
が、中山間地域での優れた取
り組みとして紹介され、発表
してきました。
参加者の行政関係者や研究
者の皆さんから高い評価を受
け、改めて総領で行われてい
る地域ケア会議の取り組みが
注目されていることを感じま
した。

№1

てんとうむしの会

ひきこもり家族の会が発足し１年 6 ヶ月が経過
しました。毎月１回の定例会を中心に、講演会や
てんとうむしの会
リフレッシュの催し・広島ひきこもり相談支援セ
ンターの山田臨床心理士をアドバイザーに迎え、
家族の相談や助言をお願いしています。
庄原市内には、東城のひきこもり家族会「つばさの会」と総領の「てんとうむしの会」があり
交流を行ってきました。まだまだよちよち歩きの「てんとうむしの会」ですが、庄原市内では家
族の会の設立に向け準備が進められている地域があります。助言や家族サポートを専門職と連携
を深め設立に向けお手伝いをしていきます。

№２

子供事業受講生募集中！

来年度子供事業の放課
後子供教室・放課後塾
（中学生各学年別数学・
英語教室と小学生のそろ
ばん教室）の受講生を募集しています。
応募や登録についての詳細は自治振興区までお問い合
わせください。
また、保護者の負担軽減の制度もありますので、お気軽
にご相談ください。（☎ 88-3067）

№３

フェイスブック・ホームページ毎日更新中！
自治振興区ホームページやフェイスブックの節分草の記事が
下領家の松山恭子さんの協力で、毎日更新しています。
是非、のぞいてみてください。ついでに、いいね
もよ
ろしくお願いします。

伝統食講座 2 月 13 日（月）
農業が中心だったおばあちゃんたちの若い頃の食
文化は、年中行事にあわせた行事食がご馳走でした。
今回は、正月の神飾りを使った行事食を教わりまし
た。
神飾りのひとつ一つには、家族が代々幸せに暮らせ
るようにとの願いが込められていることを「いとこ
煮」に使われる材料から教わり、麦ごはんとトロロか
らは、材料の乏しい時でも組み合わせを工夫して美味
しくする知恵などたくさんの話が聞けました。子供た
ちには、理解できない話もありましたが、昔を知る良
い体験になったと思います。
仙寿大学 2 月 17 日（金）
第５回の仙寿大学を開校しました。第 1 部は、社会福祉
協議会の奥田久美子さんによる認知症講座、日常生活に支
障のない加齢による物忘れと日常生活に支障をきたす認知
症の物忘れの違いや「あれっ？ちょっと変だな」は大事な
サインなので見逃さないで！また、「歳だから」「たまたま
体調が悪かった」などの思い込みが進行の原因になること
など認知症について学びました。
第 2 部は、地域と学校の連携で取り組む道徳教育により、
総領を愛する子供たちを育む事業の一環で、小学 5 年生と
の交流会。子供たちのお接待や演奏、昔遊びを楽しみまし
た。昔取った杵柄とは言い難い“けん玉”に挑戦！逆に子
供たちからコツを教えてもらい、悪戦苦闘の結果、見事に
大成功！久々に童心に帰り、笑顔の絶えない一時を過ごせ
ました。次回 3 月 24 日(金)は、日帰り旅行を計画していま
す。是非ご参加ください。
是非、ご参加ください。
女性会議 2 月 20 日（月）
第 3 回目の女性会議、今回は「ピンクリボン」運動の取り組みを学
びました。
東城からピンクリボン運動実行委員会のリーダーの近藤久子さんと
渡邉益子さんをゲストに招きしました。
乳がんの実体験を通じて、克服していかなくてはならない身体的・
心理的な課題と向き合う姿勢の話や乳がんの近年の実態と日頃から
気を付けておくべきことなど、多岐にわたる話を伺いました。特に女性の 12 人に 1 人が乳が
んになっている事実には驚かされました。
「女性が自分自身を守ること男性が自分の大切な人を守ること」全ての人がこの運動に参画
していくことの大切さを改め実感させられる講座でした。
総領地域には、乳がん検診を推進するピンク
リボン運動の組織がありません。参加者から
は、身近な人が乳がんになったことや自分の異
変を心配する声などが寄せられ、総領で実行委
員会を立ち上げようという発言もありました。
近い将来、実行委員会が産声を上げます。そ
の時にはご協力とご支援をお願いします。

亀谷の段畑地域にお住まいの、瀧口隆巳さ
んは、昭和 42 年に旧総領町消防団に入団され
て以来、旧総領町時代の平成 11 年から総領町
消防団団長、合併後の平成 17 年から約 7 年間
は庄原市消防団副団長を歴任されました。
長年にわたり、消防団組織の円滑な運営と
活動の充実に尽力されてきました。卓越した
統率力と人望によって消火活動はもちろんのこと、団員の訓練、教育、火災予防活動の実施な
ど消防活動を積極的に推進された功績を讃えられ、平成 28 年 11 月 3 日、秋の叙勲において「瑞
宝双光章」を受賞されました。
また、3 月 12 日には、庄原市消防団の主催で、叙勲記念の祝賀行事が庄原グランドホテル
で開催される予定となっています。地域の皆さんにご紹介させていただきますと共に、心から
お祝いしたいと思います。
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今年もかわいらしい節分草が咲き、総領
町にも春が訪れました。
総領分館にはセツブンソウやブッポウソ
ウに関する冊子や記事を集めた「里山図
書」のコーナーがあります。是非お立ち寄
りください。
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てんとうむしの会

仙寿大学
自治振興センター清掃(終日使用禁止)
４

月

１６日(木) 子供体操教室

１日(土) 書道教室

１８日(土) 書道教室

３日(月) 子供教室「新１年生を迎える会」

２３日(木) そろばん教室
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