
     本村・上谷納涼盆踊り大会 

 

 

 

 

 

 

8月 14日（日）恒例の納涼盆踊り大 

会が開催されました。 

オープニングの太鼓演奏・実行委員長 

挨拶・ジャンケン列車・盆踊り・打ち 

上げ花火・カラオケ・お楽しみ抽選会 

そして子ども会や青年会有志の屋台などがあり、盛会に終わる事が出来ました。準備から片づ

けまで実行委員さんをはじめ、地域の皆さまにはご協力ご支援頂きありがとうございました。 

                       

 

 

 

8月 14日（日）上谷いきいき館体育館に     

於いて、納涼盆踊り大会が開催されました。 

じゃんけんゲーム、マジック・カラオケ・

盆 

踊りがあり、最後は道後温泉ペア旅行券が 

当たるお楽しみの富くじ抽選会で大いに盛 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月　　日 行事予定 場　　所 時　　間
9月2日 本田敷信民児協 二階会議室 9：00～

9月2日 地区社協事務局会 会議室 13：30～

9月7日 地区社協・自治会長会 会議室 13：30～

9月12日 本村地区敬老会 上下町 あやめ 8：45発

9月14日 ふれあい給食 調理室 8：30～

9月14日 庄原市介護予防事業 二階会議室 13：30～

9月14日 計量器定期検査 玄関前 15：00～

9月17日 本村デイホーム よもやま館 9：30～

9月22日 環境美化活動 全域 8：00～

9月25日 グラウンド・ゴルフ大会 グラウンド 9：00受付

9月28日 ふれあい給食 調理室 　8：30～

＊編集後記＊  

 暦の上では、秋になりました。 

お盆を過ぎると、朝晩は段々涼しくなってきますが、今

年は蒸し暑いような気がします。日中はまだまだ猛暑の

様です。 

夏の疲れが、段々と出てきましたが、皆さまはいかがで

すか？無理をしないで過ごしましょう。 
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編集 本村自治振興区 

＊ 9 月行事予定 ＊ 
 本村自治振興区へ 

 本村地区社会福祉協議会へ 

◆ 香典返し 

貞吉 茂様（青 龍 故 ムネコ様） 

茶園 博美様（吉備谷 故 キクヱ様） 

妹尾 良子様（太郎丸 故 元光滋様） 

高尾多鶴子様（上 表 故 清司様） 

奥久 正明様（月貞寺 故 美由喜様） 

 

◆ 見舞返し 

児玉 弘様（上 表） 

森平 藤子様（野 谷）  

  

金一封を賜りました 

ありがとうございました 

主な記事   

・本村・上谷納涼盆踊り大会 

・敬老会のご案内・お助けネット会合 

・Ｇ・Ｇ大会開催・男性料理教室 

・消防夏期訓練・地域のひまわり写真 

・カープ応援隊 

・見ぬ友と心結ぶのろしリレー 

・上谷Ｇ・Ｇ大会・水仙球根他 

本村自治振興センターだより 
水仙の球根をお分けします 

 7月 19日（火）区長・事務局長・事務職員の

三人で、備北丘陵公園に行って、水仙の球根堀

をして来ました。沢山ありますので、各班にお

分けしようと思っています。        

水仙ロード、集会所の周辺に植栽してみようと

思われる班は、振興センターまでお申し込みく

ださい。                                                     

現在、球根は陰干しをしています。 

植え付けは、10月に入ってからです。 

品種は、アイスフォリスです。 

 

 今年度 2 回目のグラウンド・ゴルフ大会を

行います。多数ご参加ください。 

日 時 9月２５日（日） 午前９時受付 

場 所 本村自治振興センター（雨天中止） 

申込み 本村自治振興センター（当日も可） 

祝 本村地区敬老祝賀会のご案内 

本村地区社会福祉協議会では、本年度も次の通り敬老祝賀会を挙行します。 

日時 平成２８年９月１２日（月） 

場所 府中市上下町 矢野温泉 あやめ 

 地域の皆さまには、物心両面からご協力頂きありがとうございます。 

なお 敬老対象者の方には、封書にてご案内しています。多数ご参加くださいますようお

願いします。 

秋の環境美化活動のお願い 

今年度も、次の通り秋の環境美化活動を行い

ますので、例年通りご協力お願いします。 

日時 ９月２２日（木）秋分の日 ８時～ 

各班長さんの指示に従って行ってください。 

各班長さんは、地域の活動後、中山周辺の不法

投棄の回収や・ごみ収拾をおこないますので、

あわせてよろしくお願いします。 

 

金藤選手 

金メダル 

おめでとう！ 

ひだまり広場 陶芸体験

 ７月 20日（水）子育て支援事業で、板橋ひ

だまり広場の方々が、本村民芸教室の方に指

導してもらい、陶芸体験で葉の形をしたお皿

作りをされました。 

仕上げは、民芸教室の方がされるそうです。 

りっぱなお皿ができる事でしょう。 



 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

地域のひまわり 咲きました 大きく育ちました 

 

 

 

 

 

 

(中表 佐々木様）   （天王 中村様）  （吉備谷 朝倉様） （月貞寺 尾原様） （振興センター） 

 

                             写真 ありがとうございました。 

                             種を取って、来年も挑戦してください 

 

               

（上表 永岡様）           （上表 芳山様） 

お助けネット（仮称） 第 1 回会合 

 8 月 2 日（火）19 時から、第 1 回の会合を行いました。支援者 19 名が参加して、話合いを

する中で、色々課題が出てきました。 

＊自分はどんなことが支援できるか（例えば、草刈り・ゴミ出し・買い物・簡単な手伝いなど） 

＊危険なことはしない（シルバー人材センターに頼むまでもない簡単なこと） 

＊無償でできる事、有償でできる事 

＊どんなことに困っているかを把握する 

＊依頼する側の対象者の年齢(例えば、70 歳以上の一人暮らし又は後期高齢者・身障者のいる

家庭など） 

＊この会の名前はどうするか？ などなど 

現在活動されている振興区を参考にしながら考えていきたいと思います。 

身近なことで、こんなことに困っているよと思われる事柄がありましたら、自治振興センター

まで、教えて頂きたいと思います。 

今日依頼して、すぐ支援にはなりませんが、会を重ねるごとに形ある組織ができると思います

ので、しばらくお待ちください。引き続き支援者募集中です。よろしくお願いします。 

第 19 回グラウンド・ゴルフ大会 

7 月 17 日（日）9 時受付 9 時半から、本村地区体協主催のグラウンド・ゴルフ大会を行いま

した。梅雨明け間近の暑い日でしたが、2ゲーム行いました。 

成 績 《男性の部》  《女性の部》（敬称略） 

優 勝： 藤原 正伸   高尾多鶴子 

準優勝： 世良 博通   滝口 利子 

第三位： 小野 安信   朝倉さなえ 

第五位： 足羽 政晴   永岡 和子 

Ｂ・Ｂ： 森永 正樹   森永 律子 

： 藤原正伸・森永正樹・高尾多鶴子・森永律子  

見ぬ友と心結ぶ のろしリレー ２０１６ 

 全国各地を煙でつなぐイベント『見ぬ友と心結ぶ

のろしリレー２０１６』が７月１６日（土）広島安

芸区絵下山を１０時スタートし、参加団体がともに

全国各地をリレーしました。 

庄原も庄原自治振興区が主管となって、敷信自治

振興区・峰田自治振興区・本村自治振興区が協力支

援で参加しました。 

上谷自治会 グラウンド・ゴルフ大会 

 7月 30日（土）第 1回上谷自治会グラウンド・ゴルフ大会を実施しました。6月 5日の計画

が雨のため延期していました。猛暑の中、大人 18名、子供 4名合計 22名が参加し、和気あい

あいとゲームに親しみました。 

（敬称略） 《大人の部》   《子どもの部》  

優 勝  堀田 博幸    堀田 清流 

準優勝  藤川  章    堀田 小晴 

第三位  世良 博通    川本 りん 

Ｂ・Ｂ  藤川 廣明 

堀田博幸・藤井栄子・堀田良子 

カープ応援隊参加 

 ７月２４日（日）阪神タイガース戦

の応援に行ってきました。 

残念ながら、５対８で負けてしまいま

した。 

お疲れ様でした。 

 

消防夏季訓練 

 7 月 31 日（日）午前 8 時から、消防本

田分団の夏季訓練が行われました。 

 

 

男性料理教室 

 7月 29日（金）、今年度 1回目の男性料理教室を

行いました。今回は、講師無しで今まで習ったメ

ニューのおさらいをしました。 

夏野菜をふんだんに使ったメニューが美味しくで

きました。 

 
 
 
 
 
 
盛り沢山の 

メニュー 

・冷しゃぶ風ぶっかけ 

ソーメン 

・茄子と の揚煮 

・ゴーヤの梅肉和え 

・コーヒーゼリー 

ここからは別メニュー 

・胡瓜の酢の物 

・ズッキーニ―のシーチ

キンマヨのせ焼き 

・ソーメン南瓜の和え物 


