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忍耐と発展
明るい未来を目指して
北 自 治 振 興 区 長
自治振興センター管理者

大
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新年あけましておめでとうございます。
区民の皆様におかれましては、健やかに希望に満ちた
新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
北自治振興区活動並びに振興センターの運営に格段の
ご理解とご支援を賜りありがとうございました。
昨年は、新型コロナウイルス感染症感染対策を講じながらの活動を余儀なくされた一年でした。３月末
には川北小学校の閉校行事は、感染対策を十分とって開催しましたが、以降、運動会・敬老会・ふるさと
祭りの３大行事が中止または縮小しての活動となり皆様方には物足りなさを感じさせたものと反省してい
ます。
また、一昨年に続き区民全員で感染予防対策を徹底したことによる成果として当振興区内での感染者が
出なかったことは地域力の誇りになると確信しています。
今年は、コロナ対策では、ワクチン接種も順調に進みまた治療薬もまもなく承認されるとの報道もあり
少しはコロナから解放された気持ちでの生活ができると期待しているところでありますが、変異株オミク
ロン株の感染拡大が不安要素としてあります。
また、旧川北小学校の跡地利用について、私立の特色ある小中一貫校の開校については随時関係機関等
と調整中であり、地域振興の観点からも期待しているところです。
この２年間、新型コロナウイルス感染予防対策として、活動休止期間も多く、コミュニテイ活動が十分
できなかったことによる協働活動・ふれあい活動をコロナ禍前までの水準まで回復させることが、これか
らの振興区活動の重点事項だろうと考えています。今年こそ３大事業も盛大に開催できることを祈願する
とともに北自治振興区が安心・安全なまちとして、区民全員で思いやり・助け合い・協働の力で地域に活
力を生み、福祉の充実を図り、今年は「忍耐と発展・安心・安全な地域」を合言葉にコロナ禍から脱却し
ましょう。
区民の皆様方におかれましては、ご健勝で素晴らしい「寅」年になりますようお祈りいたします。

折り紙ヒコーキ大会を開催します

生涯学習部

第１６回庄原市折り紙ヒコーキ大会を開催します。
市内の小学生を対象にして、折り紙ヒコーキ協会から講師を招いて折り方講習会を開き、折った紙ヒコー
キで滞空時間競技を行います。
この大会は、記録を狙うことももちろんですが、子供たちが触れ合う科学の体験的遊び場の提供を考えて
います。幼児、一般の参加もＯＫです。
主催：北自治振興区 共催：庄原地域自治振興区連絡協議会 後援：庄原市教育委員会・中国新聞社
日 時：令和４年２月２７日(日) 13：00開会（受付 12：30から）
場 所：庄原市総合体育館
参加申込：2月10日(木)までに北自治振興センターへ
（TEL/FAX 72-0564）
メールでも受け付けます。
ｱﾄﾞﾚｽ：kita.jichi.ss@gmail.com
参加費：３００円/一人
持参するもの：屋内シューズ
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、やむなく
中止することもあります。

健康寿命向上セミナー
～わしでもできる うちでもできる～

「認知症予防」教室のお知らせ

社会福祉部
高齢者福祉部

市社協による、庄原市委託の一般介護予防事業で
今回は「認知症予防」教室が下記のとおり開催されます。誘い合わせてご参加ください。
認知症は、加齢や病気などが原因となり誰でもかかる可能性のある病気です。でも、生活の中でその発症
を遅らせる事は出来ます。認知症予防のための生活習慣と身体を動かすことの大切さなどを一緒に学びま
しょう。

あなたが認知症になっても
令和４年２月９日(水) １４：００～１６：００
隣の人が認知症になっても
医療社団法人 聖仁会 戸谷医院 副院長
草津病院 精神科医師 戸谷 修二 先生
支え合って
場 所
北自治振興センター
笑って暮らしていけるように
参加いただける方：北地区に在住のおおむね６５歳以上の方
申 込：２月８日(火)までに北自治振興センター
備えておきましょう
（☎７２－０５６４）へ
※飲み物は自治振興区で用意します。
※シルバーリハビリ体操も行いますので、動きやすい服装でお越しください。
※当日は、マスク着用にてお越しください。
また、体調が悪い方は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。
日 時
講 師

来る年を華やかに

生涯学習部「生け花教室」

１２月２７日（月）生け花教室の皆さんが、お正月の玄関や床の間にふさわしいお花を生けました。
立てる形で、主枝の若松にシンビジウム、菊、千両などを配置。
同じ花材でも同じ形はなく、それぞれ個性あふれた生け花となりました。
お正月に華やかさを添えてくれました。

コロナ禍での地域の秋祭り
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、自粛や規模縮小等をしながら、稲の収穫を祝い、神に感
謝し、来たるべき年の豊穣を祈願する秋祭りが各地で行われました。１２月２０日発行に掲載できなかっ
た大重の御子神社をご紹介いたします。

クリスマス会を開催

子ども育成部
北地区子ども会育成会

昨年１２月１９日（日）旧川北小学校体育館で、川北放課後子供教室のスタッフでも協力していただき、
庄原子ども工作教室などでご活躍されている“クララおばさん”（倉岡聖子様）をお招きし、クリスマス
会を行いました。
前々日からの寒気で外には雪が積もり、寒～い体育館の中でしたが、子ども・大人ともにクララおばさ
んの「絵本推理ゲーム」ではグループに分かれての推理に熱中、その後行ったお菓子ビンゴでは全体で交
流し大いに盛り上がり、暖かい会となりました。
この度の会は、北自治振興センターで区民の皆さんからご協力いただいているアルミ缶回収費、北地区
青少年育成協議会からの補助金にて運営させていただきました。ご協力をありがとうございました。

忘年会を開催
秋国老人クラブ“秋寿会”
令和３年１２月２２日(水)君田温泉にて忘年会を開催。コロナ禍で
外出できない時期が続いていましたが少し落ち着き、会員協議により
君田温泉での忘年会を決定し、１３名が参加。
温泉に到着して朝市で買い物をした後に入浴、堀川会長の挨拶に続
き、生活交通安全部長佐藤禎征さんの音頭で乾杯、秋寿会も３年ぶり
の外出しての忘年会となり話しにも花が咲き、和やかにひと時を過ご
しました。

火災訓練と防火教室を開催

交通防災防犯部

１２月１８日（土）庄原消防署立会いの下、自治振興センターの火災訓練と防火教室を開催しました。火災
訓練では、１階の実習室から出火を想定し、１１９番への通報、消火器による初期消火、避難誘導、避難後の
点呼の訓練につづいて研修、そして歳末にかけて火災の発生が増加する、特に室内での洗濯物の乾燥には十分
注意してほしい。など、指導講話をしていただきました。
なお、センターの大掃除
は、直前に床ワックスがけ
や窓ふき、市場自治会によ
る掃除があり当日は割愛と
しました。
ご参加いただきました皆
様には寒い中、ありがとう
ございました。

火災に注意しましょう
これからの季節は、空気が乾燥し、季節風も強くなってきますので火の取り扱いには十分注意し、火災
を起こさないように注意しましょう。
ストーブの給油時には必ず火を消しましょう。また、ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使
用し、ストーブの近くで洗濯物を干すときは特に注意してください。

２月の行事予定
生け花教室
パソコン教室(初級)
書道クラブ
子ども書道教室
北体協理事会
パソコン教室(中級)
広報部会
ふれあいサロン北
一般介護予防事業
「認知症予防」教室

１日(火)
１日・１５日(火)
３日・１７日(木)
３日・１７日(木)
４日(金)
７日・２１日(月)
７日(月)
８日(火)
９日(水)

ふれあい給食
１０日・２４日(木)
北老連役員会
１０日(木)
地域デイホーム代表者会議
１０日(木)

13:30
19:00
13:00
16:00
19:00
14:00
19:00
10:00
14:00
8:00
10:00
18:00

「川北町歴史等散策」

北地区歩く会

今年初めてとなる北地区歩く会を次のとおり開
催し、前回に続いて、川北町内の歴史等散策を行
いますので誘い合って多数ご参加ください。
日 時 令和４年２月１９日（土）
９時００分に自治振興センター集合
参加申込：２月１６日（水）までに
北自治振興センター（☎72-0564）へ

茶道教室
川北小学校声かけ運動
女性部とうふ・こんにゃくづくり
農産物等即売会
自治振興区役員会
女性部 味噌づくり
北地区歩く会
「川北町歴史等散策」

１２日・２６日(土)
１５日(火)
１５日(火)
１５日(火)
１８日(金)
１９日(土)
１９日(土)

13:30
8:00
9:00
19:00
8:00
9:00

自治振興センター集合

のんき工房「森で遊you」
グラウンドゴルフ同好会月例会
１２：００-川北小グランド
手芸教室
第16回庄原市折り紙ヒコーキ大会
12：30-受付、13：00-開会

２０日(日)
２３日(水)

13:30
12:00

２５日(金)
２７日(日)

13:30
13:00
市総合体育館

おくりもの（令和3年12月13日～令和4年1月11日受付）
次の方から見舞返しとしてご寄附をいただきました。
竹地

康 様 （矢の原上）

次の方から香典返しとしてご寄附をいただきました。
故人のご冥福をお祈り申し上げます。
太田 恵子 様（故 尚美 様）（中重行）
井上 久登 様（故 ノブエ 様）（八幡）
奥田美津恵 様（故 スミヱ 様）（久井田）
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。

干支「寅」の置物を
ありがとうございました
今年も“のんき工房”清水宣輝さんが干支の置
物を持ってきてくださいました。ありがとうござ
いました。
自治振興センターの玄関に飾ってありますので
ご覧ください。
また、毎月第３日曜日に“のんき工房「森で遊
you」”を開いていますのでお気軽にご来場くだ
さい。

“今年も楽しく交流を深めましょう”

月例会のお知らせ！
北自治振興区
グラウンドゴルフ同好会
今年最初となる月例会を次のとおり開催しますの
で、誘い合わせてご参加ください。
日 時 令和４年２月２３日(水)
１２時受付、１２時３０分開会
場 所 旧川北小学校グランド
参加費 ２００円（当日持参ください）
※屋外ではありますが、新型コロナウイルス感染防
止対策にご協力願います。

こちらは昨年の干支「丑」

編集後記

第８回ボーリング大会は中止としました
保健体育部・北地区体育協会
令和4年1月23日に予定していました第8回ボー
リング大会は、新型コロナウイルス感染拡大に伴
いやむなく中止とさせていただきました。

新年を迎え早いもので20日、それぞ
れの地域でとんど祭も行われ、地域住
民・家族の無病息災等が祈願されたも
のと思います。
新しい年と同時に、コロナ感染が拡
大しています。感染防止に努め、お互
いに支え合い、力をあわせて北自治振
興区をはじめ皆様方にとって幸せな年
にしましょう。

北地区の人の動き
(R3.12.31現在)

［住民基本台帳登載人口］
昨年対比

人口 1,209
男
578
女
631
世帯数
568

-26
-9
-17
-1

