６．「地域のこの人」紹介
今年は、昭和４５年にヒバゴンが目撃され、５０年目を迎えます。
ヒバゴンは、庄原市の「庄原いちばんのマーク」や「西城交通のバスにラッピング」され身近
なところでよく見かけます。この可愛いヒバゴンは、三坂自治会の前田忠範さんのデザインな
のです。５０年前に、八鉾の「油木」で発見されたヒバゴン、そして前田さんによってデザイン
されたヒバゴン、・・・ヒバゴンの故郷は八鉾なのですね・・・
そこで、今回は西城町三坂にお住いで、同地区で「峠のキッチン
やまびこ」を経営されている「前田忠範さん」に、お話しを聞いてま
いりましたのでご紹介します。
● デザインを作ったきっかけ、どのような思いで作られたか
ヒバゴン目撃（S４５年）から２９年後（平成１１年）の「西城ふるさとまつり」のポスターに使っ
たことに始まるとのことです。当時前田さんは役場で観光の仕事をされており、ヒバゴンの
マスコミ取材を通し、また個人的に興味をもち調べる人もおられたので、大阪でのデザイ
ナーの経験を活かしつつ可愛いヒバゴンのキャラクターをつくりたいと思われ、取組まれた
とのことです。
● デザインを作った後の手ごたえ等
西城町の人にも喜んでもらえ町内で使いたいとの声も多く、ゆるキャラブームのようなタイ
ミングでもあり良かったとのことでした。そのためデザインを使う機会も多く、役場のちょっとし
た資料等にもよく使っていたそうです。商標登録はされてないそうですが著作権の表示をヒ
バゴンの足元に入れているそうです。
● 今後について
全国に広がるとは思っていないけれど、ずっとキャラクターが
残っていけば良い。小学生にヒバゴンの話をする機会がある
が、ヒバゴンの話も残っていってほしいとのことです。

やほこ振報
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１．新年度をむかえて
みなさまご承知のとおり、昨今新型コロナウイルス感染拡大は大きな社会問題となっております。
当区も、この影響で第９回定時総代会は書面による決議でおこない、その結果全議案とも可決されました。
可決された今年度の事業計画のメインは、設立１０年目を迎える八鉾自治振興区の将来に向けたまちづくり
の新たなスタートの年度として、以下の戦略的な事業を設定しましたが、新型コロナウイルス問題の終息が見
えないなか、これらの実施手順の変更は避けてとおれません。
①ヒバゴン50周年を機に八鉾を「ヒバゴン・ビレッジやほこ」と称して地域おこしを再スタートさせます。
②このスタート宣言を、「設立10周年」を迎えた記念すべきタイミングで「ヒバゴン50周年記念」「収穫祭」をも合
わせた盛大なイベントを開催して行います。
従って、本年度の当面の活動の方向性は、「当区の10周年」「ヒバゴン50周年」「収穫祭」の合体を視野にお
いた事業の企画検討、及び、それに向けてできることの準備。「ヒバゴン・ビレッジやほこ」の概念構成とスター
ト宣言づくり行い、また、ホームページのリニューアル、フェイスブックの開設に主眼をおいた活動とする予定で
す。
区民の皆様におかれましては、何卒、新型コロナウイルス感染防止に取り組まれ、元気で過ごされますよう
お願い申し上げますとともに、引き続き当区の活動にご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◎「峠のキッチン やまびこ」・・・予約制で「季節のお料理」を提供されています。
ご予約は、前田さんの携帯電話「090-2004-7508」へどうぞ。

会長

２．総代会 決議結果（書面決議）

７．令和２年度 地域マネージャーの業務
今年度は、３名の地域マネージャーの方が雇用できました。今年度はマネージャーの方に以下の業務を推
進いただきます。区民の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
①タマネギ他農産物栽培・販売等による社会参加を通じた高齢者の生きがいづくり。
タマネギ以外に、「ジャガイモ、ニンジン」の供給も可能となりました。供給可能な方はお知らせください。
②加えて収穫祭に農産物栽培に関する成果発表の場も持ち、もって高齢者の健康保持増進活動を推進。
③交流施設活用に関する企画・レイアウト及び、都市部との交流活動に関する業務推進。
④大学生の農業体験学習、観光事業者との連携、農家民泊等の推進。
⑤災害時の適切な避難行動実現のための地域実情にあわせた自治会別自主防災組織づくりの推進に関する業務。
⑥特殊詐欺・悪徳商法による被害を未然に防止するための啓発に関する業務。

８．令和２年度 職員体制
今年度の職員体制は、以下５名でその任にあたります。
新型コロナウイルス感染問題への対応や、その状況下で出来ること、やらねばならないことを見極めながら
最善を尽くし業務を進めております。
一生懸命頑張ってまいりますので、区民の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
地域マネージャー
・チーフマネージャー 山上浩司（新規雇用）
・マネージャー
片山寿子（新規雇用）
・マネージャー
今田容子（新規雇用）
事務局
・事務局長 柳生光明（新規雇用）
・事務局員 伊折紗也加（再雇用）

片山 悟

新規雇用された職員

当区の第９回定時総代会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、庄原市の他の自治振興区の
例にならい、一堂に会する審議方法ではなく書面による決議で行いました。
その結果、全議案とも回答者全員の賛成を得て可決されました。
・総代３８名に、「書面決議案内文書」及び「第９回定時総代会議案書」発送 ・・・ ４月１５日
・書面決議回答期日 ・・・ ４月２８日
・４月２８日までの書面決議回答数 ・・・ ３０名
・回答数３０名は、全総代数３８名の過半を超えており、書面による表決結果（決議）は有効
・各議案の賛否
第１号議案 平成３１年度事業報告について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賛成３０名
第２号議案 平成３１年度決算報告及び監査報告について ・・・・・・・・・・・・・・ 賛成３０名
第３号議案 令和２年度事業計画(案)及び事業執行組織(案)について ・・・・・ 賛成３０名
第４号議案 令和２年度収支予算(案)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賛成３０名
第５号議案 自治会選出役員異動に伴う自治振興区役員の承認について ・・ 賛成３０名

Ｈ３１年度の 業務監査（事業監査、会計監査）
総代会に先立ち、４月５日に４名の監査委員の方に業務監査を実施していた
だきました。
代表監査委員
監査委員

定木和章さん
高井元治さん

監査委員
監査委員

安田里樹さん
津守英哲さん

総代会前の役員会開催

山上浩司

４ ページ

片山寿子

今田容子

柳生光明

総代会に先立ち、４月10日に新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
役員会を屋内体育館で約1.8ｍの間隔で座っていただいて開催し、第９回定
時総代会の議案書を審議していただきました。
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反対０名
反対０分
反対０名
反対０名
反対０名

３．八鉾自治振興センター２階等の整備状況

４．当面の事業中止等について
新型コロナウイルス感染については、緊急事態宣言が一部都市部を除き、一定条件のもとその解除が行われま
したが、依然として予断を許さない状況で推移しております。
当区としましても、これに対する市の方針や他団体等の対応状況も参考としつつ、以下のとおりとしました。

４月に入り、地域マネージャーによって、自治振興センター２階の交流
施設が整備されつつあり、また、玄関を入ると１階の廊下に「ヒバゴン関
係資料」を展示予定の黒色ボードも出来上りました。
新型コロナ問題が落ち着いたら、皆さんに是非ともご覧・ご利用いただ
けるよう準備を進めております。
このたびは、写真でもってその一端を紹介します。

① 広島経済大学農業体験学習、５月予定の中止について
５月初旬に開催予定であった、体験学習（稲の植え付け・・・田植え）を中止しました。尚、今後の同学との交流計
画や秋の体験学習（稲刈り）については未定です。
② 親睦グラウンドゴルフ大会の中止について
令和２年６月１４日に開催を予定していた、親睦グラウンドゴルフ大会は中止させていただきます。
③ その他の事業について
生涯学習事業は、自主運営教室を含め全てストップしています。
またその他の事業についても、西城の「どえりゃあ祭り・花火大会」の中止も決定されているような中、大幅な計画
変更も避けてとおれない状況です。具体的には６月の役員会で検討する予定です。
非常に残念な情勢でありますが、一日も早い新型コロナウイルス感染拡大の終息が待たれるところです。
１階、廊下の掲示用黒色ボード

備後落合駅のジオラマ 昭和４５年当時 縮尺１５０分の1（２階⑤）

２階 配置図

①交流スペース
（畳の部屋）

階
段

②交流スペース

2階廊下

③図書室

階
段

④交流スペース
（畳の部屋）

⑤ 国鉄･JR関係
展示室

５．生涯学習教室等の参加者募集のご案内
当区の生涯学習計画には、各自治会等で取組まれている健康の保持・増進活動や、自治振興センターで実施
されている自主運営教室等を掲げ、区民の皆様の積極的な活動への参加を願っております。
令和２年度を迎え、新型コロナウイルス問題で活動は出遅れていますが、事態改善後の活動再会に備え、これら
の活動への参加についてご案内します。多数のご参加をお持ちしております。
① 現在、計画され運営されている事業
事業名
まちづくり学校

事業内容等

開催頻度

主な活動場所

西城・八鉾自治振興区共催の高
齢者事業（過去の老人大学）

年５回

西城自治振興センター

年１１回

油木老人集会所

年６回

八鉾自治振興センター

年８回

三坂集会所

曽利雪子

年６回

高尾集会所

織田みね子 84-2001

やすらぎ広場（油木自治会）
青空ひろば
（八鉾落合・高尾自治会合同）

地域ディホーム事業

さくら草（三坂自治会）
交流スペース（２階②）

交流スペース（２階①）

図書室（２階③）

交流スペース（２階④）

おしゃべり会（高尾）

健康保持・増進を目指したｻﾛﾝ

問合せ先等
八鉾自治振興区
84-2363
山野精荘

84-2224

竹島信子

84-2149

織田みね子 84-2001

グラウンドゴルフサークル(ｽｽﾞﾒｸﾗﾌﾞ) 八鉾落合自治会内ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会

週１回

三坂ゲートボールサークル

三坂自治会内のｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｻｰｸﾙ

週２回

三坂山村広場

高尾グラウンドゴルフサークル

高尾自治会内のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｻｰｸﾙ

週２回

高尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場

油木ゲートボールサークル

油木自治会内のｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｻｰｸﾙ

週２回

油木駅前

ピンポンサロン

卓球の同好会

年９回

カラオケ教室

カラオケの自主運営教室

週1回

〃

柳生光明

84-2733

旬の料理教室

女性料理の自主運営教室

年６回

〃

柳生逸子

84-2733

男性料理教室

男性料理の自主運営教室

年１０回

〃

山上浩司

84-2087

絵手紙の自主運営教室（サロン）

月２回

〃

柳生逸子

84-2733

唱歌等の合唱

年２回

油木老人集会所

西村きよみ 84-2038

事業内容等

開催頻度

主な活動場所

問合せ先等

写真の同好会

未定

絵手紙教室
歌声広場（油木）

八鉾自治振興センター 竹島治男

84-2108
84-2107

前田忠邦

84-2135

福田

悟

84-2258

山野精荘

84-2224

八鉾自治振興センター 板倉由美子 84-2413

② 今年度、計画し活動を充実する事業
事業名
写真クラブ
国鉄･ＪＲ関係 グッズ類（２階⑤）

国鉄･JR関係グッズ類提供者：（落合駅ｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾌﾞの皆さん、永橋則夫さん、中西時治さん、大原康伸さん、片山 悟さん）
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八鉾自治振興センター 竹島治男

84-2107

③ 過去の活動を引き継ぎ、自主運営事業として活動を模索（推進リーダー及び参加者を募集）している事業
計画化を検討中の事業
仮称「くまさんのお家」

事業内容等

開催頻度

主に過去の「くまさんお家」の事業を継続

未定
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主な活動場所

問合せ先等

八鉾自治振興センター 八鉾自治振興区 84-2363

