お知らせ

Information
母子保健事業

●保健医療課健康推進係 ☎0824-73-1255

事業名

とき
10月19日㈪・11月２日㈪
９時～17時

母子手帳交付

ところ

パパママひろば
11月14日㈯９時30分～12時
（妊婦教室）
10月22日㈭10時～11時30分

離乳食教室

11月５日㈭13時～16時

育児相談

11月９日㈪13時～15時

特になし

支所は随時
（事前連絡必要）

庄原市保健福祉センター

母子健康手帳

申し込み必要

母子健康手帳・筆記用具
申し込み必要
三角巾・エプロン
西城保健福祉総合センター 母子健康手帳
申し込み必要
（しあわせ館）
筆記用具
支所でも実施（詳細はお問
庄原市保健福祉センター
母子健康手帳
い合わせください）

18

特産品・加工品など秋の味覚
が楽しめます。そのほか、西
城川太鼓や神楽などの各種ス
テージイベントで祭を盛り上
げます。
とき
月 日㈰
９時～ 時 分
ところ 西城球技場
問い合わせ
西城ふるさと祭実行委員会
（西城支所産業建設室内）
☎０８２４‐ ‐２１８１

第 回ふれあい東城まつり

東城地域最大のふるさと祭
りです。地域の文化活動団体
に よ る「 ふ れ あ い ス テ ー ジ 」
や、南一誠・クリスタルキン
グ（ムッシュ吉﨑）のライブ

ステージ、子ども神楽やお楽

33

82

11

東城文化ホール
問い合わせ
ふれあい東城まつり実行委員
会（東城支所産業振興室内）
☎０８４７７‐２‐５００８

30

人 権 相 談

とき

庄原市ふれあいセンター

東城 11月12日㈭10時～16時

東城支所

茶花（さざんか）の華をあし
ら っ た「 母 衣（ ほ ろ ）」 が 加
わり、勇壮かつ華やかな行列
がまちなみを行進する時代絵
巻です。
とき
月３日（火・祝） 時～
ところ 東城町市街地
問い合わせ
お通り保存振興会（東城町商
工会内）
☎０８４７７‐２‐０５２５

庄原市エゴマ推進大会

エゴマの生産拡大と普及を
目的に庄原市エゴマ推進大会
を開催します。県立広島大学
名誉教授の武藤徳男さんによ
る講演や、庄原市エゴマ生産

普及協議会会員による事例発

表などを行います。エゴマの
生産、消費に興味のある人の

日㈮

30

参加をお待ちしています。

月
時

／広報しょうばら

とき
時～

ところ

2015.10

庄原市ふれあいセンター
問い合わせ

25

庄原市エゴマ推進大会実行委

員会（農業振興課農業振興係）
☎０８２４‐ ‐１１３２

73

16 10

11

12

10月20日㈫・11月３日
（火・祝）
13時30分～16時30分

悩みごと、心配ごと、
お困りごとなど、
お気軽にご相談を

東城ふれあいセンター

比和 10月15日㈭13時30分～15時30分

比和自治振興センター

総領 11月11日㈬９時～11時

総領健康福祉センター

庄原 10月15日㈭13時～15時30分

庄原市ふれあいセンター

10月15日㈭13時30分～15時30分
10月18日㈰10時～14時

問い合わせ
児童福祉課あんしん支援係
広島県北部こども家庭 ☎0824-73-0051
センターによる相談。
１週間前までに予約。 東城支所市民生活室
☎08477-2-5131

三次人権擁護委員協議会
☎0824-62-2572

人権擁護委員

市民生活課市民生活係
☎0824-73-1154

西城保健福祉総合センター
（しあわせ館）

西城支所市民生活室
☎0824-82-2124

西城ふるさと祭会場内

行 政 相 談 口和 10月22日㈭13時30分～15時30分 口和保健センター

口和支所市民生活室
☎0824-87-2112

行政相談委員

上高自治振興センター

高野支所市民生活室
☎0824-86-2115

比和 10月15日㈭13時30分～15時30分 比和自治振興センター

比和支所市民生活室
☎0824-85-3001

総領 11月11日㈬９時～11時

総領健康福祉センター

総領支所市民生活室
☎0824-88-3063

総領 10月27日㈫13時～16時

総領健康福祉センター

庄原 11月10日㈫13時～16時

庄原市ふれあいセンター

高野 11月８日㈰10時～14時

法 律 相 談

備考

庄原市ふれあいセンター

東城 11月５日㈭13時30分～15時30分

毎週月～金
（祝日・年末年始除く）
生活安全相談
９時～12時、
13時～15時45分

広島弁護士会三次地区
市民生活課市民生活係
会による無料相談。
☎0824-73-1154
要予約
市民生活課市民生活係
☎0824-73-1244

市民生活課市民生活係
東城支所市民生活室
市民生活係

生活安全相談員

東城支所市民生活室
☎08477-2-5121

家庭児童相談

毎週月～金
（祝日・年末年始除く）
９時～15時45分

児童福祉課
あんしん支援係

家庭児童相談員

家庭児童相談専用
☎0824-73-1243

消費生活相談

毎週月～金
（祝日・年末年始除く）
９時～12時、
13時～16時

市民生活課市民生活係内
庄原市消費生活センター

消費生活相談員

庄原市消費生活センター
☎0824-73-1228
市民生活課市民生活係
☎0824-73-1154

学校での体
罰・ ハ ラ ス 随時
メント 相 談
障害者相談

教育指導課学事係
（各学校でも受け付け）

毎週月～金
（祝日・年末年始除く）
９時～15時45分
庄原

13

ところ

庄原 10月15日㈭10時～16時

西城

30 18

東城まちなみぶらり散歩
ギャラリー

16

定 期 巡 回
児 童 相 談

15 10

城 下 町の風 情 を 色 濃 く 残
す 東 城 町のまちなみ約６００
メートルが、期間限定で丸ごと
ギャラリーになります。商店や
民家には各家に伝わるお宝や
絵 画、手 芸 品などが並び、ま
ちかどには茶屋が開かれます。
のんびり、ゆっくり秋のひ
とときをお楽しみください。
とき
月 日㈮～ 月５日㈭
時～ 時

ところ

街道東城路（東城町市街地）
問い合わせ 東城まちなか交

流施設えびす

☎０８４７７‐３‐０７８８

お通り

江戸時代に地域の祈とうと

五穀豊穣を願い、町内をご神

体（みこし）が巡り歩いたこ
とが始まりとされる伝統行事

です。大名、武者、華童（は

なわらべ）からなる行列に山

10 10

15

催し・講座

14 10

各種相談

庄原

第 回こどもまつり

ザール、子ども服のリサイクル

家族みんなで楽しめるふれ
あいとあそ び体 験いっぱいの
イベントを開催します。
子育てを応援する市内の団
体が力を合わせて、
「地域のみ
んなで一緒 に 子 育 て 」のメッ
セージを発信します。
とき
月 日㈰
時～ 時
ところ
国営備北丘陵公園 北入口
エントランスセンター国兼
内容
うたのステージ、親子で乗馬体
験、動物ふれあい体験、白バイ・
パトカー試乗体験、かえっこバ
10

あなたの相談をお受けします
※日程は都合により変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

東城こどもの館

しみ抽選会などバラエティに
富んだプログラムをお楽しみ

ください。会場内では、ちびっ

17

備考

保健医療課

広場、飲食コーナーほか
問い合わせ

月

10

庄原市こどもまつり実行委員

分

30

日㈰

15 18

こ相撲や各種団体の展示・出
店が並びます。

10

月

時

30

30

とき

時～

15

９時 分～ 時 分
※ふれあいステージは

日㈯

ところ
東城小学校グラウンド・市役

所東城支所

※ふれあいステージは庄原市

10

73

会事務局（児童福祉課あんし
ん支援係）

☎０８２４‐ ‐００５１

第 回西城ふるさと祭

２年に一度開催される、西
城地域の一大イベントです。

会場内には、各団体の展示・

屋台テントが並び、市内外の

33

持ってくるもの

社会福祉課障害者福祉係

プライバシーの保護、
秘 教育指導課学事係
密保持を徹底します。 ☎0824-73-1183

10月19日㈪13時30分～16時30分 庄原市ふれあいセンター

身体

11月９日㈪13時30分～16時30分

知的

障害者相談員
定 期 相 談 会 西城 10月10日㈯13時30分～15時

庄原市ふれあいセンター

障害者相談専用
☎0824-73-1249

障害者相談支援員

社会福祉課障害者福祉係
☎0824-73-1210

西城保健福祉総合センター
身体・知的
（しあわせ館）

高野 11月10日㈫９時30分～12時

高野福祉健康センター

身体・知的

口和 11月９日㈪９時～12時

口和保健センター

身体

広島県三次庁舎第３庁舎２階
三次市十日市東４-６-１

一週間前までに要予約

身体障害者舗
【聴覚】
10月15日㈭13時～14時
装具判定会
エ イ ズ 検
11月４日㈬13時～14時30分
査・ 相 談

広島県北部保健所
（広島県三次庁舎第3庁舎）
三次市十日市東４-６-１

社会福祉課障害者福祉係
☎0824-73-1210

事前予約が必要。検査
は無料・匿名で受けら 広島県北部保健所保健課
れます。エイズ 相談は ☎0824-63-5181
随時受けられます。

広報しょうばら／ 2015.10

24

第 回庄原市西城町美展
絵画・書・工芸・写真・生
け花などの美術展覧会。小・
中・高校生の生徒の作品も展
示します。
とき
月 日㈯～ 日㈪
９時～ 時※ 日は 時まで
ところ
西城自治振興センター
問い合わせ
西城自治振興センター
☎０８２４‐ ‐２１７５
長野ヒデ子「絵本原画展」
＆「おはなし会」
絵本作家、長野ヒデ子さん
の「絵本原画展」と「おはな
し会」を開催します。
長野さんは「とうさんかあ
さん」で絵本日本賞文部大臣
賞 受 賞。
「ねこのたいそう」
などの紙芝居を手がけ、絵本

●おはなし会
「絵本と紙芝居 おもしろさ
とそのちがい」
とき
月 日㈪
時～ 時 分
ところ
庄原市東城文化ホール
問い合わせ 東城教育室
☎０８４７７‐２‐５１１１

時悠館秋の特別展
●冨士原一恵日本画展
本年の新作「流れ」
（Ｆ１００
号）ほか 点を展示します。
とき
月 日㈯～ 月 日㈰
時～ 時
ところ 時悠館
入館料 高校生以上４００円
問い合わせ 時悠館
☎０８４７７‐６‐０１６１
シネマ楽笑座
「陽のあたる坂道」

３００円
問い合わせ
楽笑座
☎０８２４‐ ‐８２８５
商工観光課商工振興係
☎０８２４‐ ‐１１７８

耕用作業車の所有者、または
月 日㈮までの間に購入か
譲渡により庄原市で登録予定
の方。
募集内容
原付バイク・農耕用作業車と
もに１番から 番まで
応募方法
月 日㈰開催の「庄原市
制施行 周年記念式典・庄原
いちばん
フェスティバ

時～ 時 分
ところ 庄原市民会館
講師 金文学さん（比較文化
学者、文化評論家）
演題 日本人へのメッセージ

します。
とき
月
イクなどの所有者本人が応募
してください。
抽選日
月 日㈫
抽選日以降に、当選者には
電話、落選者には葉書で抽選

ル」会場の庄原市ＰＲブース
で、 時～ 時の間に原付バ

日中韓の比較を通して今日
の日本を考える講演会を開催

文化講演会

72

問い合わせ
問い合わせ
税務課資産税係
☎０８２４‐ ‐１１４４

結果を連絡します。

集

「イナバのしろうさぎ」紙芝

楽笑座多目的スペース 庄
(原
市西本町２‐１‐
)
料金 大人５００円、子ども

を上映します。
とき
月７日㈯

はメールで 月 日㈮までに
お申し込みください。
申し込み用紙は商工観光課
や市ホームページに設置して
います。
申し込みにあたっては、料
理写真１枚と店舗写真１枚の
計２枚の写真が必要です。画
像データはメールでお送りい
ただくか、ＵＳＢメモリーな
どに入れてご持参ください。

ご記入の上、郵送、持参また

主な定置場が庄原市にある
原 付 バ イ ク（
以 下 ）、 農

商工観光課にぎわい観光係
☎０８２４‐ ‐１１７９
メール
kankou@city.shobara.

申し込み・問い合わせ

庄原市周遊観光ガイド
ブック掲載店舗募集

時～・
ところ

時～
用のナンバープレートの希望
者を募集します。
対象

☎０８２４‐

‐１１３０

補助額
◆ ペ レ ッ ト ス ト ー ブ・ 薪 ス
トーブ…対象経費の３分の
１。上限額 万円。

市は環境に優しい木質バイ
オマスの利用促進を図るた
め、ペレットストーブ、薪ス
トーブおよびペレットボイ
ラーの購入に対して補助金を
交付しています。
対象経費
ストーブ・ボイラー本体の購
入・設置・配管に係る直接的
経費

申し込み方法
電話・ＦＡＸでお申し込み

生きづらさを抱えている方
とその家族・障害者の就労に
携わっている支援者。
お茶代 １００円

「買い物しすぎて支払いが
で き な い …」「 携 帯 代 が 高 く
て 生 活 費 が 足 り な い …」「 計
画的にお金が使えない…」
こんなことはありませんか？
今回の当事者のつどいの
テーマは「お金」です。悩み
や困り事を出し合い、安心し
て就労、生活する手立てを考
えましょう。気軽にご参加く
ださい。
とき
月 日㈪
時 分～
ところ「ラウンジ笑花」
三次市十日市東 丁目 ‐
対象

障害や生きづらさを抱えて
いる方の「当事者のつどい」

◆ペレットボイラー…対象経
費の３分の１。上限額 万円。

ください。
申し込み・問い合わせ

ペレットストーブ等購入
促進補助金のご利用を

そ の 他

lg.jp

注意点
本年度中に補助金を受けら

10
備北障害者就業・生活支援セ

年３月末ま

‐１８９６

れるのは、平成

ＦＡＸ
０８２４‐

ンター
☎０８２４‐
問い合わせ
林業振興課木質バイオマス係

早めにお願いします。

28

23

10

14

庄原市オリジナルデザイン
の原付バイク、農耕用作業車

居の原画
とき
月 日㈯～ 日㈮
９時～ 時
ところ
東城自治振興センター

を提供することで周遊と消費
を促し、地域経済の活性化を
図ることを目的に制作してい
ます。この改訂に伴い、新た
に掲載を希望する飲食店舗を
募集します。
対象店舗
市内に住所を有する飲食を提
供する店舗（例：食事処、カ
フェ、パン屋など）
申し込み方法
申し込み用紙に必要事項を

オリジナルナンバー
プレート希望者募集

募

ＮＰＯ法人明るい社会づくり
運動広島県備北協議会
☎０８２４‐ ‐３４２０

日㈰

23

10 11

でに購入および設置の完了が
可能な方に限ります。申請は

13

石原裕次郎、北原三枝が主
演する日活映画（１９５８年）

10

10

10

12 19

では「おかあさんがおかあさ
んになった日」
「せとうちた
いこさん・デパートいきタイ」
などで知られています。
●絵本原画展

10

th

13

73

cc

30

50

10

とき 11 月５日㈭ 18 時 30 分開演（18 時開場）
ところ 庄原市民会館
入場料 一般１５００円 （当日１８００円） 全席自由
※市民会館友の会会員の方は１０％割引。
（庄原市民会館での購入に
限る。)
※小中高校生は無料（整理券が必要です。）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※無料の託児サービスをご利用ください。（要予約）
前売り券販売所 庄原市民会館、ジョイフル、ザ・ビッグ庄原店、
食彩館しょうばらゆめさくら、ウイル西城、東城自治振興センター
問い合わせ 庄原市民会館 ☎ 0824-72-4242
生涯学習課社会教育係 ☎ 0824-73-1188

11

10

恒例となったグランプリ・コンサート。毎年、大阪室内楽コンクー
ル＆フェスタで優勝したグループを招いています。今年は、第２部門
ピアノ三重奏優勝のトリオ・ラファール（スイス）を招いて開催します。
トリオ・ラファールは、２００８年に結成。これまでメルボルン国
際室内楽コンクールで優勝するなど、主要なコンクールで数々の賞
を受賞しています。現在、ヨーロッパをはじめ、世界中で演奏の場を
広げている若手ピアノ三重奏団の演奏をどうぞお楽しみください。多
くの皆さんのご来場をお待ちしています。

17

市 は、 平 成 年 度 に 作 成
した周遊観光ガイドブック
ぐるたび」の内
「 SHOBARA
容を一部改訂し、本年度末に
増刷発行する予定です。この
ガイドブックは、庄原市を訪
れる観光客に対して、本市の
観光資源を分かりやすく魅力
的 に Ｐ Ｒ す る と と も に、
「見
るだけではなく食べる」情報
26
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グランプリ・コンサート２０１５
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農耕用作業車のデザインも決定しました！
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お知らせ
Information

第16回 庄原こどもミュージカル

100品種、
約90万本のコスモスコレクション

備北公園
「秋まつり」開催中！

国営備北
丘陵公園
だより

コスモスと１００万本の
秋の花々が見頃です！
花の広場いっぱいに咲
き誇るドワーフセンセー
ションや、花びらが八重咲
きや筒状になっている変
わり咲きの品種のコスモ
スがご覧いただけます。
※天候によって開花状況
が変わることがございま
す。

月

日㈭

‐１８９６
‐１８９７

③ 月 日㈭
問い合わせ
備北障害者就業・生活支援セ
ンター
☎０８２４‐
ＦＡＸ
０８２４‐

全国大会

③ 月３日㈭
全国レベルの大会出
県立広島大学市民公開講
場 者、全 国 県
座「 暮 ら し の 安 心 と 安 全
ところ
･ レベ
ル の 大 会、市 が 共 催
を見つめる」
三次市福祉保健センター
する各種大会などの
上位入賞者を掲載し
とき・内容
（三次市十日市東３‐ ‐１）
ます。（敬称略）
◆第１回
月４日㈬「生活
対象 障害があり、現在未就
の中の空 気 環 境 」 講 師 西
労で就職を希望する方
村和之教授 ◆第２回
月
申し込み方法
日㈫ 「地球温暖化の影響」 電話またはＦＡＸ
第 回国民体育大会
申し込み締め切り ※各回で
（９月 日～ 日／和歌山県
締め切り日が異なります。
那智勝浦町）
① 月 日㈭ ② 月 日㈭
講師 原田浩幸教授 ◆第３
回
月 日㈫ 「 放 射 線か
ら 身 を 守 ること 」 講 師 加
藤一生教授 ◆第４回
月

日㈬ 「牛乳の安全性」
講師
津田治敏准教授
※各回 時 分～ 時 分
ところ 県立広島大学庄原
キャンパス１２０２・２２０２
募集定員
人（受講無料）
申し込み・問い合わせ
生涯学習課社会教育係
☎０８２４‐ ‐１１８８
ＦＡＸ
０８２４‐ ‐１２５４

就労支援プログラム
就職や安定した就業生活を
めざす障害者を対象に、研修

②

第 回こどもまつり
きくちレイコさんの歌
のステージ、乗馬体験、動
物ふれあい体験などイベ
ント盛りだくさん！
とき
月 日㈰
時～ 時
ところ
北入口エントランスセン
ター国兼

●レスリング（成年男子フリー
スタイル１２５㎏級）
迫
昭人（田原町）
●レスリング（少年男子 グレ
コローマンスタイル
㎏級）
山中
彬（広島国泰治高２
年・東城町）

全日本杖道大会

（ 月 日／神戸市）
●初段の部
河原 敬太（庄原中２年）
●二段の部
松村 征良（庄原格致高１年）
河原里香子（板橋町）
●七段の部
小林 利吉（西本町）
※「 あっぱ れ ！ 庄 原 」に 該 当
する方の情報は、情報政策課
広報広聴 係
（☎０８２４‐ ‐
１１５９）
までお寄せください。
73

会を開催します。就職するた
めの準備や、仕事を続けるた
めの要点、接遇マナーなど就

月５日㈭

労に役立つポイントを学んで
みませんか。
とき ※３日間同じ内容
①

音楽と花火の祭典
ミュージシャンのライブ
と打ち上げ花火２０００
発による音と光の祭典。
とき
月 日㈰
時 開演
時 分 花火打ち上げ
ところ 大芝生広場
と き
出演 十輝
チケット
大人（高校生以上）１５００
円、小人（小中学生）５００
円、幼児無料
※雨天決行
※当日券あり
問い合わせ
グリーンウインズさとやま
☎０８２４‐ ‐７２１１

森の感謝祭
森の恵み を 使ったワーク
ショップや作品の展示発表会
などを行います。ノルディッ
クウォーキングも開催！
とき
月 日㈯
ところ いこいの森

96

14

12

※「秋まつり」の詳細は、電
話または公園ホームページに

30

70

27

11

12

11 10

てお問い合わせください。

10

63 63

769 円です。

12

11

11

詳細は、
広島労働局労働基準部賃金室（☎ 082-221-9244）
三次労働基準監督署（☎ 0824-62-2104）
まで問い合わせください。
こどもまつり

73 73
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時間額
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広島県最低賃金は、
平成 27 年 10 月 1 日から
15

11

11

10

19
音楽と花火の祭典

10

10

25

11

19 18 10

子どもたちが個性豊かに創りあげた舞台を通して、
「生き
る喜び」
を伝えます。
皆さんのご来場をお待ちしています。
●とき 11 月１日㈰
第１公演 13 時30 分～15 時（開場13 時）
第２公演 16 時～17 時30 分（開場15 時30 分）
●とき 11 月７日㈯ 13 時30 分～14 時40 分
（開場13 時）
●ところ 庄原市民開館 大ホール
●ところ ウイル西城２階ホール
●入場料 1,000 円（全席自由、未就学児以下無料）
（庄原市西城町大佐741-1）
●チケット販売所
●定員 150 人（事前申し込み不要）
ジョイフル、
小池書店、
庄原市民会館、
マツダスタジアム、
サ
●内容 湯﨑英彦県知事のあいさつ、
地域住民の方（４組）
ングリーン三次、
庄原市西城保健福祉総合センター（しあわ
による挑戦の取り組みの発表があります。
せ館）
、
児玉医院（川北町）
、
庄原・三次市内の中国新聞販売所、
●問い合わせ
廣文館サングリーン三次店・フレスタ三次店、
ＣＣプラザ
広島県庁広報課県民対話グループ ☎082-513-2378
●問い合わせ
庄原市情報政策課広報広聴係 ☎0824-73-1159
庄原こどもミュージカル実行委員会 ☎090-2006-6982
100 品種・90 万本のコスモス

湯﨑知事が庄原市を訪問し、
地域活動をしている人のお
話を伺いながら、
将来にわたって「広島に生まれ、
育ち、
住
み、
働いて良かった」
と心から思える庄原市、
広島県の実現
に向けて皆さんと考えます。

備北公園管理センター☎ 0824-72-7000（http://www.bihoku-park.go.jp/）

28
広報しょうばら／ 2015.10

／広報しょうばら
2015.10

29

お知らせ
Information

（日）
は無料入園日
10月18日㈰まで毎日開園！ ※10月11日
※駐車料金も無料

お知らせ

Information
人の動き （庄原市の人口）

食育コーナー

時悠館

平成27年８月末現在

問教育総務課 ☎ 0824-73-1186

開館：９時～17時 休館：水曜（祝日開館・翌日休館）・年末年始

[ 住民基本台帳登載人口 ]
人口 ３７，
７５６人（前年比－７４５人）
男
１７，
８６５人（前年比－３５１人）
女
１９，
８９１人（前年比－３９４人）
世帯数 １５，
８７９世帯（前年比－９７世帯）
[ うち外国人 ] 人口 ３３７人（前年比＋２３人）
[ 各地域の内訳 ]
○庄原地域 １８，
６４９人（７，
９０１世帯）
○西城地域 ３，
７１６人（１，
４８６世帯）
○東城地域 ８，
３６０人（３，
７０２世帯）
○口和地域 ２，
１５０人（８２５世帯）
○高野地域 １，
９２１人（６９４世帯）
○比和地域 １，
５１２人（６３４世帯）
○総領地域 １，
４４８人（６３７世帯）

本市の学校給食の今をお届けします
～フェイスブックページで発信中～

献血のご案内
問保健医療課 ☎ 0824-73-1155
献血を次のとおり実施します。
400ml 献血限定ですので、皆さんのご協力をお願
いします。
実施日

会

11月5日㈭

場

受付時間

ＪＡ庄原本所

9時45分～11時15分

広島県庄原庁舎

13時15分～15時

休日診療のご案内
10月・11月の休日診療については、
次のとおりです。
●庄原市休日診療センター
診療日：日曜・祝日・年末年始（12/30 ～ 1/3）
問診療日
☎0824-72-9900
診療日以外 ☎0824-73-1155（保健医療課）
●東城地域
10月18日（日）三上クリニック
25日（日）こぶしの里病院
11月１日（日）東城病院
３日（火）瀬尾医院
８日（日）こぶしの里病院
15日（日）細川医院

☎08477-2-1151
☎08477-2-5255
☎08477-2-2150
☎08477-2-0023
☎08477-2-5255
☎08477-2-0054

たいしゃくよせくらいわかげ

帝釈寄倉岩陰遺跡

8 月 31 日の投稿

ます！
お願いし

！」を

「いいね
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あなたの不安な気持ちをお話しください。
《家族や友人が心配という方もご相談できます。》

庄原市役所児童福祉課あんしん支援係
☎ 0824-73-1243 [ 月～金 ９時～ 17 時（年末年始・祝日除く ]
☎ 082-254-0391
広島県西部
こども家庭センター 休日夜間電話相談
☎ 082-254-0399

月～金 10 時～ 17 時
月～金 17 時～ 20 時
土日祝 10 時～ 17 時

広島県北部
☎ 0824-63-5181( 代 )
月～金 10 時～ 17 時
こども家庭センター 内線 2313

10時～16時

10 ～ 11 月のイベント情報
▶ゆめさくら講座

写真は、東城町帝釈未渡にある寄倉岩陰遺跡の遠景です。
遺跡は帝釈峡の入り口近く、帝釈川の左岸にあります。時悠
館の前身である帝釈郷土館や収蔵庫のそばを通り、遺跡に向
かう途中で 1975 年ごろに撮影したものです。写真では、遺
跡の前に収穫前の稲や大豆が実る田んぼが広がっています。
寄倉遺跡は 1963 ～ 66 年に発掘調査が行われました。帝
釈峡遺跡群の中でも最大規模の岩陰遺跡で、幅 20 ｍ・奥行
き６ｍの範囲から遺物が出土しています。縄文時代早期（今
から約 7,000 年前）から弥生時代・古墳時代に及ぶ 13 の文
化層が明らかになっています。
また、縄文時代後期後半（約 3,000 ～ 3,500 年前）の全国
的にも例が少ない二つの改葬（再葬）人骨群が見つかってい
ます。成人を中心とした人骨群（22 体分）と小児を中心と
した人骨群（24 体分）で、後者は遺跡中心部に設けた保存
区の中にも入り、総数は 30 体以上と推測されています。寄
倉遺跡は土器をはじめとする縄文文化全般の変遷が明らかに
なるとともに、多数の人骨が良好に保存されているなど、石
灰岩地域の岩陰・洞窟遺跡の特色を示す遺跡として、1969
年に国指定の史跡となりました。
写真の田んぼは今は無く、遺跡の周りはイチョウなどの
木々が大きく成長し、夏の緑濃い時期には遺跡の岩壁も隠れ
てしまうほどです。紅葉の時期にはまた違った姿が見られま
す。寄倉遺跡に暮らした縄文人たちは、季節や環境の変化を
どう見ていたのでしょうか。

♬
配偶者や恋人からの暴力・暴言などで悩んでいませんか？

11月７日㈯～９日㈪

☎ 0824-75-4411

https://www.facebook.com/shobara.ichiban

▶12 ページでご紹介したとおり、
光回線を使った告知
放送が、
今月下旬から庄原地域の一部でスタートしま
す。
庄原地域の方は音声告知放送になじみがないと思
いますが、
行政情報を得られる機会が確実に増えます
し、
便利さを感じていただけるものと期待しています。
よ
りよい運用のため、
ぜひ多くの声をお寄せください。
▶近年、牛の飼料にするため、稲わらを白いラップで
包んだ
「ホールクロップサイレージ」
という物体が、
稲
刈り後の田んぼにごろごろと置いてある光景をよく
見かけます。水稲や畜産の農業者同士が互いに支え
合い、
農業の振興に取り組んでいる証ですね。

陶芸教室作品展

問庄原市文化協会事務局 ☎ 0824-72-5453
商工観光課商工振興係 ☎ 0824-73-1178
※展示を希望される団体(または個人)はお申し込みくだ
さい。使用料は要りません。

市公式フェイスブックページ
庄原いちばん ええね！更新中！

広報日記

市街地の空き店舗を活用した、各種展示ができる市
民ギャラリーです。

とき

子どもたちの日常生活の
一部となっている学校給食
は、栄養バランスのとれた
豊かな食事を提供すること
はもとより、生産者などの
ご協力により得られる、新
鮮でおいしい地元食材を生
かした行事食や郷土食を献
立に取り入れるなど、地域
庄原中学校配食風景
の農業や食文化を知ることができる場になります。
こうした学校給食への興味、
理解を深めてもらうきっかけ
として、２学期から市公式フェ
イスブックページ『庄原いち
ば ん ええ ね！』 を 活 用し、
本市の学校給食情報を発信し
ています。
この中では日々の学校給食
献立・食材選定などへの栄養
士の思いや給食調理に対する
調理員の思い、調理風景、子
どもたちの給食時間の様子な
ど紹介しています。
現在、週２回程度情報を発
信していますが、今後、より
新鮮な情報発信に努めていき
ます。皆さんからのご意見・
ご感想をお待ちしています。

市民ギャラリー 「アート多愛夢」
情報ＢＯＸ （西本町二丁目１番 21 号）

☎ 08477-6-0161

ロビーコンサート
問生涯学習課 ☎ 0824-73-1188

10 月 26 日㈪ 12 時 15 分～ 55 分
市役所１階市民ホール
のぐち み き
野口美紀 ( オカリナ＆アコーディオン )
テ ラ コ
さんしん
Terako（オカリナ＆三線）
演奏曲目 「コンドルは飛んで行く」
「里の秋」
「赤とんぼ」ほか
▶野口美紀・・・ドミニカ共和国国立劇場、カンボジアの小学校
訪問演奏など、国内外で幅広く活動。子どもから大人まで楽しめ
るステージを求めて自作による物語と音楽のライブを行う。
▶ Terako・・・医療、福祉分野に関わりながら、音楽がもたら
す免疫力の向上、脳の活性化などを確信。オカリナ講師、演奏活
動を行いながら、独自の音楽療法を研究中。
と き
ところ
出演者

○かずら教室
①竹で作る犬の花入れ
と

き

10月16日㈮

②竹の花入れ
①９時30分～12時
②13時30分～15時30分

参加費

①2,100円

定

①②各15人

員

②1,300円

○草木染め教室
（Ｔシャツを染めよう）
と

き

10月26日㈪
①９時～12時

参加費

4,900円

定

①②各12人

員

②13時～15時30分

▶展示・イベント
○ゆめさくら秋まつり
と

き

10月17日㈯・18日㈰

両日とも14時～

日ごろの感謝を込めて、
新米のおむすび、
つきたて
餅、
きのこ汁を振る舞います。 ※餅つきは17日のみ
○児童牛乳ポスターコンクール作品展示
と

き

11月５日㈭～16日㈪

しょうばら九日市
毎月９日は、しょうばら九日市
★出店者募集中！あなたのお店を開こう。
★毎月20日が出店申込締め切りです。
★申し込みは楽笑座内九日市事務局
☎ 0824-72-8285 まで
11

月

と き 11 月９日（月） ９時～１３時
ところ 中本町・まちなか広場周辺（のぼりが目印）

詳しくはＨＰで http://kunchi-ichi.jp/information.html

￥

市税・水道料金・下水道使用料
納付は口座振替が便利です

手続きは各金融機関の窓口でお願いします。
残高確認も忘れないでください。
●税務課収納係
●下水道課管理係
●水道課業務係

☎０８２４ ‐ ７３ ‐ １１４５
☎０８２４ ‐ ７３ ‐ １１７５
☎０８２４ ‐ ７３ ‐ １１９７
広報しょうばら／ 2015.10
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