
本村地区社会福祉協議会 評議員会 ❖本村地区社会福祉協議会❖ 

 6月 12日（水）午後から本村地区社会福祉協議会の評議員会が行われました。会長の挨拶

の後議事に入り、平成３０年度の活動報告・収支決算報告、会計監査報告が行なわれました。

続いて役員改選・令和１年度の事業計画・収支予算案などが協議され、承認されました。 

『令和１年度事業計画』 

＊ふれあい給食事業 （毎月 2回） 

＊地域デイホーム事業 

（本村デイホーム 年間 冬期１月・２月を除く１０回）  

（上谷デイホーム 年間１２回） 

＊本村地区敬老会事業 （9月） 

＊施設訪問・一人暮らし訪問活動プレゼント活動 

＊地域見守り活動 

＊緊急連絡カードの継続 

＊男性料理教室・健康教室の推進など 

今年度役員改選があり、新役員さんです。よろしくお願い致します。  

会   長 世良 博通   （敬称略） 

副 会 長 

芳山 秀樹 

丸田かおる 

高尾多鶴子 

藤川 美香 

監   事 新元 匡尚・松本 光秋 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本村自治振興区へ 

本村地区社会福祉協議会へ 

 

◆ 見舞返し 

中野トラミ様 （三十戸） 

 

 

金一封を賜りました 

ありがとうございました 

 

発行 令和元年 6 月 20 日 

庄原市本村町 1234-1 

ＴＥＬ/ＦＡＸ 78-2743 

編集 本村自治振興区 

お助けネット 

❖地域マネージャー❖ 

利用状況（５月１５日～６月１４日） 

 
＊伐木   1   件 

＊草刈り  4   件        

＊剪定   2    件 

＊その他  1   件 

6 月 

    地縁団体 共栄会総会       ❖（地）共栄会❖ 

 6月 16日（日）、午前９時（地）共栄会の総会が本村自治振興センターで開催されました。 

議長に藤川廣明氏を選出し、議事を進行しました。 

第１号議案から第６号議案まで、協議され承認されました。 

第５号議案の入山料徴収について、昨年の総会で 

提案し各地域で協議し、まとめた物を昨年９月 

すでに、地域へお知らせしました。その時、地域 

から出た検討課題について協議しました。 

※詳細については、別紙にて地域へお知らせします。 

  会 長 小野寺 信一 

新 役 員  副会長 藤川 廣明 

(敬称略）  監 事 樽 克文・奥永 忠幸・滝口 秀史 

 

＊７月行事予定 ＊ 

 

（ふれあい給食のお弁当です） 

『盆踊り大会で太鼓をしませんか！』 

 8月14日に開催される本村地区盆踊り大会で、

太鼓を打つメンバーを募集しています。 

次の日程で練習をしていますので、お気軽に参加

してください。 

 

日時 毎週日曜日 １８：３０～１９：３０ 

場所 本村自治振興センター 体育館 

※ 詳細問い合わせ  明善 宮永俊介君まで 

メンバー募集は、振興センターでも受け付けます。 

 

主な記事  

・本村地区社会福祉協議会理事・評議員会 

・（地）共栄会総会 

・中本自治会 Ｇ・Ｇ大会 

・上本自治会 蘇羅比古周辺環境整備 

・上谷自治会 ホタル観会 

・健康寿命向上セミナー案内 

・Ｇ・Ｇ大会案内・男性料理教室 

 

本村自治振興センターだより キジのヒナが孵りました 

 

 

 

 

 

（キジの卵 11個温め中） （卵から孵化した翌日）5/23 

草刈りの時、見つけられたキジの卵が孵化し、可

愛いヒナが誕生しました。 

＊編集後記＊  

 そろそろ梅雨入りになるでしょうか？ 

「あんしん」が皆さんの手元に届くころには梅雨入りし

ていることでしょう。 

昨年のように、豪雨災害にならないことを願っています。 

備えあれば・・・今のうちに備えておきましょう。 

２２日は、夏至です。段々と暑くなってきます。 

熱中症に気を付け、適度に水分補給をしましょう！ 

 

 

日時 令和元年７月１９日（金） 

   １９時～２１時 

場所 本村自治振興センター 

   二階会議室 

参加議員； 吉方議員、岡村議員 

      政野議員、岩山議員 

 

多数ご参加ください。 

※ 詳細は、市議会の回覧文書をご覧く

ださい。 

 

月　　日 行事予定 場　　所 時　　間
7月3日 上谷デイホーム いきいき館 9：30～

7月5日 本村盆踊り実行委員会 二階会議室 19：30～

7月8日 本村デイホーム よもやま館 9：30～

7月9日 13：30～

7月10日 ふれあい給食 調理室 8：30～

7月10日 自治会長会 会議室 19：30～

7月12日 男性料理教室 調理室 10：00～

7月12日 地区社協理事会 会議室 13：30～

7月14日 本村地区Ｇ・Ｇ大会 グラウンド 9：00受付

7月17日 ひだまり広場（陶芸） 集会室 10：30～

7月19日 庄原市議会報告会 二階会議室 19：00～

7月23日 13：30～

7月24日 ふれあい給食 調理室 8：30～

健康寿命向上セミナー（運動機能）二階

健康寿命向上セミナー（認知症予防）二階



                                     

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   蘇羅比古神社周辺環境整備   ❖上本自治会・蘇羅比古神社総代会❖ 

 ６月２日（日）の『蘇羅比古神社周辺の環境整備』作業には、30 名を超える皆様のご協力

をいただきました。天候にも恵まれ、参道周辺草刈、竹林（タケノコ）伐採などの作業を事故

なく終えることができました。また、桧の伐採や県道側の法面の小枝等の刈取りなどにより、

鳥居の姿も見通しが良くなり周辺の景観がよみがえりました。 

ご協力ありがとうございました。 

この様な取り組みの継続により、地域環境を守っていく 

ことが必要と思います。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

                                      

 

 

 

 

                         
 
 
 
 

  第６回中本自治会グラウンド・ゴルフ大会   ❖中本自治会❖ 

５月２６日（日）第６回中本自治会グラウンド・ゴルフ大会が行われました。 

猛暑が続いていましたが、プレー中は薄雲に覆われて暑さを気にする事もなく楽しむことが出

来ました。 

ホールインワンを二人の方が出され、皆さん 

好成績を挙げられ、にぎやかに交流を深める 

ことができました。 

≪成績≫  (男 性)    (女性)  (敬称略) 

優 勝  片山 光久   田辺 柳子 

準優勝  岡田 浩二   足羽ヤエ子 

第三位  森元 淳三   小野寺加代子 

 片山光久・森永重孝 

田辺柳子 5 森元淳三 5  （各賞を頂いて・・・お疲れさま！）

 

 

 

 

 

 

         ホタル観会          ❖上谷自治会❖ 

６月 15日（土）は、一日中雨降りとなりましたが、 

３０名の参加があり屋内でのホタル観会となりました。 

堀田真奈美さんのミニコンサート（本人の作詞作曲 

「僕たちと蛍」等の曲）でオープニング。 

昔話「ホタルと猿」の読み聞かせ。ＤＶＤでホタルの生態 

等について勉強した後、○×クイズで楽しみ、世代間の交 

流を深めることが出来ました。 

○×クイズの結果（敬称略）  １位 藤川陽平 ２位 竹森輝記 ３位 堀田真奈美 

 

❖本村地区体育協会 ❖ 

先日、本村地区体育協会の総会が行われ、今年度の

行事計画が決まりました。 

早速ですが、来月 第２５回本村地区グラウンド・ゴ

ルフ大会が開催されます。 

多数ご参加ください 

日 時 令和元年 7月 14 日（日） 9：00 受付～ 

    雨天中止 

場 所 本村自治振興センター グラウンド  

 本村自治振興センター 

※ 当日参加も受け付けます。 

男性料理教室のご案内 

❖環境福祉部❖ 

日 時 令和元年 7月 12 日（金） 

10時～ 

場 所 本村自治振興センター  

参加費 １００円 

持参物 エプロン・三角巾・手拭 

 当日をお楽しみに

 ７月１０日(水)午前中 

材料の準備がありますので厳守！ 

振興センターまで申し込み下さい 

     健康寿命向上セミナー   ❖庄原市社会福祉協議会❖ 

第 2回目は、『運動機能向上』教室です。 

日 時 令和元年 7月 9日（火）13：30～ 

場 所 本村自治振興センター 二階  

第３回目は、『認知症予防』教室です 

日 時 令和元年 7月 23 日（火）13：30～ 

場 所 本村自治振興センター 二階  

※ 詳細は、回覧チラシをご覧ください。 

第２回・第３回の教室が７月にあ

ります。多数ご参加ください。 

どちらもシルバーリハビリ体操が

ありますので、動きやすい服装で

来てください。 

飲み物もご持参ください。 

☆  民生児童委員募集について ☆ 

今年１１月、現民生児童委員の任期満了に伴い、民生児童委員を募集いたします。（２名） 

担当地域は  上本地域と岩月    上谷地域と山王・月貞寺  

詳細は、本村自治振興センターへお問い合わせください 

締め切り ７月１６日（火）午前中 まで  

よろしくお願いいたします。            

（参道草刈） 

（ヒノキの伐採） （お疲れ様でした） 

（ホタルの生態 ＤＶＤ鑑賞） 


