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北地区歴史探訪ウォーキングを開催
北地区歩く会
“門田町内を散策”
１２月６日（日）歴史探訪ウォーキング第２弾として門田町を散策しました。北自治振興センターを出
発し、門田町中原の西城川右岸では、昔の川の状態や西城川舟運の船着場のあった場所などを確認。門田
町平組の山脇家横では、角力の碑「鈴ヶ山●助塚」を見学、平組の瑞泉寺境内の六地蔵や瑞泉寺上方にあ
る墓地の五輪塔、五輪石群は壮観でした。また、同石群内の宝篋印塔の塔身に仏像の刻まれているものは
備後地方でも数少なく、有力な武将の墓碑であるといわれています。下組にある門田八幡神社にお参りし、
姫呑淵へ、この淵には「昔、大蛇が住んでいて、付近の娘を次々とさらって飲むので、それを哀れに思っ
た鈴神城の竹姫がわが身を捧げてこの難を絶ちたいと願い、この岸辺に仮屋を建てて大蛇の出るのを待っ
た」と。大蛇が姫を呑み込んだので「姫呑」と呼ばれるようになったという伝説も残っています。帰路は、
西城川右岸を上流へ向けて歩き、笹淵や石淵など昔の淵のあった場所を確認しながら、中原橋から市場妙
見山の下を通って、自治振興センターへ帰館。約７キロメートルの行程でした。
普段、何気なく通っている地域の歴史的なこと、石造物、川や道路、昔あった家が無くなったこと、を
見て歩くと色々感じさせてくれるものがあります。過去を知り、現在を知り、将来を見つめていく参考に
なりました。
次回は、１月２４日（日）８時３０分に北自治振興センター集合で濁川町を散策予定です。誘い合わせ
てご参加ください。
（注；文中の●部は文字の判読ができないものです。）

門田中原の西城川右岸にて

センター前の馬頭観音に見入っている

山脇さん宅横の角力の碑

瑞泉寺境内の六地蔵について

山脇さんからお話を聞いています

瑞泉寺へ向けて

瑞泉寺上方の墓地の五輪石群

今年の熊出没状況
来年に向けての注意喚起を！

交通・防災防犯部

今年は、全国的に熊の出没が多くあったようですが、１０月から１２月にかけて北地区内のほぼ全域で出
没（痕跡）がありました。今秋は、山に木の実など食べるものが少なかったことなどがあります。里山で美
味しいものがあったところを熊は覚えています（過去にも目撃情報あり）。出没場所を紹介いたしますので、
来年に向けて注意をお願いします。 （ 〇 のところが今年の出没場所です。）
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健康講座と交通安全教室を開催
老人クラブ

足跡（内股です）

濁川楽生会

１２月２日（水）濁川老人クラブ楽生会は、健康講座と交通安全研修を開催しました。この講座と研修会
は年３回実施の予定でしたが、本年はコロナ禍で1回の実施となり、１８名の参加となりました。
健康講座では、「こころの健康づくり～自分と大切な人の命を守るために」と題して、市保健医療課保健
師の山本さんにお話しいただきました。最初、体と脳をならし会場を和やかにするため、座ったままで右手
をグ―、左手をパーにする体操などを行いましたが、なかなかうまくいかず、参加者は大笑い。これが脳の
刺激となるそうです。
続いて、これからの季節で起こりやすいヒートショックの注意点として、部屋間での温度差をなくす、入
浴前後の水分補給など５つの注意点を教えてもらいました。新型コロナ感染予防を行って交流を行い、元気
に冬を乗り越えましょうとのエールを、また自殺予防に
対する市の取り組みについても説明していただきました。
次に、交通安全研修では、川北警察官駐在所の宮本巡
査長をお招きし、最近の事故状況や雨天・夜間時の運転
の注意点高齢者講習について学びました。
また、高額金をだまし取る手口に騙されないように注
意しましょうと、特殊詐欺犯罪の説明も受けました。
さらに、地域での交通の注意点や危険個所などを出し
合い、お互い注意しあうことを確認して研修を修了しま
した。

“しめ縄づくり”で迎春準備

生涯学習部

１２月１２日(土)自治振興センターで、門田自治会の山脇辰則さんの指導で、恒例となっているしめ縄づく
り講習会が開催され、新年を迎える準備をしました。みなさんがんばられて見事なしめ縄飾りができました。
また、地域の女性２名の方に昼食作りでご協力いただきました。ありがとうございました。

靴下でぬいぐるみ作り

手芸教室

川北町秋国在住の橋本さんを講師に迎え、靴下で作る「熊のぬいぐるみ」を先月と今月の教室で仕上げ
ました。橋本さんが作られた型をもとに、各自持参した靴下のかかとを胴体のお尻に、もう一方の靴下の
かかとを頭にしてパンヤを入れていき、胴体と頭を合わせます。
最後に耳と手足をつけて完成。
パンヤの入れ方や胴体と
頭の縫い合わせが難しく
少し時間がかかりました。
ボタンでの目の付け方
によって表情が変わり、
それぞれ個性が出た作品
ができました。

大掃除ありがとうございました

ふれあいサロン北

１２月８日（火）生きがい創造型サロン
「年輪の会」の皆さんが、ふれあいサロン北
の大掃除をしてくださいました。
今年１年間のご利用ありがとうございました。
なお、１２月２２日のふれあいサロン北は
お休みです。
次回は、令和３年１月１２日（火）となり
ます。誘い合わせてご参加ください。

今年の納め会(月例会)を開催

グラウンドゴルフ同好会

１１月２５日(水)田川グランドで今年の納め会(月例会)を開催し、結果は次の通りでした。
男 性
１位 香川
達（天満自治会）
２位 谷本 勲三（市場自治会）
３位 定宗 静磨（濁川町川西自治会）
次回月例会は２月２４日(水)
田川グランド１２：００集合で
開催いたします。
令和３年初の例会となります。
誘い合ってご参加ください。
１２月・１月は休会です。

女 性
１位 田尾美枝子（濁川町川西自治会）
２位 渡辺 照子（自濁川町川西治会）
３位 堀川美代子（秋国自治会）

１月の行事予定
自治振興センター仕事始め
５日(火)
書道クラブ
７日(火)２１日(木)
子ども書道教室
７日(火)２１日(木)
広報部会
７日(木)
１０日(日)
庄原市消防出初式
於；庄原中学校グランド
ふれあいサロン北
ふれあい給食
川北小学校声かけ運動
北老連役員会

１２日・２６日(火)
１４日・２８日(木)
１５日(金)
１５日(金)

13:00
16:00
19:00
10:00
式典開始
10:00
8:00

のんきの工芸創作教室
パソコン教室(中級)
農産物等即売会
パソコン教室(初級)
自治振興区役員会
男性料理教室
北地区歩く会
「濁川町歴史探訪」
手芸教室

１７日(日)
１８日(月)
１９日(火)
１９日(火)
２０日(水)
２２日(金)
２４日(日)

13:30
14:00
9:00
19:00
19:00
10:00
8:30
センター集合
13:30

２９日(金)

北自治振興センターは
１２月２９日(火)～１月４日(月)休館とします。

10:00

（ 緊急時連絡先（携帯電話） 090-8719-5966 高橋まで ）

（令和2年11月11日～令和2年12月10日受付）

ボーリング大会中止のお知らせ

次の方から見舞い返しとしてご寄付をいただきました。

保健体育部(北地区体育協会)

おくりもの

堀川 春美 様 （秋国）
重田 博恭 様 （下重行）
次の方から香典返しとしてご寄付をいただきました。
稲垣 正恵 様（故恵夫様）(合の峠)
重田
泉 様（故博恭様)（下重行）
いただきました金一封は、ご趣旨を大切にし地域振興
と社会福祉に活用させていただきます。

令和3年北自治振興区

新春放談会中止のお知らせ
総務企画部
令和３年北地区新春放談会は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を考慮し、中止とさせていただ
きます。

「狼煙」再現プロジェクト
報告パネル展のお知らせ
１１月２３日(月)に行われた、第１３回「狼
煙」再現プロジェクトの報告パネル展が令和３年
１月２５日(月)（午後３時から展示作業）から
２月 １日(月)（午前９時から撤去作業）まで
市役所１階市民ホールで開催されますのでご案内
いたします。

消防団年末警戒及び
庄原市消防出初式についてのお知らせ
交通・防災防犯部
消防団年末警戒
令和２年１２月２８日(月)～３０日(水)
庄原市消防出初式 令和３年１月１０日(日)
於；庄原中学校グランド
式典開始 午前１０時から
※当日は７時にサイレンの吹鳴があります。

１２月２日(水)理事会を開催し、令和３年１月に
計画していたボーリング大会について協議した結果、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し、中
止といたしました。
今年度は、運動会をはじめ地区対抗ソフトボール
大会、グラウンドゴルフ大会、ボーリング大会と全
ての行事が中止となりましたが、コロナに負けずに
来年度もよろしくお願いいたします。

地域振興部

農産物等即売会への
女 性 部
ご協力ありがとうございました

毎月第３火曜日にふれあいサロン北で行っていま
す農産物等即売会に出品、購入のご協力をいただき
ありがとうございました。来年も１月１９日(火曜
日)から行いますので、よろしくお願いいたします。
この農産物等即売会は、北地区内の方が自家で収
穫した農産物や手芸、木工など加工品を出品し販売
（値段は出品者が付けます)するものです。
また、毎月ではありませんが、女性部「てごくら
ぶ」による、とうふ・こんにゃくの頒布、餅の販売
等もありますのでご利用ください。
ふれあいサロン北の名前のとおり、地域住民のふ
れあいの場としてご来場をお待ちしていますので、
ぜひお立ち寄りください。

火災に注意しましょう！
これからの季節、空気が乾燥し火災が発生しやす
くなります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
編集後記
寒い日が続いています。今年
も残すところわずかとなりまし
たが、皆様方のご協力のお蔭で
今年１年の事業を終えることが
でき感謝しております。
健康に十分注意して新年を迎
えましょう。
新年１月５日のふれあい掲示
板は休刊としますのでよろしく
お願いします。

北地区の人の動き
(R2.11.30現在)

［住民基本台帳登載人口］
昨年対比

人口
男
女
世帯数

1,240
590
650
568

-30
-20
-10
-5

