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区民の皆様には当区の諸活動にご支援・ご協力を賜りまして厚くお礼を申し上げます。

一昨年来感染拡大していた新型コロナウイルスも変異株による第4波が猛威を振るい広島県にも緊

急事態宣言が発令されています。庄原市においても5月は中旬の段階で50人以上の感染患者が確認さ

れ、5月11日から八鉾自治振興センターも一般使用を中止しておりますが、当区の今後の事業活動も

通常状態に戻らない状況で推移する見通しです。

これらの影響で当区の第10回定時総代会は、昨年に引き続き書面による決議でおこない、その結

果全議案とも可決され、新たな役員体制のもと、引き続き会長としての職責を仰せつかりましたが、

役職員一丸となって地域課題の克服に向け取り組んでまいる所存でございます。

本年度の活動の重点は、ワクチン接種の進展等によるコロナ禍の収束を期待し、昨年度から取り組

んできた交流事業を一層強く押し進めるために、以下に取り組むこととしております。

①地域情報（ホームページ、SNS、Youtube、ひばごん便り等）の発信に力を入れる。

②昨年度企画した交流事業に発展させていく「しいたけ栽培講座」「ガーデニング教室」「パーク

ゴルフ＆ウォーキング教室」を順調に立ち上げる。

③来年度に延期した収穫祭（仮称…設立10周年等含めたもの）の企画を行う。

区民の皆様におかれましては、何卒、新型コロナウイルス感染防止に取り組ま

れ、お元気で過ごされ、引き続き当区の活動にご支援ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。
会長 片山 悟

当区の第10回定時総代会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面による決議で行

い、その結果、全議案とも可決されました。

・総代38名に「書面決議案内文書」及び「第10回定時総代会議案書」発送 ･･･ 4月19日

・書面決議回答期日 ･･･ 4月28日

・4月28日までの書面決議回答数 ･･･ 36名

・回答数36名は、全総代数38名の過半を超え、書面による表決結果（決議）は有効

・各議案の賛否

第1号議案 令和2年度事業報告について ･･･････････････････････････（賛成３6名・反対０名）

第2号議案 令和2年度決算報告及び監査報告について ･･･････････････ （賛成３6名・反対０名）

第3号議案 令和3年度事業計画(案)及び事業執行組織(案)について ････ （賛成３5名・反対０名）

第4号議案 令和3年度収支予算(案)について ･･････････････････････（賛成３6名・反対０名）

第5号議案 任期満了に伴う自治振興区役員の承認について ･･･････････（賛成36名・反対０名）

尚、福祉面の活動は引き続き自治会・常会等を中心とした支え合い活動（災害

時の活動を含む）、元気な高齢者で居続けるための諸活動に取り組むとともに、

月1回「しあわせ館」で開催されている「西城暮らしと安心の会」活動との連携

を強めてまいりたいと考えております。



３．交流事業をめざす「3事業の実施状況」

　

2　ページ

①4月からの講座開始に備え「しいたけ用」榾木を昨年12月に購入し、「なめこ用」榾木は

3月に区民から提供を受け調達しました。

（1）「しいたけ栽培講座」…（主管）高齢者部 （代表者）山野精荘さん

昨年度企画した将来的に交流事業へ発展させていく「しいたけ栽培講座」「ガーデニング教室」

「パークゴルフ＆ウォーキング教室」の実施状況をお知らせします。

②4月6日に種ゴマ植菌用の「作業台」を作りました。（12名参加）

③4月17日に110本の「しいたけ」の榾木と、11本の「なめこ」の榾木に、各々種ゴマを

植菌しました。（15名参加）

④4月27日に植菌した榾木を榾場（栽培場所）へ移動し「仮伏せ」しました。（8名参加）

（2）「ガーデニング教室」…（主管）女性部・生涯学習部 （代表者）小笠原フミエさん

①「花壇用」の資材は、4月からの教室開始に備え昨年度の3月に購入しました。

②4月20日に擬木を用いて「花壇づくり」を行いました。（20名参加）

④5月11日に「春の花植え」をコロナ禍で振興センター利用中止期間であったため、関係者

のみで行いました。夏から秋にかけての開花が楽しみです。（15名参加）

（3）「パークG＆ウォーキング教室」…（主管）生涯学習部 （代表者）定木丈宜さん

①ウォーキング用の「ノルディックポール」を昨年度の3月に5セット購入し、全部で15セッ

ト揃えました。

②4月26日に道後山高原クロカンパークの常設コースで、第1回目のパークゴルフ教室を開催

しました。（22名参加）

4月6日「作業台づくり」 4月17日「植菌」 4月27日「仮伏せ」

③5月7日に、4月20日の花壇づくりの残作業（土砂撤去）を行いました。（5名参加）

4月20日「花壇づくり」 5月7日「土砂撤去」 5月11日「春の花植え」

オリエンテーション プレー風景 プレーを終えて



４．交流施設の過去と現在

５．地域マネージャー業務の進行状況

３　ページ

自治振興センター2階の「八鉾交流センター ヒバゴンビレッジ」は昨年度当初、図書室と鉄道グッ

ズ類の展示を中心に展開しました。その後、消防法の規制で展示室の移転等を行い現状は当初に比べか

なり変化してきました。

①新年度に入り、4月以降は今後交流事業に育成していく「生涯学習3事業」の立上げと情報

発信がメインの業務となっています。

3事業の実施状況を、ホームページ、SNS（フェイスブック、インスタグラム等）、You 

tube（ユーチューブ）を使って発信しています。

よって、約1年前と現状の交流施設（一部振興センターを含む）の写真を掲載しますのでご覧くだ

さり、多数の方の施設利用をお待ちしております。

（1）交流事業関係

地域マネージャー業務の進行状況をお知らせします。

②前述の「生涯学習3事業」の実施状況は2ページの『３.交流事業をめざす「3事業の実施

状況」』のとおりです。

③ホ－ムページやSNSでの情報発信は、実際にパソコンやスマートホンでインターネットに

接続してご覧いただかなければわかりませんので、以下にインターネットで呼び出す方法

等を記載します。

・八鉾自治振興区ホームページ⇒「八鉾自治振興区」か「ヒバゴンビレッジ」を入力。

・You tube（動画）⇒活動状況の動画は、先ずはホームページの「新着情報」でどうぞ。

・フェイスブック⇒ホームページの新着情報のページをスクロールし最下段「Facebook

に接続する」をクリックしてみてください。

・インスタグラム⇒ホームページの新着情報のページをスクロールし最下段「Hibagon Village

YAHOKOの下の写真」をクリックしてみてください。

（2）野菜販売関係

新年度に入り、今年度のタマネギの生育状態の把握や、農家の方との情報交換に歩いていま

す。また、今年度から地域マネージャーが1名交代しましたので、その顔合わせも行いながら

回っております。6月に入ると、いよいよ今年のタマネギの収穫と供給が始まりますが、タマネ

ギはベト病等で苦戦されているようです。

（3）自主防災、防犯関係

自主防災組織について、八鉾落合自治会をモデルに組織作りを行うことで協議を開始しました。

防犯については進展しておりません。

2階 交流室
キッズスペース

2階 休憩室 音楽室（カラオケ）

別館の「鉄道グッズ展示」

コロナ感染防止用

「パーテーションボード設置」



６．「ピッカピカの １年生」・・・「板倉舞華（まいか）さん」紹介

７．ヒバゴン50周年記念誌「HIBAGON BOOK」発売

８．令和3年度　職員体制

お母さんから ひとこと

800円

４　ページ

販売価格

今年度から西城町内の小学校は「西城小学校」の１校となりました。

過去を振り返れば、八鉾には「三坂、小鳥原、油木」と3小学校がありましたが、子供の減少とともに学校

もその姿を消し今日に至っております。

今年度の職員体制は、以下５名でその任にあたります。

新型コロナウイルス感染問題への対応や、その状況下で出来ること、やらねばならないことを見極めなが

ら最善を尽くし業務を進めてまいります。

そこで、今回は新生「西城小学校」に八鉾地域から入学されたピッカピッカの1年生「板倉舞華さん」（西

城町小鳥原）に、インタビューさせていただきましたのでご紹介します。

地域マネージャー

・チーフマネージャー 山上浩司（再雇用）

・マネージャー 今田容子（再雇用）

・マネージャー 今村舞由美（新規雇用）

事務局

・事務局長 柳生光明（再雇用）

・事務局員 伊折紗也加（再雇用）

新規雇用された 今村舞由美さん

ヒバゴン出没50周年を記念して、「HIBAGON BOOK」2020

改訂版が4月26日に発売されました。

50年前から現在にいたるまでの年表、ヒバゴンに関わった人達

や探検隊、更に映画「ヒナゴン」渡邉孝好監督のインタビューなど

盛り沢山の内容が詰まっています。

八鉾自治振興センターでも販売しておりますので、どうぞお求め

ください。

郵送する場合、

別途210円

必要です。

こうした流れの中で、地域の将来を担う子供たちは正に地域の宝であり、地域全体で子供たちの成長を応援

していこうとの思いで、今年度から「やほこ振報」で小学生児童を紹介していくこととしました。

●ランドセルは誰に買ってもらいましたか？ 好きな色は？

・「お爺ちゃんとお婆ちゃんです。薄紫色が好きなので、その色を買ってもらいました」

●小学校に入学してお友達はできましたか？ ・「はい1年生10人皆んなと友達になり楽しいです」

●学校で好きなお勉強は何ですか？ ・「体育で走ったりすることが大好きです」

●学校の給食はおいしいですか？ 何が一番好きですか？

・「おいしいです」「一番好きなのはチャーハンです」「嫌いな食べ物はゴーヤです」

●1年生の担任の先生のお名前は？ やさしいですか？

・「佐々木先生で女の先生です」「とてもやさしいです」

●学校から帰ったら何をしますか？ ・「宿題を最初にします」「ゲームをしておやつを食べます」

●お母さんの料理で好きなものは？ ・「カレーライスです」

●大人になったら何になりたいですか？ ・「マクドナルドの店員さんです」

・お家では、休みの日にはハウスでホウレンソウの仕事を手伝ってくれます。

ホウレンソウに肥料をまいたり、土のついたホウレンソウの汚れを落としたり、

選別後のゴミをホウキで掃除をしてくれます。

・これからも元気で、すくすく育って健康でいてくれることが一番です。

ご家族の愛情をたっぷりあびて、すくすく成長されている板倉舞華さん、

振興区の取材にしっかりと応えてくれました。今後、頑張って勉強され大きく成長

していかれることを願っております。応援しています。



・部長(副会長)：　

片山　 悟 織田みね子

定木丈宜 ・担当役員：

堂本雅彦

織田みね子 今野真吾

柳生逸子

長谷川由美

・部長(副会長)：　 ・ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ：　山上浩司

定木丈宜 　

・担当役員： ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：　今田容子

堀井康夫
前田忠範

板倉　 孝

・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：　今村舞由美

会　 長　　　片山　 悟

副会長　 定木丈宜 

副会長

副会長 　　織田みね子

会長：片山　悟 委　員　  　堀井康夫

委　員　　　前田忠範

委　員　　　杤木忠範

委　員　　　柳生逸子

委　員　　　板倉　 孝

委　員　　　 ・部長(副会長)： 
委　員　　　鉄岡 　 誠 高原芳典

委　員　　　今野真吾

委　員　　　須田康則 ・担当役員：
委　員　　　堂本雅彦 杤木忠範

委　員　　　 鉄岡　 誠

委　員　　　長谷川由美 須田康則

部　長　　　横路　 篤 高井美和子

部　長　

部　長　　　中島章伸

定木和章

松永光昭

高井元治 ・部長：横路　篤　

浜田哲司 ・副部長：今田能久 、板倉　孝、小川之景　

・部長：廣田弓起子　　

・副部長：栃木明美、柳生逸子、長尾和子

・事務局長：柳生光明 ・部長：中島章伸　

・事務局員：伊折紗也加 ・副部長：山野精荘、福田　悟、小谷輝男　

令和3年5月17日調整済

事  務  局 高 齢 者 部

監査委員

監査委員

監査委員

青　年　部

監査委員

女　性　部

廣田弓起子

山野精荘 小笠原フミエ 定木丈宜

精通者 必要に応じて、都度選任

片山

片山　悟 竹島治男 柳生逸子

柳生光明 板倉由美子 高井美和子

副
委員長

板倉由美子

長尾充久

小笠原フミエ

会長：高原芳典

委員
教室代表

生涯学習部 生涯学習運営委員会

委員長 竹島治男

会長：織田みね子

油木自治会 高井美和子

高尾自治会

地域のリスク管理に関する事業に関し、自治会関係者等
に参集いただく必要がある場合は、都度必要に応じて連
絡します。

三坂自治会

会長：定木丈宜

高原芳典

 八鉾落合自治会

交通安全・防犯・防災連絡会議

交流事業

農業振興事業に関し、自治会関係者等に参集いただく必
要がある場合は、都度必要に応じて連絡します。長尾充久

 総務企画部 総務企画

農業振興事業

会　長

令和３年度　八鉾自治振興区　事業執行組織図

定木和章

支え合い支援事業に関し、自治会関係者等に参集いただ
く必要がある場合は、都度必要に応じて連絡します。

副会長

監査委員会
支え合い支援事業

高原芳典

代表監査委員

事　業　部 自治会連携事業

総代会 役員会
会長

西城連協連携事業

副会長以上会議


