新しい農業委員・
農地利用最適化推進委員
６

自治振興区活動促進補助金事業

７

クマに注意！

／就業構造基本調査を実施します
／安心・安全な毎日のために

／庄原さとやまガーデンフェスティバル
母子保健だより

／子育て通信あそびっ子

な ご みま
18

しょうばら夏祭り

20

健康広場

21

お知らせ

わかやま

若山

営農指導員の
ワンポイントアドバイス

カメラレポート

土づくり
石灰資材の使用
石灰の過不足で病気が発生しや
すくなることがあります。何年も石
灰を投入していない畑ではやや酸性

３
①

野菜の作付けを５～６年避けます。

やすいので注意し、根こぶ病（※２）
が発 生したほ場では、アブラナ科

ベツ、ブロッコリー、ダイコンなど）
は連作すると土壌病害虫が多発し

の外周に溝を切ったり、高畝を作っ
て湿害対策をしておきます。
アブラナ科野菜（ハクサイ、キャ

を選びます。また、
水はけが悪いと、
初期の生育不良や土壌病害が発生
しやすくなります。あらかじめほ場

９月は秋冬野菜のは種（種まき）
および定植の時期です。ほ場の準
備 をきちんとして、高 収 量・高 品
質生産に努めましょう。
１ 種子のは種時期を守る
結球不良やとう立ちを防ぐため
に播種時期を守り（カタログ、種子
袋を参照）
、適切な品種を選びます。
２ 病害を防ぐためのほ場準備
連作（※１）は避けるようにほ場

ゆずる

【館長実績】
広島県剣道段別選手権
七段の部優勝、広島県
剣道成年男子国体強化
選手兼強化委員

譲

市政トピックス

16

まえおか

の

ちゃん（山内町）

父母より：ニコニコ笑
顔
で家 族の アイドル。い
つ
も姉 ちゃんと一緒に遊
ぶ
よ！これからも仲良くね！

前岡こと乃
Ｈ 年 月 日生まれ
11

ちゃん（山内町）
２

まえおか

連作…同一のほ場で、同一の作

キログラム施用）
、施用量に応じ
て化学肥料の施用量を減らします。
※１

物や同科の作物を何度も繰り返し栽培
根こぶ病…根にこぶができ、水

すること。
※２

分・養分の供給ができなくなり、地上
部の生育が悪くなりしぼんで枯れてし
まいます。

問い合わせ
農業振興課農業振興係
☎０８２４‐ ‐１１３２

28

前岡 はる
れ
Ｈ 年 月 日生ま

窒素成分が２・５～６・０パーセント
程度あるので、一度に大量施用する
ことは避け（１アール当たり ～

石灰資材を投入します（苦土石灰
１アール当たり ～ キログラム施
用）
。土壌が酸性に偏ると根こぶ病
が発生しやすくなるため、必ず石灰
資材を投入します。
② 有機物の施用
土づくりのためによく熟した有
機物を適正（１アール当たり２００
～３００キログラム）に施します。
堆肥の過剰施用や、未熟な有機物
の投入は、病害 虫 を発生しやすく
します。
木 質（オガクズ）牛ふん堆肥は
肥料成分が比較的少なく、繊維質
が多いので耕土の深い柔らかい土が
できます。
（土壌の物理性改善）
乾燥鶏ふんや発酵鶏ふんは大量
に施用すると肥焼けを起こします。

11

秋冬野菜栽培の準備を
しましょう

営農指導員

ショット

10

の土壌になっていることがあるので、

くさたに

草谷

女性からはじめる
獣害対策
地域おこし協力隊

なつえ

夏枝

獣害対策は “ 先手必勝 ” ！
獣害対策は稲刈り後からがいよ
いよ本番です。次の春以降の被害
を減らすには、稲刈りが終わった
秋以降にしっかり「予防」をして
おくことが重要です。
●この季 節、女 性 ができる対 策は
稲刈り後の獣害対策の基本の考え
方は「兵糧攻め」です。
本来イノシシは、春に４、
５頭生ま
れても、餌が少なくなるなどの理由で
冬場に生き残れるのはわずか１、
２頭
です。ところが、田にできる二番穂や
家庭菜園の雪の下にできていたりす
る白菜やブロッコリー、また人間の食
生活が豊かになり増えてきた野菜く
ずや放棄果樹などは、これらは動物
にとって冬場の貴重な餌となります。
その結果、動物たちは自然淘汰さ
れることなく、ほとんどが生き残り
増えていきます。動物は、冬に餌を
食べられた場所には春以降も必ず現
れます。その田畑や家の周りが「自
分のすみか」と思っているでしょう。
そして春にはまた４、
５頭生まれ、そ
れらがすくすくと育ち・・・。
この悪循環を理解したら、すぐに
行動を起こしましょう。

実践！冬の兵糧攻め
けいはん

▼稲刈り後は畦畔の草刈りをしない
しゅうこう
▼ひこばえ対策で早く秋耕する
ざ ん さ
▼野菜の収穫残渣を放置しない
▼生ごみはコンポストなどで堆肥化
▼収穫しない木の実を放置しない
▼冬も侵入防止柵を管理して、動
物に「入れないぞ」というメッセー
ジを送る
どうぞ家族や周りの皆さんにこ
のことをお伝えください。
情報の共有・伝達・発信は女性
の得意分野。そして自分から実践
しましょう。

☎０８２４‐

‐１１２４

林業振興課林業振興係

問い合わせ

課まで。

勉強会」の申し込みは林業振興

「 出 前 ト ー ク 」「 女 性 の 小 さ な

本年のトウモロコシはきちんと守れまし
たか？鳥獣お悩み座談会に、あなたも参
加してみませんか。

2
広報しょうばら／ 2017.9

／広報しょうばら
2017.9

3

詳しくは、企画振興課自治振興係（☎ 0824-73-1209）まで。

３歳までのお子さんの写真を募集
しています。写真
（データも可）
に、
名前（ふりがな）
・生年月日・性別・
連絡先・子どもへのメッセージを
添えて、行政管理課または支所広
報担当まで申し込んでください。
郵送、
メール
（koho@city. shobara.
lg.jp）
でも受け付けます。

市民活動団体登録をしませんか？
市は随時、登録を希望する市民活動団体を募集しています。

お子さんの写真を
載せてみませんか？
73

地域づくりやまちづくりなどの活動を支援
活 動
内 容

地元学による地域の宝物探し

、か
父母 より：歌や 踊り
ちゃ
けっこ大好きはる
し
ん。いつも妹に優しく
てくれてありがとう。

プラス

Ｆｕｔｕｒｅ ＋
（Plus）

13

20

フューチャー

２

市は市内で活動している市民活動団体
の登録制度をつくり広く公開しています。
市民活動の充実、まちづくりの連携や
協働を進めるため情報をお届けします。

27

まちづくりを進める市民活動登録団体
をご紹介します！
15

11 月 12 日は広島県知事選挙です

８

人情あふれる民泊体験

９

！

私たちは、地域活動団体や市民活動団体（ＮＧＯやＮＰＯ）
の地域づくりやまちづくりなどを支援することを目的に活動しています。
具体的には、参加型研修会として地元学のフィールドワークや、防災
訓練を行っています。
地元学のフィールドワークでは、地元の人と一緒に地域を歩いたり、
地元の人にインタビューをしたりして、地元外からの視点で発見した地
域の良いところマップを作成し、地元の皆さんに発表しています。また、
防災訓練では、避難時のシミュレーションを行い、実際に災害が起こっ
た際にどういったルートで避難したらよいのかを確認し、避難を誘導す
る側としては何に注意するべきかなどを考えてもらい、研修を通してま
ちづくり活動のサポートをしています。
一緒に活動しませんか？入会をお待ちしています。
【問い合わせ】
☎ 08477-3-6555（代表 佐々木）
メール future.plus888@gmail.com

被害を受けたトウモロコシ

10

73

４

６

【連絡先】
館長 竹尾 開
☎ 090-6835-2399

30

こうすりゃ～ええ農

当道場は昭和 34 年の発足から 59 年目を迎え、一般財団法人全日本剣
道連盟より少年剣道教育奨励賞を、公益社団法人青少年育成広島県民会
議より青少年育成功労団体表彰を頂いています。
「試合に強い・弱い」だ
けではなく、
「仲間を思いやり・正しく・強く・たくましく」を理念におき、
各人の人間形成に役立つ指導・道場作りを心掛け活動しています。稽古
は毎週月・水・金曜日の 19 時～ 20 時 20 分
（中学生以上は 21 時 30 分まで）
、
庄原中学校武道場で行っています。また、毎週土曜日 14 時～ 15 時には、
４～６才の未就学児を対象に稽古しています。稽古日にはいつでも見学で
きますので、気軽にお越しください。

３

●修身館スポーツ少年団

市民のページ

！

２

ばれ
がん
このコーナーでは、
農業のちょっとしたコツを、
市の営農指導員と
地域おこし協力隊員から
お知らせします。
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