６

※ 困りごとがあれば、迷わず、振興センタ―へ
お電話ください。(☎ 78－2849）

1 月の依頼状況は
1 月の支援状況は

6件
6件

・ゴミ出し

5件

・その他簡単な手伝い

1件

【お申し込み受付け】
月曜日～金曜日９時～１７時(祝日を除く)
※押し車、車いすの無料貸し出しをしております。ご利用の方は振興センターへご連絡ください。
庄原市超高速情報通信網整備事業
住民告知端末設置の加入申し込みをお願いします
昨年の２月、各自治会で光ファイバーケーブル(住民告知端末)説明会が開催されました。各自治会
で、光ファイバーケーブルを活用して緊急情報を音声でお知らせする住民放送を開始し、順次エリ
アを拡大しています。住民告知端末を設置されている世帯間では、電話の通話料が無料になります。
振興区事業、希望に応じて訃報、自主防災の取り組みからも災害時等の緊急情報を流し聞くこと
が出来ます。原則、平成３１年９月末までの申し込みに対しては工事費は無料です。まだ住民告知
端末を設置されていない方は早めに加入申し込みをしていただきます様お願いいたします。
「光」の加入申し込み状況
自治会名

加入数(世帯数)

加入率

（平成３０年２月５日現在）

自治会名

加入数(世帯数)

加入率

峰

５８件(６３件)

９２．１％

誠心

２８件(３７件)

７５．７％

峰南

１２件(２５件)

４８．０％

津山

１３件(２２件)

５９．１％

赤川

２３件(３６件)

６３．９％

春田

３０件(３８件)

７８．９％

発展

１５件(２４件)

６２．５％

全体

１７９件(２４５件)

７３．１％

ｋ

峰田自治振興区からのお知らせ

次の方からご厚志をいただきました。厚くお礼を申し上げます。
香典返し 春田下 中田 直 様 （故 康造様）
いただきました金一封は、ご趣旨を大切に地域振興と社会福祉に活用させていただきます。
峰田自治振興区世帯数と人口
平成２９年１２月末 現在
世帯数

男 人数

女

人数

編集後記
計 人数

11 月 12 月 11 月 12 月 11 月 12 月

11 月 12 月

286

636 635

285

311

311 325

324

立春寒波の到来で、日中でも路面が凍結

したり、水道管が破裂したりと、例年になく寒い月になり
に じ ゅ う し せつき

う す い

ました。２月１９日は二十四節気の一つ雨水で、雪が雨
に変わって草木は芽吹き始める頃とされています。昨
年秋に植えた「芍薬」も春を待っていることでしょう。
（４）

あ

お

や+みねた大好き

だ

け

咲く夢・咲く花・咲く笑顔
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峰田地域を自らつくるために
～ご協力のお願い～
昨年８月には、「峰田地域包括ケア」(仮称)会議を開催。組織規約(案)や今後の具体的取組を進めるための
ワークショップを行う。１１月の第２回会議では、前回のワークショップのまとめと、アンケート原案 について検
討。第３回会議では、今年の２月実施するアンケートの最終確認を行う。
・・
【アンケート目的】
峰田自治振興区では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる地域づくりを目
指し、
「集まりの場づくり」
「見守りの仕組みづくり」
「支え合いの仕組みづくり」を住民の自発的・主
体的な活動として捉え、進めていくための場として、今年度、自治会長、専門部長、民生児童委員、
ひとり暮らし高齢者等巡回相談員、自治振興区事務局、庄原市地域包括支援センター、庄原市社会福
祉協議会を構成メンバーとした会(名称検討中)を立ち上げました。
今後、少子高齢化により、家族や介護保険制度をはじめとする公的なサービスによる支援だけでは
担いきれない部分が益々増えてくることが懸念されます。
このアンケートは皆様の意見を基に、誰もが住み慣れた我が家で安心して暮らし続けることのでき
る地域を共に考え、つくることを目的として実施します。

１月 30 日第３回峰田包括ケア会議

ふれあい広場を開催しています
ふれあい広場は毎月２回(第１・第３水曜日)、峰田小学校「ふれあいの広場」で地域のボランティア
(運営・歌唱・送迎)の皆さんで運営をされています。開始時刻は午前９時から午後２時４５分までで
専門部の活動報告
す。冬季の１２月～２月は、午前９時３０分開始です。
参加者の皆さんが気楽に話したり、歌ったり楽しんでいただけるよう運営されています。
愛生園や市役所(健康推進係)から健康チェック・健康指導に来られます。又、峰田小学校児童・峰田
保育所園児のこども達との交流もあり参加者の皆さんも喜んで楽しみに参加されています。
ふれあい広場では新しく参加してくださる皆さん と送迎・運営していただけるボランティアの皆さ
んを募集しています。※ 問い合わせ、申し込みは峰田自治振興センターへ

峰田保育所園児達との交流

峰田小学校児童達との交流
（１）

峰田小学校児童達の演奏

専門部活動報告

【文化教養部】

珠算教室
第 1・2・3 木曜日 16：00～
庭谷哲子さんのご指導で子ども達は上級を目指
して頑張っています。

子ども習字教室
毎月第 2・4 木曜日 15：00～
須澤ヒフミさんのご指導で子どもから大人まで熱心
に習っています。

生花教室
毎月１回金曜日 10：00～
和やかに、熱心に生け花に取り組んでいます。

趣味の会
毎月第 2 金曜日 13：30～
編物など楽しみに和気あいあいと取り組んでいます。

第 6 回里山塾開催のご案内
次のとおり里山公園で、里山塾と峰田保育所園児によるジャガイモの植え付け作業をします。
皆さん多数ご参加ください。
日 時：３月３０日(金) 午前８時３０分～午前１０時３０分
場 所：里山公園
内 容：前半は野菜栽培の基礎について学習・後半はジャガイモの植え付け作業
狼煙リレー写真展示会の報告
１月２９日(月)～２月５日(月)、市役所１階ロビーに於いて、昨年１１月２３日(木)実施の第１０回狼煙リレー
写真展が開催。峰田青嶽山山頂から上がる狼煙の様子を見ることができました。
峰田青嶽山

於：市役所１階ロビーに展示

峰南自治会

山内自治振興区 提供

とんど焼き

１月１４日(日)、峰南自治会でとんど焼き
をしました。広島市内から帰省された松永
さんのお孫さんも参加され、皆さん楽しく
過ごされました。

峰田青嶽山

本村自治振興区 提供

春田自治会 春田下班
１月２１日(日)、春田自治会 春田下班で、１１
名の参加があり、とんど焼きをしました。
皆んなで、無病息災を願い、豚汁やぜんざいを振舞
い、和やかに楽しいひと時を過ごしました。
安否確認をし、全員避難したことを班長に報告し
避難訓練は終了しました。

(２)

【自主防災通信】

3 月１日は「防災の日」です。取り組みましょう。「みんなで減災」！！
３月のテーマは、「避難経路の確認をしよう。
(避難場所への行程)」です。

2 月のテーマ「あなたは、避難場所や災害時緊急連絡網を知ってますか」は・・・・・
確認できましたか？
特産品づくりプロジェクト会議報告
１月１８日（木）
(１)芍薬部会…①芍薬栽培の目標設定圃場規模と市場等(33 年度栽培圃場 30ａ)・総販売数の年度別予
測値 ②30 年度の芍薬部会計画 ・定植４年目、本格的市場出荷 ・特産品プロジ
ェクトチームから生産組合への活動主体の移行・定点観測の継続と我々みねた圃場
の相互視察研修等について話し合いました。
(２)クロモジ部会…①秋季の作業経過と次年度の計画について報告。
【クロモジの木】 （インターネットより）
クロモジは枝や葉、そして樹皮に特有の強い芳香を持っており、これが石鹸をはじめ、香水やローション
などに使用されていた時期があったとされています。
インターネット
クロモジに含有される成分では、タンニン、テルピネオール、リモネン、リナロール、シネオール、といった
ものがあります。
う しょう
中国では胃腸に効く漢方薬（烏 樟 ）として用いられてきましたが、日本ではその芳香ゆえ、茶会でだされ
うしょう

る和菓子の高級楊枝や茶花が有名です。薬用養命酒の生薬（枝＝烏樟）にも利用されています。
クロモジの葉（庄原産）15g 500 円（税込）

※予 約は受け付けており
ますが、出荷については５
月以降になります。よろし
くお願いいたします。

【有効成分】
・タンニン

：抗がん・抗酸化作用
・テルピネオール：抗炎症・抗アレルギー作用
・リモネン
：抗菌・殺菌作用
・リナロール
：新陳代謝促進、血圧降下作用
・シネオール
：殺菌・抗炎症作用

インター
ネットより

県平
北成
版二
十
掲九
載年

芍薬部会の夢おい隊・花に囲まれ隊に芍薬関連の資料説明会開催
２月４日(日)振興センタ－に於いて 特産品生産組合芍薬部会の夢おい隊・花に囲まれ隊(プロジェ
クトチーム以外の方)に活動実績や芍薬栽培関連の資料説明会を実施しました。
県内最大である三原市の大和芍薬圃場の観察(２９年４月～５月、出蕾～切り花)を中心に施肥や病
害虫予防等をパワーポイントで説明し、芍薬栽培を実感していただきました。また、生産圃場者の「夢
おい隊」、花を愛でる「花に囲まれ隊」其々に関する資料の配布も行いました。

（３）

