よしかわだより

平成29年1月1日(28-10)

連絡先：吉川地域センター ☎082-429-1879
yoshikawa-k@city.higashihiroshima.hiroshima.jp

※指定管理者制度…公の施設を市の指定を受けた指定
管理者が管理できる制度。使用許可などの業務も併せて
指定管理者が行う。吉川地域センターは、吉川村づくり推
進委員会（住民自治協議会）が平成29年度より指定管
理者となる選定が終了（東広島市HPより要約）
▼指定管理者制度を導入する目的及び期待される効果
①住民サービスの向上 ／ ②管理経費の節減
③管理運営の効率化 ／ ④新たな発想の活用

開催 のご案内

【昨年の初日の出：中村隆秋さん撮影→】

新年 互礼会
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初日の出を、槌山城址で迎えましょう

恒例の新年 互礼会を、吉 川地域センターで開催し
ます。（ 会
※場が変 更となっています）
地域の皆さんと、迎えた新しい年を祝い、皆さんの
健康と１年が希望に満ちた、豊かでみのり多い年と
なりますよう祈念します。
と き ：平成 年１月１日 午前９時 分より
ところ ：吉 川地域センター
主 催 ：吉 川村づくり推進委員会
その他 ：参加費は不要です。
どなたでも参加できます
初詣の足で、ぜひお立ち寄りください。

元旦早朝、槌山登山のご案内
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元旦の朝、恒例の槌山登山を行います。
多くの皆さんのご参加をお待ちしています
集合場所：豊穣池北端の槌山登山口
(登山道看板のところ)
集合時間：1月1日元旦、午前6時30分
現地世話人：吉川村づくり推進委員会
※新しくなった登山道を体験してみましょう

ありようについても、理事会 ・
各 団体の皆
さまと協議をしているところであります。
この協議でいただいた意 見を踏まえて、
を
「
新たなまちづくり５か年計 画 案( 」
)と
りまとめ、地域住 民の皆さまにお話をさ
せていただければと思っております。
その節には、地域住
民の皆さまの多くの
参加をお願いし、こ
れからの「
よしかわ」
をご 一緒に考えてま
いりたいと思っております。
この新しい年も、健康 ・
安全に留意され、
よき年でありますよう祈念いたします。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、吉川地域センターをご活用いただ
きありがとうございました。
今年4月からは、吉川地域センターの管
理・運営が、市役所から吉川村づくり推進
委員会に変わります。
利用の仕方・方法については従来どおり
です。メンバーも変わりません。
これからも地域の活動拠点として、活用
して頂くようよろしくお願いします。

吉 川地域の皆さま、新年あけまし
ておめでとうございます。
皆さまにおかれましてはつつがなく
新しい年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
旧年中は、区民運動会 ・
夏まつり ・
文化
祭など多彩な行事、活動にご協 力をいた
だきありがとうございました。
さて、吉 川村づくり推進委
員会も住 民自治協議会とし
て５か年が経 過しようとしております。
来年度からの「
新たなまちづくり５か年
計 画」
を策定しなくてはなりません
現在、これからの吉 川住 民自治協議会の
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めざそう/いきいき百歳！楽会
月 日の午前
を
実施しました。
中に吉 川地域セン
大掃除には、地
ターの年末大掃除 域センターを会場
にサークル活動を
行っている皆さん
など 名余りが参
加しました。ホー
ル・
研修室 ・
調理
室・
和室 ・
図書室 ・
トイレ・
外 回りなど
を参加者が手分け
して清掃していき
ました。終わりに、
岡本センター長か

1月17日13時30分から東広
島総合福祉センターで開催。
吉川げんき塾と同じ「通いの場」
の体験発表等があります。
吉川からは、大和重三さんがい
きいき大先輩として出席されます。
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【調理室の掃除：地域センタ】
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ら協 力のお礼とあ
わせ「
来年度、指
定管 理者による管
理方法に変 更とな
るが、生 涯学 習の
場として引き続き
活用して頂き、地
域の活性 化に役立
つ場としていきた
い」
とあいさつがあ
りました。お忙し
い中、皆さんのご
協 力ありがとうご
ざいました。

「ひがしひろしま環境スタイル×
市民協働のまちづくり講演会
１月17日13時30分から、「くらら
小ホール」で開催。
パネルディスカッションでは、小
学生と一緒に、竹炭などを活用し
て取り組んだ河川浄化の模様を
村主会長が発表します。
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曜
日
日

時間
行
開始 終了
9:30 11:30 新年互礼会

5

木

10:00 11:30 吉川げんき塾(コア)

7

土

18:00 21:00 糸州会（空手教室）

10

火

日

9:30

事

11:30 健康体操

13:00 16:00 木彫りグループ

≪日程は12月末時点で計画されたものであり、変更される場合があります≫
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曜
時間
行
日 開始 終了
木 13:30 15:30 健康ヨガ教室

21

土 18:00 21:00 糸州会（空手教室）

日

13:30 15:00 書道教室
11

水

12

木

13

金

9:30

19:00 21:00 安芸岳風会吉川教室（詩吟）
23

月

9:30 15:00 着物リフォーム

10:00 11:30 吉川げんき塾(介護体験談)

24

火

9:30 11:30 健康体操

13:30 15:30 健康ヨガ教室

25

水

9:30 11:30 雅の会（琴）
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木 10:00 11:30 吉川げんき塾(調理実習)

9:30

11:30 雅の会（琴）

15:00 着物リフォーム

10:00 11:30 オカリナ教室
14

土

9:30

11:30 編物教室

月

13:30 15:30 健康ヨガ教室
27

金

10:00 11:30 オカリナ教室

19:00 21:00 安芸岳風会吉川教室（詩吟）

13:30 15:30 サロンののはな

9:30
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土

15:00 着物リフォーム

火

9:30

18

水

19

木

9:30

18:00 21:00 糸州会（空手教室）

11:30 健康体操

13:00 15:30 大正琴
11:30 三弦の会

10:00 11:30 吉川げんき塾(コア)

9:30 11:30 編物教室
14:00 18:00 育成会（漢字検定）

13:30 15:00 書道教室
17

9:30 15:00 着物リフォーム

18:00 21:00 糸州会（空手教室）
18:00 19：00 吉川村づくり推進委理事会PJ
16

事

19:00 21:00 安芸岳風会吉川教室（詩吟）
30

月

9:30 15:00 着物リフォーム

31

火

9:30 11:30 健康体操
13:00 15:30 大正琴

「よしかわだより」は、吉川地域センターと吉川村づくり推進委員会の協働編集で発行しています。感想・ご意見を、地域センター迄お寄せ下さい。
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区民運動会

吉川のトンド

5月28日、吉川小学校の運動会に続いて、
午後から地域の運動会が開催されました。
曇り空でしたが、それぞれ元気いっぱいに
体を動かしました。

１月上旬、地区ごとに伝
承されたトンドを作り、
１年の安全と豊作を祈念
しました

第36回吉川夏祭り
8月6日、熱い日差しのもと
地域の皆さんが準備した
「夏祭り」が盛大に開催さ
れました。夏祭りの最後に
恒例の花火が披露されるな
ど、多くの皆さんが、夏の
1日を楽しみました。

敬老会
9月23日、77歳以上
の高齢者の皆さんの
長寿をお祝いする敬
老会に、70名余りの
参加があり開催され
ました。席上披露さ
れた「花嫁道中」の
模 様 は 、 NHK テ レ ビ
で放映されました.

文化祭
11月12日開催の吉川文化祭
には、吉川地域センタｰを拠
点にサークル活動をしてい
る皆さん、小学校の皆さん
などが集まり日頃の成果を
発表しました。文化祭に地
域内外から多くの皆さんが
集まりました。

吉川ツアー
9月24日、広大生グ
ループ「ひとむす
び」がプロデュース
し吉川村づくり推進
委員会と共同で開催
した第1回吉川ツア
ーには、地域外から
9組26名の親子が参
加し、農作業などを
体験しました。

岳彦様

孝 行様

篤志様

忠 昭様

先般、 つぎ の皆様 か
ら香典返 し にかえ て
吉 川地 区社会福祉協議
会 南(会 長 へ
)ご寄付 い
ただきま した。

下野原地 区
横井
本郷地 区
中西
下野原地 区
梅谷
下野原地 区
見浦

ご芳志 は、地域福祉
のため有意義 に活用さ
せ ていただきます。
深く感謝申 し上げま
すととも に厚くお礼申
し上げます

地
※区社会福祉協議会
小地域単位 で、福祉 団
体 ・自治会等 の関係者が
一堂 に会 し、地域 課題を
共有 し解決策を模索 しま
す。 また、 行事 の企 画 ・
実施を通 し て地域 の絆を
深め ていきます。
東(広島社会福祉協議会ホ
ームページ より )

吉 川地域住 民を対 前と夕刻の 回に分 改革、③排出量の公 への反動として、現在
象とした「
家庭ごみ有 けて開催されました。 平性、④指定ゴミ袋に も深刻な問題となって
不法投棄やポイ
料化に伴う市 民説 明 説 明は、市役所廃棄 処理手数料を上乗せ いる「
をなくすため、
会」
が、 月 日の午 物対策 課 名の説 明 する。ことなどの話が 捨て」
ありました。有料化に 行政と地域住 民の 一
員が行いました。
最初に市で作成され よる原資から、ごみス 体的な取組みは重 要
たビデオ「
ごみを減ら テーションへの補助、リ な課題です。
なお説 明会には、吉
し豊かな環境を次世 サイクル推進 員の配
代へ～東広島市の家 置、高齢者宅等のごみ 川地域から、合わせて
庭ごみ減 量 ・
資 源化に 排出の手助け、資 源 二〇〇名あまりが参
関する考え方～」
を視 回収報償金の充実な 加しました。
聴しました。その後説 どを行うとの補 足説
明員から考えの基本 明がありました。
として、① 分別の推進、 説 明会の意 見にもあ
②排出に関する意識 りましたが、ルール化

吉川地域センター
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【説明会の模様】

2

2

吉川村づくり推進
委員会が新5か年
計画策定などを検
討するために設置し
た「組織機能強化に
関するプロジェク
ト(PJ)」は、参加団体等からのヒアリングを12月4日
迄に終了しました。ヒアリングは、吉川村づくり推進
委員会の各団体・各種委員から意見を聞くために
行われ、11月19日から8回に分けて、延べ20団
体47名の役員・委員などの参加がありました。
ヒアリングでは、部会制導入による区長配置と自
治会との整合、法人格の取得、呼称見直し、会費
徴収、次世代役員の育成促進、小学校統合問題
への対応などの意見が出ました。
今後、理事会でとりまとめを行い、吉川地域の皆
さんを対象とした住民対話会を1月下旬から2月中
旬に開催し、その際の意見等は定時総会の議案
書に反映することとします。

農業を取り巻く情勢は、農産物価格の低迷、ライフスタイル
の変化に伴う食に対する消費者ニーズが多様化する一方で、
生産者の高齢化、担い手不足等厳しい状況にあります。
こうした中で法人経営は、平成29年で4年目を迎え、新たな
組合員の参加もあって、70haを超えようとしています。
経営も米を主体として、アスパラガス・白ネギ等の栽培に取
り組んでおり、季節ごとに軽作業もありますので、お気軽に参
加の声を掛けていただきたいと存じます。
（代表理事 横山信明）

昨年も吉川ふれあいの里を
ご利用くださいましてありがと
うございました。スタッフ一同
心より感謝をしています。
この４月には、創立５周年を迎えます。
一昨年から始めた、毎月第４日曜日のフリーマーケットの充
実を図り、11月には「吉川マルシェ」として開催し、地域内外
から多くのお客様が来店されました。
広大生グループ「ひとむすび」が、西条中央公園で開催して
いる青空市にも出店し、吉川ふれあいの里を知っていただけ
るよう取り組んでいます。
新年初売りは１月７日(土)です。各種イベントも考えています。
29年度もよろしくお願いします。（里長 菊地正幸）

「住民運営による介護と認知症予防を目的とした通いの場」
吉川げんき塾は12月末で２年と３か月を迎えました。塾のコン
セプト「地域住民自らによる、高齢者にも安全安心・快適なま
ちづくり」を中心において、参加された皆さんと一緒に、一歩一
歩活動しています。
最初の６ヶ月はモデル事業として様々なことに挑戦。27年
度は、体操と脳トレを核に生涯学習の要素を取り入れ、28年
度からは、高齢者にやさしいまちづくりを考える機会も作りつつ
取り組んでいます。
いま、東広島市内に同様の「通いの場」は、47か所に拡がっ
ています。直面する超高齢化社会問題に「地域住民の燻し
銀パワー」で挑戦していきましょう。一度見学にお寄りください。

【写真は、困りごと相談の回】

