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新自治会長が就任されました。よろしくお願い致します。                      

 

新自治会長紹介 

庄原自治振興区だより 
       第１87 号  令和 4 年 5 月２０日 発行      

 

～ 本町公衆衛生推進会 ～ 

4 月 24 日(日)東・中・西本町・三日市町一斉の水路堆積土砂回収が行われ、合計で 16.79
㌧の堆積土砂が回収されました。新型コロナウィルス感染拡大により 2 年ぶりとなった回収
作業は、当日朝からの小雨の中、各地域で回収された土砂を軽トラで集めて回り、本庁駐車場
で廃棄物回収業者の大型トラックに引き渡されました。 

（4月 26日）協議事項等は次の通りです。 

西県営住宅 島津 安志さん  大歳県営住宅 松本 英唯さん 

４月役員会報告 

(1) 令和 4年度 第 18回通常総会開催について 

⬥開催方法・・・・・書面決議方式により開催する (100名以上が集まるためコロナ感染防止を考慮) 

⬥書面決議提出・・・・・小封筒に入れ自治会長がとりまとめて、5月 17日(火)までに振興区に提出 

(2) 第 14回区民グラウンドゴルフ大会について 

 ⬥選手変更・・・・・・・・ 5月 23日(月) (組み合わせ会議前日)以降及び当日の選手変更は認めない 

 ⬥雨天の場合・・・・・少雨決行とし、雨の場合は当日朝 6時 30分の時点で判断、各自治会長に連絡 

(3) 指定避難所の見直しについて 

 ⬥廃止避難所・・・・柳原公会堂(地域から廃止の意見あり)、川手中集会所(土砂災害警戒区域のため) 



 

美湯ハイツ自治会    （10/ 3 ） 新道上自治会     （11/ 20） 

宮内自治会       （11/ 28） 西県営住宅自治会    （12/ 6 ） 

❶活動拠点   柳原公会堂 
❷自治会戸数  57 世帯 ４班で構成 
❸役 員    自治会長 副会長 理事（会計担当） 理事（防災担当） 
        任期 2年で各地区より理事 1名を選任する（令和 4年から） 

        役員以外に班の世話をしていただく班長（4名）は輪番制としている 
        3つの自主防災組織があり防災委員（3名）が活躍している 
❹主要行事   道路愛護 クリーンキャンペーン とんど 人権学習 会館の清掃（月２回） 
❺特 徴    西城川の北に位置する農村集落で４つの水利組合で水利の管理をしている 
❻会 費    各種会費や負担金等含めて、１戸当たり 3,800 円を徴収（令和 4年から） 

 

 

⑬ 柳原自治会   自治会長 田村 才三 

 

人 権 学 習 会 

水路堆積土砂取り除き及び清掃活動 
― 本町公衆衛生推進会 ― 

石丸  

下本町 本通 紅屋  

大黒東 大歳上 

東下 

  令和 3年度の人権学習会実施結果は、新型コロナの影響により
下記の 4自治会でした。 

大黒上 

西下 

（写真は 2年度の様子です） 

東上 
東本通 1 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

久しぶりのグランドゴルフ 
（大久保西自治会・サロン「わかば会」） 

地域サロン「わかば会」は、3 月 20 日(日)午後 2 時か
ら、大久保集会所に集まり、グランドゴルフを行いました。 
天候にも恵まれ、試合は 2 回実施、初参加の人がいき     

なりホールインワンを達成する反面、常連さんが手こずる
など、和気あいあいの試合となりました。 
その後、コーヒーを飲みながらの歓談、お互いの近況や

カープの活躍、農作業、釣りのこと、そして最近の小学校
や保育所のことなど沢山の話題が出されました。  
コロナ禍でなかなか出来なかったサロン活動でしたが、

久しぶりに集まり会話に花が咲きました。 

 紅屋結いの会は、2ヶ月間隔で活動していましたが、コロナ禍のため変則開催となりました。 

4 月は総会終了後、「かんぽの郷庄原」で久しぶりに昼食会を楽しみました。 7 月には、市老
連・夏の交通安全運動・特殊詐欺の話があり、音楽を聞いて優しい時間を過ごしました。 

10月は、紅屋会館と周りを掃除した後、ビデオを見ながら「いきいきクラブ体操」に取り組み
ました。12月には、『メリークリスマス、子どもさん達と一緒に遊ぼう会』を計画しましたが、
子どもさん達はコロナのワクチン接種を受けていないため、プレゼントを 12 人の子どもさん達
に事前に渡し、結いの会だけで輪投げゲームなどを楽しみました。  次回は是非とも一緒に！！ 

 

 

 老 人 ク ラ ブ  紅 屋 結 い の 会  

昨年１０月からスタートした「庄原花のまち応援隊」の「花と緑があふれるまちづくり事業」

の令和４年度第１回の取り組みとして、新庄町の中国種苗㈱から事業の趣旨に賛同いただき「ロ
ーダンセマム」の苗 300プランター分を、無償提供していただきました。 
当初は５月に児童・生徒・学生の参加で、植栽活動を計画していましたが、急遽、「庄原花のま

ち応援隊」に参加している皆さんで植栽を行い、現在、一定の街路に設置、白とピンクの花が春
の彩りとしてまちなかを飾っています。（５月末まで設置予定） 
第２回目は、５月中旬から「ユーフォレビア・ペチュニア」の植栽・設置を予定しています。 

では、打ちまーす！ 

うまく寄りますように！ 
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5 日(日) 

14 日(火) 

21 日(火) 

 

28 日(火) 

区民グラウンド・ゴルフ大会 

理事・総務企画室合同会議 

環境美化・防犯パトロール 

 

役 員 会 

6月の振興区主催行事予定 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

サークル名 内  容 開  催  日  時 

庄原コール・ソレイユ コーラス 
毎月 2月曜日 
毎月 4月曜日 

13:30～15:30 
14:00～16:00 

哲滄会庄原支部 吟詩 毎月 1・2・3月曜日 13:30～15:30 

さくら会 大正琴 
毎月 1・3月曜日 
毎月 2・4水曜日 

9:30～12:00 
18:00～19:30 

生け花の会 生け花 毎週火曜日 9:00～11:00 

手芸同好会 手芸 毎週火曜日  10:00～12:00 

フラワーデザイン教室 フラワーデザイン 毎月 2・4水曜日 18:00～20:00 

庄原女声ヴィオレッテ コーラス 毎週水曜日 19:30～21:00 

カメラ教室 カメラ講習 毎月 4水曜日 19:00～21:00 

表千家茶道教室 茶道 毎月 1・3木曜日 13:30～16:00 

庄原書道教室 書道 毎週 木曜日 9:30～12:00 

洋裁教室 洋裁（4教室） 毎週木・金曜日 9:00～16:30 

庄原俳句会 俳句 毎月 1金曜日 13:00～16:00 

庄原市フォ-クダンス協会  毎月 1・3金曜日 13:30～16:00 

ママさんグループ 生け花 毎週土曜日 15:00～16:00 

自然をみつめよう会 細密画・自然観察 毎月 2木曜日 10:00～12:00 

 
 

 

庄原市フォークダンス協会 

( 東下・大歳上・大歳下・宮の下各自治会長 ) 

編 集 後 記 

～ 庄原自治振興区生涯学習部 ～ 

参加希望のお問い合わせ先 

：庄原自治振興区 

  電話 72-3777 

庄原女声ヴィオレッテ 

・毎週 1 回 青少協防犯声かけﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

松浦 記 

レクリエーションダンス・ 
フォークダンス・民謡等 

庄原女声ヴィオレッテ 

庄原市フォークダンス協会 

ママさんグループ 

庄原コール・ソレイユ 

庄原書道教室 

手芸同好会 

今年の上野池の桜は、天気に恵まれ大変きれい

で、桜フェスティバルもあり、たくさんの方が見に

おいでいただき、にぎやかになりました。 

振興区では、昨年から街中への花のプランター設

置を進めており、まず第１弾の花植を行い、市役所

通りなどのハナミズキの花と一緒に街を彩ってい

ます。今後も小･中・高の児童生徒たちに、第２弾の

植栽してもらい、さらに彩りと活気のある街づくり

を進めていきます。街の活気は皆さんのご協力がな

いとできないこと。水やりのお手伝いもいただいて

いますが、見に来ていただくと花も人もうれしくな

ります。どうかご協力ください。 

生涯学習部では、多くのみなさんが定期的に日常生活の向上に向けて、音楽・

生花・手芸・レクリエーションなど様々な活動をされています。 

初心者の方でも気軽に参加いただけますので、お問い合わせください。 


