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押し切るのだ
―中村天風―

平成 30 年度山内地区敬老会開催 9 月 17 日（祝）
今年度の敬老対象者は 490 名（男性
179 名・女性 311 名）で内 78 名が出席
されました。また，米寿の方は 23 名で
喜寿の方は 23 名，金婚の方は 5 組でし
た。式典では三橋社協会長が挨拶を行
った後，社協会長から米寿・喜寿・金婚・
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敬老対象者全員の代表に記念品が渡さ
れました。
来賓の市長，県議会議員からの挨拶，
小学生代表の曽田あんりさんから敬老
者の方へ作文の朗読，最後に敬老者代
表の白石行人さんが謝辞を述べられま
した。演芸では，山内保育所園児の皆さ
んの歌や踊り，山内小学校児童の皆さ
んの歌や演奏，敬老席を訪ねての手遊
びによる交流を行いました。

↑山内保育所園児の皆さん

↓山内小学校３・４年生の皆さん

↑小学生との交流の様子

↑大蛇が出てきた様子

↑堀江椰睦君

↑神楽の様子

最後に東城町からお招きした比婆荒神神楽社の皆さんに神楽を上演していただきました。この神楽団に
は本郷町の堀江椰睦君が入団しており，神楽を披露してくれました。
敬老会開催に際し，山内地区社協・女性会・自治会長・各地域からのお手伝いの方には準備や後片付け
などをしていただき円滑な運営ができましたことを心より感謝申し上げます。

「うつ病」って？？
相扶の郷相談支援事業所

相談支援専門員 花神

耕平

うつ病の患者数は近年，増加しており，およそ 73 万人にのぼると報告されています。16 人に 1 人
が，生涯にうつ病を経験しているとも推定されています。うつ病はだれにとっても身近な病気であると
言われています。
だれでも，いやなことや悲しい事があると，気分が沈んだりやる気がなくなったりすることがありま
す。しかし，うつ病は，日常で感じる一時的な気分の落ち込みなどではありません。言葉では表現しよう
がないほどつらい沈んだ気分または興味や，喜びの喪失が，ほとんど一日中ほぼ毎日，2 週間以上続き，
仕事や日常生活の困りごとが出てきてしまう･･･これが｢うつ病｣なのです。
うつ病は，脳の働きに何らかの問題が起きた状態であると考えられています。気力で解決できるのも
ではありません。うつ病は治療が必要な病気なのです。うつ病はこころだけでなく，いろいろな“からだ
の症状”があらわれることもわかっています。
こころの症状

からだの症状

抑うつ気分
不安・あせり
遠くへ行きたい・消えてしまいたい
興味または喜びの喪失
意欲の低下・おっくう感
自分を責める
会話や本などの内容が頭に入ってこない

睡眠障害
食欲の減退
疲労感・倦怠感
動悸・息苦しさ・口が渇くなど
体の重みや痛み

うつ病は早期に発見して適切に治療すれば，十分に治りうる病気と言われます。このため，本人や周囲
の人が早く気づいて，専門家による適切な治療を受けることが大切です。相談支援事業所では，からだの
障害だけでなく，精神的な病気や障害等の相談もお受けし，医療機関のご紹介等も行います。お気軽にご
相談ください。（電話 0824-74-0530）

参考：シオノギ製薬・日本イーライリリーホームページ
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9/15～10/16

◆香典返し

本郷町 三上直子様（故 井上笑恵子様）
山内町 田中法明様（故 静子様）
◆見舞返し

本郷町 三上直子様（故 井上笑恵子様）
ご芳志ありがとうございました。
ご趣旨を大切に地域の社会福祉増進及び地
域振興の資金として，活用させていただき

10 月実施

ます。

左から，加藤勝利さん・松田一馬さん・松田優子さん

５日

山内地区社会福祉協議会

老人クラブ

11 日

ふるさと祭り

13 日

ふれあい給食

20 日

自治会長会

27 日

ふれあい給食

23 日

甲山城祭り

11 月の予定

男性料理教室 10 月 4 日

参加者 6 名

・炊き込みちらし寿司
・減塩肉じゃが
・かぼちゃと茄子のマリネ
・かぼちゃのきんつば

「テレビ新広島が“里山の夢”を番組取材！！」
お米大好きな外国人が庄原へ美味しい米を求めて
やってくる！！というテレビ新広島の番組『行きた
がリーノ』の番組取材がありました。カレンさん（ソ
ロモン諸島出身）とキャサリンさん（ウガンダ出身）
の女性二人組が「里山の夢」栽培農家を訪ねて来て
おもてなしを受けるという設定です。稲刈シーズン
真っ盛りの９月２５日，殿垣内町の田んぼに突然や
ってきた二人，田んぼでカマを使っての稲刈，コン
バインへの乗車体験“ヤ～”，籾摺り・袋詰めの見学，
３０㎏のお米を抱えて“ウォ～重い～”！！
昔ながらの「はがま」を使ってのご飯炊き，ソロモ
ン諸島（ガダルカナル島）でも水加減は日本と同じよ
うに手の指で量るそうです。おもてなしの始まりで
す。炊きたてのご飯を口に入れてしばらく“ウ～おい
しい”
，自家製の漬物，あゆの塩焼き，比婆牛のロース
肉を喜んでたべていただきました。特にお気に入りが
内藤さんの２０年物のウリの漬物でした！！
当日用意したご飯１升４合を外国人のお客さんと
撮影スタッフ合計１０名で完食しちゃいました。
（びっくり～）
なお， 放送は１１月１０日（土）午後６時３０分，テレビ新広島（８チャンネル）

『いきたがリーノ』で放映されます。ぜひ，ご覧ください。

地域マネージャー 松田一馬

山内自治振興区では，既に本誌 124 号にてお知らせしたように，「生活交通検討会議」を立ち上げて，現行の地
域バスに代わるタクシ－形式の生活交通の検討を進めています。買物や通院，行事参加など高齢者が安心して
利用出来る，より利便性の高い移動手段の創出は，住み慣れた地域で暮らし続けて行く上で，避けて通れない課
題といえるでしょう。
検討会議は 5 月以降５回を重ね，現状把握や目指すべき移動手段のイメ－ジ等を話し合ってきました。また去
る 9 月 15 日，東広島市で開催された「広島県移動サ－ビスネットワ－ク勉強会」には会議のメンバ－4 名が参加
して，「住民主体の移動支援」についての講演や既に取り組まれている地域の事例報告を聴きました。これらの
内容がそのまま当地域に当てはまることはありませんが，頂いた資料を参考にして，私たちの地域に即した移動
手段を考えていきたいと思います。
現在，会議では，自治振興区が事業主となり庄原市から車両提供を受けて住民主
体で運行する方式と，市内他地域でも運用されている市民タクシ－方式を択一す
る方向で検討しています。いずれにしても今後検討を加えていく課題は多く，ル－
ト選定，利用者負担，担い手確保など多岐に渡っています。また新方式に移行する以
上，持続可能なものを目指しますが，事業の継続には地域住民が進んで関わり，移
動手段に生活をシフトするなど継続的利用が求められています。この取り組みに対
地域マネージャー
して皆様のご理解，ご協力をお願いいたします。

三上智道

金メダリスト金藤さん来館！！

10 月 11 日（木），２０１６年に開催されたリ
オオリンピック女子２００m 平泳ぎで金メダ
ルを獲得した山内町出身の金藤理絵さん
が金メダル獲得して以来初めて山内自治
振興区，山内小学校へ帰ってこられまし
た。

金藤さんは午前８時１５分自治振興セ

ンターを訪れ，金メダル記念碑の建立やこ
れまでの地域の方々の応援や協力に対し
て感謝の意を伝えられました。

自治振興

区へ，オリンピック記念皿にサインをいただ
き，お土産として「里山の夢」のお米をプレ
ゼントしました。また，記念碑の前で金藤さ
んと自治振興区関係者と一緒に記念撮影
も行いました。

第１１回

甲山城祭

平成 30 年 11 月 23 日（祝日）開催
雨天決行 ※ただし大雨時は中止の場合あり

恒例となった「甲山城祭」を今年も行います。また，「狼煙
（のろし）リレー」も行われます。庄原市陸友会の皆さんによ
る，各狼煙上げ地点を結ぶ「飛脚リレー」も行われる予定
です。祭りは，甲山城跡（県史跡）と円通寺（国重文）境内
で行います。地域の歴史を改めて学ぶ良い機会です。お誘
い合わせの上，ぜひご参加ください。
↓昨年の甲山城祭りの様子（円通寺境内）

場所：甲山城跡・円通寺境内

プログラム
○10：00
○12：00
○12：00
○13：00

開会式
甲山城跡広場狼煙上げ
バザー開店
アトラクション

山内尺八教室（尺八・琴・唄），コーラス，
宝探しゲーム（女性会） お楽しみに！！

バザーもあります♪
☆香茸うどん（300 食限定無料！！）
☆香茸入りばら寿司
☆ぜんざい・平もち
・・山内女性会・本郷女性会有志の会

☆焼き芋・巻き寿司等の販売を予定
・・行里自治会・味くら
メニューは変更になる場合があります。ご了承ください

※駐車場については，円通寺周辺道路へ数名の駐車場係りを配置しております。係り員の案内に従って駐車し
てください。なお，駐車場から円通寺まで送迎車にて送迎を行います。

