
秋の環境美化活動 雨の中お疲れ様でした

 9月 22日（秋分の日）、秋の環境美化活動を行いました。あいにくの雨の日となりましたが、

予定通り行われました。 

各班の環境美化活動終了後、区長・自治会長・班長や役員の方々の協力で、中山峠付近の不法

投棄の回収・ごみ拾いを行いました。 

 雨の降る中で、雨にぬれての作業本当にお疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前に比べると尐なくなりましたが、まだまだ不法投棄はなくなりません。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月　　日 行事予定 場　　所 時　　間
11月5日 ふるさと祭り準備 グラウンド他 13：30～

11月6日 ふるさと祭り グラウンド他 9：00～

11月9日 ふれあい給食 調理室 8：30～

11月9日 自治会長会 会議室 19：00～

11月11日 元気づくりセミナー 二階会議室 13：30～

11月13日 上本自治会　自主防災会 二階会議室 9：30～

11月14日 本村デイホーム 戸外活動 9：30～

11月23日 狼煙あげ＆ウォーク 振興センター集合 9：00～

11月24日 ふれあい給食 調理室 8：30～

11月25日 史跡・視察研修旅行 岩国 8：00発

11月26日 野菜生産組合　神楽 体育館 夕方

＊編集後記＊  

秋も深まりました。（今年は稲刈りに苦戦でしたね。） 

ふるさと祭りまであとわずかとなりました。 

 9月 28日アイドルのフェレちゃんが入院手術し、10

月 1日退院しました。入院費のカンパやお見舞いを頂き、

ありがとうございました。 

元気になって、また皆様に愛されることと思います。 

 とっても幸せなフェレちゃんです。 

クマの目撃情報がありました。きのこ採りにいかれる

方は十分に気を付けて下さい。 
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＊11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 

 

◆ 見舞返し 

寺尾  力様（中 表） 

森永 彰悟様（上 表） 

 

金一封を賜りました 

ありがとうございました 

主な記事   

・秋の環境美化活動・ふるさと祭りの日程 

・お助けネット第 2 回会合 

・シイタケ原木注文 

・敬老会会計報告・第 20 回Ｇ・Ｇ大会 

・上谷ノルデック他・視察研修の旅 

・元気づくりセミナーのお知らせ 

・狼煙あげ＆ウォークのお知らせ他 

本村自治振興センターだより 
元気づくりセミナーのお知らせ 

 庄原市社会福祉協議会主催で、『運動、栄養、認知症』をテーマに元気づくりセミナーを開催

します。健康について考え、みんなで楽しく学びましょう。 

 

日 時；１１月１１日（金） 午後 1時 30分～2時間程度 

場 所；本村自治振興センター 

内 容；「栄養改善で筋力の低下を予防しましょう」講師：管理栄養士 原 明美さん 

    「介護予防に役立つレクリェーション」 

    「シルバーリハビリ体操」 講師：シルバーリハビリ体操指導士 

参加費；１００円（茶菓子代） 

申込み；１１月７日までに本村自治振興センターへ（☎ ７８-２７４３） 

軽トラ一台分の丌法投棄などがありました。 

 振興センターに帰って、分別しました。 

中山峠付近の丌法投棄回収・ごみ拾い 

 ふるさと祭りのお知らせ 

 今年も例年通り１１月第１日曜日に行います。 

 日時：11 月 6日（日）9 時開場 9時 45分オープニング（本村子ども会太鼓演奏） 

 場所：本村自治振興センター グラウンド他（雨天の場合は屋内運動場） 

 内容：今年は、一昨年好評でした『神杉ちんどん屋一座』に来て 

いただきます。（昼休憩） 

各教室団体の展示・演芸・野菜品評会及び競り･各売店･お茶席など     

個人展示もできますので、お早めに振興センターへ連絡ください 

※ 詳細は、別紙配布ふるさと祭りのチラシをご覧ください 

（チラシ・演芸プログラム・バス時刻表） 一昨年の様子 

ご心配をおかけしました。 

お見舞いいただきありがとうござい

ました。だんだん元気になりました  

また可愛がってくださいね。 

お駐車お 知 ら せ（駐車場舗装工事について） 

自治振興センターの駐車場が舗装されますので、工事期間中は駐車できません。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

工事期間；１１月末～１２月上旬の予定です。 



 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

お助けネット（仮称）会合 第２回 

 第２回お助けネット（仮称）の会合を、１０月１４日（金）に行いました。 

今回は、前回出た各自ができる支援の項目を集計したものを、チェックしました。 

次に、他の振興区が行っている支援の内容を検討して、これは本村でもできるという支援をピ

ックアップしていきましたが、まだまだ支援の内容を検討する必要もあります。 

まず、課題として支援者が尐ないこともあり、引き続き支援者を募集します。 

また、この事業を推進のための、統括者（地域マネージャー・・・有給です）も必要です。 

地域マネージャーも後日正式に募集案内を行ないます。 

地域の皆さまのご協力があってできる事業です。ご協力よろしくお願いいたします。 

※ 地域マネージャーとは、人口減尐と高齢化の進む地域の、コミュニティや資源等を活用し

て、地域の維持や活性化を推進するものです。 

地縁団体 共栄会より しいたけ原木の注文について＆（クマ目撃情報） 

  今年度も、共栄会でしいたけ原木を斡旋します。 

下記の申し込み票にて、振興センターまで申込みください。 

 金額は、昨年並みと思います。（４００円～５００円・・大きさによります。） 

 自家消費に限る  最高１０本までとします。 

昨年と同様 2月頃に種駒を打ちます。また連絡しますので、ご協力をお願いします。 

駒打ち体験をしてみませんか・・・女性の方でもできます。 

※１０月１４日 午前８時１５分頃中山峠手前、右から左（高方面）にクマが横断しているの

が目撃されました。キノコシーズンです。山に入られる方は、クマよけ鈴などつけて十分に

注意してください。（詳細は、先日（１４日発行）の回覧文書に載せました） 

 
  キ リ ト リ   

しいたけの原木申込み票 

地区名（         ） 

氏 名（         ） 

 しいたけの原木注文数（     本）  

 9月 25日（日）本村地区体育協会主催、今年度 2回目のグラウンド・ゴルフ大会が開催され

ました。稲刈りや他の行事等で参加者は尐なかったのですが、楽しくプレーしました。 

（敬称略） 《男性の部》  《女性の部》  

優 勝  森元 淳三   藤原 玉江 

準優勝  樽  順二   朝倉さなえ 

第三位  茶園 博美   永岡 和子 

Ｂ・Ｂ  森永 育正 

永岡和子・樽順二・岡田浩二・森元淳三・藤原政明・小野寺信一   

 恒例の狼煙あげ＆ピラミッドウォークを行

います。ご協力、ご参加をお願いします。 

 

日 時：平成２８年１１月２３日（水） 

（勤労感謝の日） ９時集合 

場 所：本村自治振興センター  

集合してピラミッド麓まで乗り合わ

せて行きます。  

狼煙あげ場所：ピラミッド麓 

 

子ども会と希望者は、ピラミッドウォーキン

グをして、ピラミッドに登り、各地の狼煙を見

学します。 

狼煙終了後は、振興センターに帰って、ボラン

ティアさんや子ども会の保護者の方に作って

いただいたピザ・むすび・お汁などみんなで会

食します。 

ご参加お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679,907円－ 662,177円＝17,730円 

振興区研修旅行のご案内 

 今年度の史跡・視察研修旅行を計画しま

した。   

日 時；１１月２５日（金）８時出発予定 

    今回は、体験等を行いたいと思い

ますので、平日になります。 

行 先；城下町岩国の史跡＆ 

『うまもん本社 糠床づくり体験』 

参加費；４，０００円 

 

申込み；１１月１１日（金）締切り厳守 

 

１１月は色々行事が続き多忙ですが、宜し

くお願いします。 

項　　目 金　額 備　　考

前年度繰越金 13,301

市助成金 280,800 1440*195名

一般寄付金 128,800 800*161戸

特別寄付金 144,000 来賓他御祝

振興区助成 80,000

敬老会参加費 33,000 1000*33名

雑収入 6 利息

合　　計 679,907

項　　目 金　額 備　　考

接待費 313,610 あやめ式典・観劇他

記念品 274,752 敬老会不参加者

長寿・米寿祝 16,912 長寿1名・米寿8名

謝礼金 4,000 運転手謝礼

通信費 1,040 往復はがき

印刷消耗品費 36,913 コピー代・封筒用紙代

雑費 14,950 事務費他

合　　計 662,177

《収入の部》

《支出の部》

10月 9日（日）爽やかな秋空の下、午前 9

時開始。講師の松本展幸さんから、ノルディ

ックウォークについて説明を受けた後、スト

レッチをしてウォーミングアップ。片道約 2

キロのコースを上谷の秋を感じながら、楽し

く歩きました。 

 ウォーキングの後は、手作りパンを食べる

集いです。講師の松本さんから今日の講評を

聞きながら、ほんのり甘みのある手作りパン

を美味しく頂きました。このパンは、地元の

主婦が自宅で焼いたものを提供して頂きま

した。 

これから気候の良い季節です。スポーツの

秋、食欲の秋を十分に楽しみたいですね。 

 

 

 

 

 

美味しか

ったです 


