７．5月10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、
・西城小
11名
16名参加
・美古登小 5名
※いずれも3年生
種の品種は「ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗｯｼｭ88」で、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た。

やほこ振報
１．八鉾自治振興区 「第7回定時総代会」終わる

去る4月22日（金）に開催された「第7回定時総代会」は、総代30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7回定時総代会
出席状況
・全総代数
38名
・出席総代数 30名
（内、委任状 16名）

８．八鉾自治振興区 地域マネージャーによる高齢者世帯の訪問活動について
4月より、地域マネージャー2名（長尾和子、曽利雪子）が一組となって八鉾自治振興区内の高齢
者世帯を訪問しております。目的は、過去に訪問しお伺いしている内容の再確認、地域の情報の確
認等です。行政、社会福祉協議会、民生委員、一人暮し高齢者等巡回相談員の方とも連携をとっ
て、一層福祉の充実に努め、〝住み良い住み続けられる地域づくり〟を目指して参りますので、ご協
力をよろしくお願いいたします。

定木会長による開会挨拶の後、小笠原
洋行議長により議事進行

９．改修工事の終わった八鉾自治振興センターの整備についてのお願い
昨年より始められた八鉾自治振興センター改修工事は、今年3月すべてが終了し完成しました。
雪解けとともに地域外から見学に来られる方があり、4月末現在40名を超えております。利用予約
についても、確定ではありませんが、広島県経由で改修に当たり大口寄付をされた広島市内の法人
2社の貸切利用計画、当センターへ直接利用申し込みのあった2団体等あり、今後地域外からの来
館者が増えるものと推測されます。一方、備品（机、イス、寝具等）、空調設備（エアコン）が揃ってな
く、完備に向け準備をしているところです。
つきましては、現在利用に際し十分と言える状況ではありませんが、〝来館者された方に対応でき
るよう敷地内の整備を5月27日（日）8時30分より実施〟いたします。※本ご案内は、5月7日各戸配布
にてご案内しております。大きな作業は8月4日（土）環境整備で行いますので、当日は花壇の草取
り、プランターへの花植え等簡単な作業を行います。各戸配布では参加申し込みを5月23日（水）とし
ておりましたが、お申し込みはなくても結構ですので、お一人でも多くご協力くださいますようお願い
申しげます。

１０．５月２１日以降の主要な事業日程
月 日

※6月以降は大きな行事のみ記載しております。

予定事業

5月21日(月) 平成30年度第2回八鉾自治振興区役員会
5月22日(火) 平成30年度第1回暮らしと安心の会
5月23日(水) スズメクラブ（グラウンドゴルフ）

〃
5月24日(木)

〃
5月26日(土)
5月27日(日)
5月29日(火)
5月30日(水)

男性料理教室
ピンポンサークル（卓球サークル）
カラオケ教室
広島経済大学 農業体験学習
八鉾自治振興センター 花壇等整備
（仮称）サロン ※新規事業で今後名前を決めます
スズメクラブ（グラウンドゴルフ）

開始時間
場 所
19：00～
八鉾自治振興センター
13：30～
西城しあわせ館
9：00～
八鉾自治振興センター
〃
10：00～
9：00～
〃
13：00～
〃
10：00～ 三坂地区～八鉾自治振興センター
8：30～
八鉾自治振興センター
〃
9：00～
9：00～
〃

～
6月10日(日) 親睦グラウンドゴルフ大会
6月15日(金) 寄せ植え講座
6月22日(金) 健康百貨店 健康視察

9:00～
10：00～
9:00～
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道後山高原クロカンパーク
八鉾自治振興センター
奥大山サントリー

第43号 （発行H30.5.21)
八鉾自治振興区 総務企画部
TEL･FAX：（0824）84-2363
yahoko.jichi@u-broad.jp

この度の総代会では
八鉾落合自治会の役
員交代に伴う八鉾自

出席された総代のみなさん

治振興区役員の異動が上程・承認され、委員として高井美和
子さんが就任、異動後の役員体制は以下の通りとなりまし
た。なお、新しく就
≪新役員体制≫
任された役員の任
期は、前任者の残
・会長
定木丈宜（三坂）
任期間（1年）です。
・副会長 片山 悟（八鉾落合）
藤原勝美代表監査委員より、平成29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）
今田 實 （八鉾落合）
木村 悟 （八鉾落合）
高井美和子（八鉾落合）
※（

鉄岡 誠 （高尾）
高原芳典（油木）
織田みね子（高尾）
・代表監査委員
藤原勝美（高尾）
今野真吾（高尾）
須田康則（高尾）
・監査委員
定木和章（三坂）
堂本雅彦（油木）
藤原保宏（八鉾落合）
長谷川由美（油木）
津守英哲（油木）
湯川寿治（油木）

）内は所属自治会、アンダーラインは新しく就任された役員

２．八鉾自治振興区 「公式サイト（オリジナルホームページ）」が始動しました

『八鉾自治振興区』と入力して検索す
ると本画面が出ますので、『八鉾自治
振興区』をクリックしてください

本画面にかわりますので、八鉾自治振興
区の活動状況をご確認ください

兼ねてより取り組んで参りました
「公式サイト」が完成しました。『八
鉾自治振興区』と入力して検索、
画面が変わると『八鉾自治振興
区』出ますのでクリックして入って
ください。現在十分な情報は入っ
ていませんが、今後整備し情報
を発信して参ります。

※ホームページアドレス（URL）は次の通りです。https://www.yahokojichi.com/
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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4日「第41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３０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(米、乾燥シイタケ、漬物、ト
マトジャム等)に絞り出品しました。
・米、乾燥シイタケ、漬物
木村しいたけ園さん（八鉾落合）
・トマトジャム
栃木明美さん（三坂）
当日は早朝広島へ運搬、学生の
全面的な協力により売れ行きは好
調で完売しました。出品数157点、
販売数157点、販売率100％、売上
げ49,500円。広島へ西城町産の商
品とともに西城町の地名を販売で
きた1日でした。

販売に協力いただいた学生は勿論、出品・購入いただいたみなさまに感謝
申しあげます。

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

講座、教室等

活動内容

開催内容、日時等

健康百貨店
月１回程度の体操と年 新年度早々に年間プログラム配布と、
（代表 曽利雪子） １回の健康視察・講座 開催１ヶ月前に開催内容をご案内

〃

教室は毎週木曜日の１３：００～１
カラオケ教室
月５回程度の教室と
（代表 柳生光明） 年５回程度の発表会等 ７：００、発表会はイベント開催時

〃

旬の料理教室
年５回程度の教室と西城 ７・９・１１・１２・３月の第４金曜
（代表 柳生逸子） しあわせ館祭りへ出店 日 １０：００～１４：００

〃

男性料理教室
（代表 片山悟）

〃

仮称サロン
月１回程度のサロン
（代表 木村辰也）

年１０回程度の教室と 不定期ですが、おおむね月１回開催
しあわせ館祭りへ出店 １０：００～１４：００
第２火曜日
９：００～１２：００

PP（ﾊﾟｿｺﾝ･写真）クラ 月１回程度の教室と撮 教室は第３水曜日の１９：００～２
共催 ブ（代表 竹島治男）
影会
１：００、発表会はイベント開催時

４．主要な行事
① 4月1日「第6回ヒバゴンののど自慢祭典」へ出演された八鉾自治振興区カラオケ教室他のみなさん
写真左より、
・竹島治男さん ・井上健治さん
・柳生光明さん ・湯川浪子さん
・小川伸子さん ・高原芳典さん
いつものご自慢ののどを如何な
く発揮いただきました。
なお、一部のみなさんは下記
「第19回しあわせ館まつり」にも
出演されています。

グラウンドゴルフサーク 月４回程度のグラウン

後援 ル（代表 藤田叔美）

ドゴルフ

毎週水曜日（晴天時）の９：００～１
１：００ ※降雨、冬期は中止

〃

ピンポンサロン
年６回程度の卓球
（代表 板倉由美子）

新年度早々に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
月２回程度の教室
（代表 柳生逸子）

第１火曜日、第３月曜日
いずれも９：３０～１１：３０

６．八鉾自治振興センターグラウンドの整備へご協力いただきました

② 4月21日「第19回しあわせ館まつり」へ参加された八鉾自治振興区のみなさん

料理教室のみなさんによる『たまねぎの
スープ』販売

落合指網の会（有志）のみなさんによる
『クッション』等の販売

ゆうき市のみなさんによる『寿司』『赤飯』販
売

手芸同好会のみなさんによる『小物』等の販
売
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たまねぎ染めの会のみなさんによる『染もの』
『木製小物』販売

琴城流大正琴を演奏される下田教室のみな
さん

3/26グラウンドへ西城運輸砕石（株）より、大型ダンプ3台分の真砂土を搬入

4/3地域マネージャー〝長尾和子さん〟〝
曽利雪子さん〟による花壇の手入れ

4/11スズメクラブのみなさんでｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙ
ﾌができるよう整備していただきました。写
真左より〝竹島治男さん〟〝永橋則夫さ
ん〟〝松尾文子さん〟〝松尾鶴雄さん〟
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4/1〝松永光昭さん（八鉾落合自治会）〟に
愛車イセキトラクターで整地いただきました。

4/17〝松永光昭さん（八鉾落合自治会）〟
により除草剤を散布いただきました。

