７．5月9日西城公衛協、前油木営農組合開催による「西城・美古登小学校トウモロコシ種まき体験」

全員で説明を聞いて、種は2粒ずつまいて人差し指の第一関節の深さまで埋めました

地域との交流、栽培実務の習得、
マナーの学習等を目的に、西城・美
古登両小学校3年生21名が参加。
種まきは3グループで約30分作業し
ました。順調に育てば8月上旬収穫
となります。本体験は15年続いてお
り、高原芳典会長より、種の植え
方、食べ物の大切さを習得しまし

８．旧赤木内科医院 故赤木茂樹先生が「正六位」を叙位されました
故赤木茂樹先生が平成11年4月に「勲五等双光旭日章」を受章されたことは私たちの誇りでもあり記
憶にもしっかり残っています。その故赤木茂樹先生がこの度「正六位」を平成31年2月17日に叙位されま
した。叙位とは国家または公共に対して功労があった者が死亡した場合、その生前最後の日（ご逝去日）
にさかのぼって叙位が行われ、同時に位階が授与されます。この叙位は、個人の生前を飾る最後として、
ご遺族や私たち区民に大きな誉れと安らぎを与えてくれるものと存じます。
昭和28年に八鉾診療所に着任された時から、昼夜を問わず私たちの健康と安心を気遣っていただき
ました。改めて故赤木茂樹先生のご冥福をお祈り申し上げます。
木山市長より、故
赤木先生のお嬢
様に授与されま
した。

やほこ振報
１．八鉾自治振興区 「会長」就任挨拶

青葉若葉を渡る風もさわやかに日差しに青葉が照り映える季節となりました。
さて、4月26日開催の八鉾自治振興区第8回定時総代会において、定木丈宜
前会長の後任として5代目の会長へ選任されました。定木前会長さんには、平成
29年の廃校リノベーション工事関係、平成30年の西日本豪雨災害など当振興区
創設以来の多難な課題に対して、ご苦労とご功績に感謝とお礼を申しげます。
私に与えられた使命は、廃校リノベーション工事終了後の旧校舎2階の有効活
会長 片山 悟
用と、近年多発している災害に対しての防災・減災対策であると思います。八鉾
地域の現状を考えると振興区としてこの二点は非常に重要です。魅力ある地域活性化と都市との
交流拠点、「住みよい・住みやすい・助け合える」地域を目指す意識と体制作りが迫られています。
役員や事務局による目標や計画だけでなく、区民のみなさま一人ひとりのご協力・ご参加・ご意見を
いただければと思います。
任期中は、精いっぱい働かせていただきますので、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

２．八鉾自治振興区 「第8回定時総代会」終わる
去る4月26日（金）に開催された「第8回定時総代会」は、総代28名の出席を得て有効に成立し、
2つの報告事項と5議案が上程され、全ての議案が原案どおり承認・可決されました。
第8回定時総代会
出席状況
・全総代数
38名
・出席総代数 28名
（内、委任状 22名）

９．お世話になりました
5月30日、ひろしま県民の森で八鉾自治振興区「平成31
年度第1回役員会」開催後、役員交代による歓送迎会を開
催しました。右写真は、2年間会長を務めていただきました
定木丈宜さん、4年間地域マネージャーとして活躍いただき
ました長尾和子さんへ花束を贈呈している模様です。委員
の今田實さん、地域マネージャーの曽利雪子さんはご都合
がつかず欠席されました。お務めありがとうございました。

今田 實さん

定木丈宜会長より開会の挨拶
定木丈宜さん

長尾和子さん

曽利雪子さん

１０．八鉾自治振興センター正門に看板を設置しました
看板が老朽化して取り外していたところ、5月
の連休明け振興区片山会長より手づくりの看板
を設置いただきました。今まで振興センターの場
所がわからないと言っておられた来館者への課
題が解消しました。
片山会長、ありがとうございました。

１１．６月１０日以降の主要な事業日程
月 日
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左右の門柱にそれぞれ設置いだ
きました

※大きな行事のみ記載しております。

予定事業
6月11日(火) 西城町自治振興区連絡協議会総会
6月18日(火) 第1回くまさんのお家
6月21日(金) 寄せ植え講座

開始時間
19:00～
9：30～
10:00～

４ ページ

場 所
西城自治振興センター
八鉾自治振興センター
〃

藤原勝美代表監査委員より、平成30年度
業務監査、会計監査報告

・委員 堀井康夫（三坂）
前田忠範（三坂）
畑中 積 （三坂）
柳生光明 （八鉾落合）
木村 悟 （八鉾落合）
高井美和子（八鉾落合）

この度の総代会は、
役員改選の年となり
前田忠範さんの議長により進行
ました。
八鉾自治振興区役員の異動が上程・承認され、新しく会長
として片山悟さん（八鉾落合自治会）が就任されました。異
動後の役員体制は以下の通りで、役員の任期は2年です。

≪新役員体制≫
※（ ）内は所属
・会長
片山 悟（八鉾落合）
自治会名
・副会長 定木丈宜（三坂）
織田みね子 （高尾）
高原芳典（油木）
鉄岡 誠 （高尾）
・代表監査委員
定木和章（三坂）
今野真吾（高尾）
須田康則（高尾）
・監査委員
安田里樹（八鉾落合）
堂本雅彦（油木）
高井元治（高尾）
長谷川由美（油木）
津守英哲（油木）
湯川寿治（油木）
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３．「広島経済大学 興動館」 との交流について

５．生涯学習事業の参加者募集のご案内

① 5月3日「第42回ひろしまフラワーフェスティバル」にて八鉾地域の加工品を販売

過去から定期開催している生涯学習事業の各講座等について、現在の開催状況をご案内する
とともに、平成３1年度の参加者募集（新たに参加される方）を行いますので、多数ご参加ください。
なお、今回ご案内する以下講座等は年に３回以上定期的に開催するもので、年間の開催回数が
2回以下で、開催の都度募集するものは含まれていません。

昨年に引き続き、広島経済大学のご厚
意によりテントを借り、広島で販売させて
いただきました。今年は加工品(漬物、手
作りナイロンたわし、トマトジャムを出品し
ました。
・漬物、手作りナイロンたわし
木村文枝さん（八鉾落合）出品
・トマトジャム
栃木明美さん（三坂）出品
当日は早朝広島へ運搬、学生の協力
により売れ行きは好調でした。出品数114
点、販売数96点、販売率84.2％、売上げ
23,250円。広島へ西城町産の商品、西
城町の地名を販売できた1日でした。
※商品には「庄原いちばん」のロゴマーク
を入れて販売しました。

詳細のご確認、お申し込みは、八鉾自治振興センター（８４-２３６３）へご連絡ください。
事業区分

主催 健康百貨店

年間プログラム配布と、開催１ヶ月前に
開催内容をご案内

・月５回程度の教室
教室は毎週木曜日の１３：００～１７：００
・年５回程度の発表会等 発表会はイベント開催時

〃

旬の料理教室
（代表 柳生逸子）

・年５回程度の教室
・西城しあわせ館祭りへ出店

７・９・１１・１２・３月の第４金曜日
１０：００～１４：００

〃

男性料理教室
（代表 山上浩司）

・年１０回程度の教室
・西城しあわせ館祭りへ出店

不定期ですが、おおむね月１回開催
１０：００～１４：００

〃

くまさんのお家
（代表 木村辰也）

・月１回程度のサロン

第２火曜日
９：００～１２：００

グラウンドゴルフサークル

管理機で耕し畝をつくりマルチを張りました

・月１回程度の体操
・年１回の健康講座

開催内容、日時等

カラオケ教室
（代表 柳生光明）

後援 （代表 藤田叔美）

鶏糞、肥料をまきました

活動内容

〃

販売に協力いただいた学生のみなさん、出品・購入いただいたみなさまに感謝申しあげます。
② 5月11日 八鉾落合地区で「平成31年度広島経済大学 “サツマイモ”の農業体験学習」を開催

講座、教室等

・月４回程度のグラウンド 毎週水曜日（晴天時）の９：００～１１：００
ゴルフ
※降雨、冬期は中止

〃

ピンポンサロン
（代表 板倉由美子）

・年6回程度の卓球

年間プログラム配布と、開催１ヶ月前に
開催内容をご案内

〃

絵手紙サロン
（代表 柳生逸子）

・月２回程度の教室

第１火曜日、第３月曜日
いずれも９：３０～１１：３０

苗の植え方を指導される松永光昭さん

今年で5年目となり、学生14名参加により開催しました。今回は学生より要望のあった〝サツマイモ〟へ取り組み
しました。農業を学び、食材への理解を深め、若者世代の意見を地域へ伝え、地域づくりと地域の活性化を目的に
毎年開催しております。八鉾自治振興区片山会長、農園提供の松永光昭さんより、品種・土づくり畝づくり、植え方
等学び、50ｍの畝に苗を100本植えました。昼食は、ドライブインおちあいでお弁当をとり食べました。午後は学習
の振り返り、意見交換を行いました。

４．4月20日開催「第20回西城しあわせ館まつり」

≪現在、振興区にて、事業開催時無料で準備しているコーヒー代について≫
今年度より庄原市からの交付金が大幅削減され、振興区へ交付される振興交付金は前年比
91.8%、生涯学習事業委託料は前年比84.7%となっております。
つきましては、振興区も経費削減に取り組み、7月1日より以下の運営とさせていただきます。
1．振興センター備え付けのコーヒーを飲まれる場合、50円/1杯とします。
その場合、代金のお支払いはセルフサービスとし、備え付けの箱へ入れていただきます。
2．コーヒー持ち込みの場合、コーヒーを伴う参加費は徴収しない。
なお、役員会、その他振興区が認める会議及び事業の開催時は除きます。本内容は、平成31
年4月15日開催八鉾自治振興区第7回役員会で承認されております。
ご理解とご協力をよろしく願い致します。

６．4月22日開催「平成31年度市政懇談会」
八鉾自治振興区 料理教室のみなさんに
よる『たまねぎのスープ』販売

ゆうき市のみなさんによる『ちらし寿司』『おこ
わ』『おはぎ』等販売
なカ
さラ
んオ
ケ
教
室
の
み

琴城流大正琴を演奏される下田教室の
みなさん

2 ページ

手芸同好会のみなさんによる『小物』等の
販売

木山市長より開会の挨拶

復旧工事の進め方について質問中の
八鉾自治振興区 鉄岡副会長

３ ページ

昨年の7月豪雨で延期となっていた
「市政懇談会」がこの度開催されまし
た。懇談テーマは、『平成30年7月豪
雨の状況と今後の対応について』で、
①被災状況及び復旧計画、②避難情
報の発令、③避難所の指定、④第1開
設避難所の開設と運営、等について
説明、意見交換がされました。限られ
た時間ではありましたが、出席者のみ
なさんから多くの質問が出ました。

