あ

お

や+みねた大好き

だ

発 行 第 133 号
２０１8（平成３０）年 ４月２０日
庄原市峰田自治振興区 ℡ 78－2849

け

咲く夢・咲く花・咲く笑顔

第６回里山塾・ジャガイモの植え付け作業実施
３月３０日（金）、里山公園で１０名の参加があり里山塾を開催しました。
地元の人の指導の上、野菜についての勉強をしてジャガイモの土づくりの研修を受けました。生物
の動きから作付け適期を知る資料は、
「ウグイスが鳴き初めると、ゴボウの種まきを始める」、
「ヤマカ
ガシ（へビ）が動き始めると、露地の果菜類の植え始める」等、先人達の農作業の智恵を知ることが
・・
出来ました。次に振興区役員、地域の皆さんが畦立てて作業をされた所へ峰田保育所の園児達１８名
の皆さんがジャガイモの種芋の植え
付けました。保育所の皆さん、地域、
役員の皆さんありがとうございま
した。

みねた特産品生産組合 新年度の取り組み開始
（１）芍薬部会 ‥‥今月は出蕾期を迎え茎葉繁茂となります。今年の圃場芍薬の蕾は、株育成の
ため全て摘蕾します。
３月２９日（木）ＪＡ庄原営農センターの倉本さんと植木生産組合長、山下地域マネージャーで、
のみねた芍薬圃場を視察しました。
【みねた芍薬

１２圃場】

耐寒・防草各々工夫されています。３０％～１００％、圃場に

専門部の活動報告
よって差はありますが、芽が出ていました。

（２）クロモジ部会‥‥今年度のクロモジ茶加工準備に入りました。
（１）

専門部の活動報告

【老人福祉部】 ふれあい給食・ふれあい広場

ボランティア集会・研修会開催

平成３０年３月２３日（金）、峰田自治振興センターに
おいて開催されました。
午前中は、前半はふれあい給食の集会では、給食実績の
報告や次年度の予定や調理・配食ボランティアの確保、ふ
れあい給食に関わる衛生管理について話が進められました。
後半のふれあい広場では、２９年度の実績報告や３０年
度の予定・分担表や申し合わせ事項の確認などで終了。午
後からは合同の研修会を行いました。庄原市社会福祉協議
会 南部地域事務所の 須安 登茂美 次長より、地域包
括ケアの取組について聞きました。
また、シルバーリハビリ体操で身体をほぐしました。
於：市役所１階ロビーに展示

【文化教養部】

趣味の会

本村自治振興区 提供

私達 趣味の会では、手作りの押し花のしおりを
作り、受験を控えた庄原中学校 3 年 149 名の生徒へ
届けました。
また峰田小学校卒業生
10 名にも贈りました。

グラウンドゴルフ同好会 ４月例会開催
４月１０日（火）、田総の里スポーツ公園で開催しました。（敬称略）
第 1 位 倉石重美
当日賞 國本 守
○ホールインワン 1 回
國本加代子
第 2 位 山田尅久
B.B 賞 伊東佑二郎
山田尅久・須澤マスコ・田辺ケイ子・倉石重美
第３位 早田義範
４月大会終了後、３０年度グラウンドゴルフ同好会の総会を開催し、２９年度事業・決算を承認、
３０年度事業・予算を確認。新年度役員に、永山眞佐範会長・早田義範事務局長が再選されました。
原則、月１回第２週の火曜日の９時から、田総の里スポーツ公園で開催しています。現在会員数
は２３名です。会員を募集しています。一緒に楽しみませんか？。会費は年間 1,000 円、一回の使
用料 100 円です。用具（スティック・ボール）は、事務局で準備しています。
津山自治会「スポーツ吹矢」
平成 30 年 4 月 1 日
平成 29 年度総会の後、防災マニュアルを教材にして
防災研修を行い、昼食後「簡単・楽しい・体に良い」とされる
「スポーツ吹矢」にみんなで初挑戦しました。
グラウンドゴルフ同好会 ４月例会開催
まずは礼から始まり両手を上にあげながら大きく息を吸い込み
４月１０日（火）
、田総の里スポーツ公園で開催されました。
一気に吐く（腹式呼吸）
第1位
倉石重美 「スパッ」と大きな音、
当日賞
國本守 「どうだ！」
○ホールインワン 1 回
とばかりの自慢顔「思ったより迫力があるネ」とみんな。
第2位
山田尅久
B.B 賞
伊東佑二郎
國本加代子・山田尅久
成績順に用意された賞品をもらい楽しい時間を過ごしました。
第３位
早田義範
須澤マスコ・田辺ケイ子・倉石重美
（２）

【自主防災通信】

5 月１日は「防災の日」です。取り組みましょう。「みんなで減災」！！
５月のテーマは、
【「防災マップの確認」、災害を想定した
話し合いをしましょう。】です。
４月のテーマ「災害時緊急連絡網の確認をしよう。(地域での安否確認)」・・・
・・・は確認できましたか？

峰田小学校・区民合同

春季大運動会を開催します！

日

時：５月２０日(日)午前９時～
（雨天の場合）５月２７日（日）
場 所：峰田小学校グランド
皆様 お誘い合わせの上多数ご参加いただき、
一日を小学校の児童と楽しく過ごしましょう。

放課後子ども教室だより

卒業記念品が贈られました
３月１９日(月)、平成２９年度放課後子ども教室を卒業され 峰田小学校６年生の西浦瑞貴さんと
福岡愛望さん二人に、峰田小学校放課後子ども教室連絡協議会より記念品の腕時計が贈られました。

本年度も 「放課後子ども教室」 が始まりました
４月からふれあいの広場で、
「放課後子ども教室」が今田智子さん・大田アツ子さん方の指導で開催
されています。児童の総利用者数は、平日は２０名、長期の休みには３０名の児童の申し込みがあり
ます。夏休みには地域の歴史や文化など広く学習に取り入れようと考えています。本年も地域の皆様
のご協力を宜しくお願いします。
４月４日(水)、春休み放課後子ども教室が開催されました。通常は、峰田ふれあい広場で開催され
ていますが、老人福祉部主催「ふれあい広場」の使用のため峰田自治振興センターで開催。
※ 問い合わせは、 峰田自治振興センターへ
 78－2849
☆平成３０年度

里山塾の予定

５月１８日（金）
・講座「夏野菜の作り方」
・サツマイモの定植
７月

１０月

保育所参加

６日（金）
・講座「秋野菜の作り方」
・ジャガイモの収穫

５日（金） ・講座「野菜などの越冬方法」
・サツマイモ掘り

１０月２７日（土） ・里山の秋を楽しむ会

保育所参加

８月２９日（水）
・地域と放課後子ども教室の集い

（写生大会・収穫祭）
３月２９日（金） ・講座「土づくり」

(バーベキュー)

・ジャガイモの植え付け
保育所参加
（３）

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）
【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。

3 月の依頼状況は ２３ 件
3 月の支援状況は ２３ 件
・ゴミだし
１１件
・その他簡単な手伝い
３件
・その他簡単な作業
４件
・簡単な庭木の剪定・伐採 １件
・草刈り（機械狩り）
１件
・墓所周りの除草剤散布
２件
・困りごと相談
１件

平成２９年度総利用数

１８９件

津山自治会「親睦旅行」
真っ青な好天に恵まれる中、１７名の参加で｢せら温泉｣へ
親睦に行きました。
温泉では、食事やお酒を楽しみながら、普段顔を合わせ
ることが少なくなっている皆さん同士、情報の共有や他愛
のない話で盛り上がりました。
また、午後には芝居や踊りの観賞をし、涙あり、舞台の
上から、座長と我が自治会との掛け合い場面もあり、楽し
を
くて有意義な一日を過ごすことができました。

平成 30 年 3 月 10 日

和魂下「親睦旅行」
３月１７日、晴天に恵まれる中、子ども達も含め２０名で、
島根県仁多郡｢亀嵩温泉｣に行きました。｢亀嵩温泉｣は柔らか
く肌に優しい泉質で、古くから
「万病に効能がある」と言い伝えら
れています。
年に１回の親睦旅行、皆さん楽し
く有意義な１日を過ごされました。

ｋ

峰田自治振興区からのお知らせ

この春から、事務職員の異動がありましたのでお知らせします。
大田さんには、平成２年より公民館・振興区と長い間御尽力を頂

H30 年 3 月 17 日

きお世話になりありがとうございました。はらｄ
新職員になられた原田さんを、どうぞ宜しくお願い致します。新職員原田敦子
峰田自治振興区世帯数と人口
平成３０年２月末 現在
世帯数

男 人数

女 人数

1 月 2 月 1 月 2 月 １月

2月

285

324

285

308

308 324

計 人数
1月

2月

632 632

前職員大田アツ子

編集後記
今年の春は、比較的好天にも恵まれ桜雲（お
ううん）
・花霞（はなかすみ）
・残桜（ざんおう）
・零桜（こ
ぼれざくら）
・花吹雪（はなふぶき）、とそれぞれを楽しむ
ことが出来ました。真新しいランドセルを背負ってピカピ
カの一年生を見送りながらの農作業、また新しい年度の出
発です。宜しくお願いします。

（４）

