地区の世帯数・人口(前月比)

令和４年（２０２２年）８月号

世帯数
人口
男
女

～ 発行 ～
藤山地区コミュニティ運営協議会
事務局：藤山ふれあいセンター
TEL 21-１６０８
2１-２００３

5,129
10,6６8
5,133
5,535

(- ４)
( - 16)
( - 17)
( + 1)
季節に寄せて

８月行事予定
日

曜

１

行 事

開始時刻

会 場

月 人権学童学習会（１，２年生）

10:00

藤山小学校

２

火 人権学童学習会（３～６年生）

10:00

藤山小学校

６

土 民生児童委員協議会

9:00

センター

１８

木 高年者学級

9:30

センター

２３

火 スマホ教室

9:30

センター

２３

火 人権教育推進委員協議会定例会

18:30

センター

２５

木 あいさつ運動

7:20

藤山地区内

２５

木 福祉委員会議

18:30

センター

燃やせないごみの日、古紙・紙製容器包装の日
２５ 木 燃やせないごみ、びん・缶、ペットボトル、
危険ごみ、月 1 回収集の燃やせるごみ
１８ 木 新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール、紙製容器包装

6 月 26 日（日）実施 105 名参加

岩鼻公園清掃

たくさんの方にご参加いただきました。心から感謝申し上げます。
参加者全員で流したたくさんの汗のお陰で、身近な環境が美しくな
り、個々の心までもがすっきりした気持ちになりました。

短い梅雨が明け、いよいよ本格的な夏の到来と思いきや、二度に
わたって大雨による避難指示。先月号で紹介した雨を音や色で表す
言葉のように、雨音をリズミカルに感じたり、雨の色で風情を見い
だすどころではなかったことと思います。
雨が色で表現されるように、人生も季節と色とで表現されること
をご存じでしょうか。よく『青春』といいますが、
『春』は『青』の
色で表現されています。同じように『夏・秋・冬』にも色がついて
います。では、それぞれどんな色で表現されているのでしょうか。
想像してみてください。
『夏』は『朱』色で、
『朱夏（しゅか）
』
。燃
えるような太陽、燦々と照りつける日の光から『朱』色が使われる
のです。
『秋』は『白』色。名前に『白』がつく人物を思い浮かべて
ください。そうです。北原『白秋（はくしゅう）
』です。
『冬』は
『黒』色。
『黒冬（こくとう）
』と言うようです。かつて、吉田松陰
先生は『人生には四季がある』と言われましたが、人生の四季に
は、それぞれに色があったのですね。
「今のご自分は何色ですか。
」
私（62 歳）は年齢的には『白』でしょうか。でも、気持ちはいつも
燃え上がる炎のような『朱』でありたいと思っています。
さて、季節を表す言葉として、二十四節気の立春・春分・夏至・
大寒などが使われます。今年だと、立春は２／４（金）
、立夏は５／
５（木）
、立秋は８／７（日）
、立冬は１１／７（月）
、そして来年の
立春は２／４（土）となっています。
『立つ』の文字が使われている
のは、季節が来るという意味です。では、
『春夏秋冬』のうち、どの
季節が一番長いのでしょうか。カレンダーを見て数えてみると、立
春から立夏までが 90 日、立夏から立秋までが 94 日、立秋から立冬
までが 92 日、そして立冬から次の立春までが 89 日です。すると四
季のうち『夏が一番長い』ことが分かります。
もういい加減、暑さにうんざりしているかもしれません。
立秋間近と言えど「暑い、暑い」夏はまだまだ続きます。
『猛暑、酷暑、炎暑、厳暑』をしっかり乗り切っていきま
しょう。そのために『熱中症』には特に注意しましょう。
熱中症は、室内や夜間でも多く発生します。熱中症予防には特に
『水分補給』と『暑さを避ける』ことが大切です。
『水分補給』: 一日当たり 1.2 リットルを目安にしてみましょう。
・のどが渇いていなくても、渇く前にこまめに、水分補給を！
・起床後、入浴前後、寝る前に、水分補給を！
『暑さを避ける』: エアコンや扇風機を上手に使って、室温や除湿
の調節をしましょう。
・扇風機で冷気を回し、湿度が高い時(70%以上)は除湿を！
・窓とドアなどを二か所開け、すだれやカーテンなどで直射日
光を遮るなど、ちょっとした工夫で暑さを避けることに繋が
ります。
とにかく、暑い時は無理をしない！ 無理は禁物！！
さわやかな秋、行楽の秋を満喫するためにも・・・。

お知らせ

《スマホ教室開催》

藤山地区社会教育推進委員会では、高齢者を対象にした
スマホ教室を開催します。つきましては、下記のとおり開
催します。
● 日 時：令和４年８月２３日（火） ９：３０～１１：００
● 場 所：藤山ふれあいセンター大ホール
● 定 員：２０名
皆さんの参加を、心よ
● 対象者：６５歳以上
りお待ちしております
● 講 師：藤山中学校・香川高校生徒
● 受講料：無料
● 締切日：令和４年 8 月１９日（金）
● 申込先：藤山ふれあいセンター ２１－１６０８
７月３日（日）実施 8５名参加

全市一斉空き缶拾い

食推さんが
やってくるよ
る！！

藤山小学校で子育てサロンを開催します。
保健師・母子保健推進員がお子さんの身長・体重測定
をしたり、育児相談をお受けしたりします。おもちゃも
たくさんあり、子ども同士、親同士の交流もできます。
どなたでもお気軽にお越しください！
日 時：９月９日（金）
要予約★15 組限定
時 間：10：０0～11：０0
9 月 5 日（月）締切
場 所：藤山小学校 ＣＳルーム
対 象：乳幼児と保護者
内 容：身長・体重測定・育児相談
親子でふれあい遊び
食推さん手づくりおやつのプレゼントとレシピ
の紹介
参加料：おやつ代 50 円
持ち物：親子健康手帳

乳幼児のつどい
７月８日（金）藤山地区母子保健推進員会主催による乳幼児のつど
いを開催しました。
七夕の翌日でしたが、お父さんお母さんに手伝ってもらいながら、
子どもたちは小さな手で上手に笹いっぱい七夕飾りを吊るすことがで
きました。
（どんな願い事だったのでしょうね・・・）
お楽しみの『太公望』では、お母さん方の声援を受け、釣り竿を巧
みに操りながら夢中でおもちゃやお菓子を釣り上げ、笑顔いっぱいの
姿が見られました。母推さんたちによる指遊びと大型絵本の読み聞か
せでは、太公望とは違った表情が見られ楽しい会となりました。
初めは馴染めなかった子も、遊びを通して次第にお母さんの膝から
離れ子ども同士でふれあう姿に、親も主催者も嬉しさを感じるひと時
を過ごすことが出来ました

参加待って
いま～す！

藤山地区民限定でウォーキング大会を開催します。
9 月 4 日（日）に開会式として研修会とウォーキング
を開催します。
9 月４日～１０月３日までの歩数を競います。
たくさんのご参加お待ちしております！
詳細は班回覧のチラシをご覧ください。
問い合わせ先
市地域・保健福祉支援チーム
（担当：藤山）
℡34－8270
申し込み先
藤山ふれあいセンター ℡21－1608（8/26 締切）

高年者学級
７月２１日（木）藤山ふれあいセンター大ホールで、第３回高年者
学級が開催されました。
山口県県民生活課の 本多 正和 氏の「高齢者の交通安全」講演があ
り、身近な出来事なので、皆さん！被害者・加害者にならないよう気
をつけましょう。
１０分の休憩後、中部第２地域包括支援センターの 宮下 紀子 氏に
よる「終活について」の講演があり、エンディングノートについての
詳細な説明がありました。

暑い暑いと言っても、少しも涼しくなりません。
ならば、楽しく話しができて、笑顔になれて、心も温かく
なって、おまけに涼しくなれる場所へ行ってみよう！

ご寄付のお礼
中塚紀代子様 西平原二丁目三―三八
ご夫君
浚作様
上の方よりご寄付をいただきました。
藤山地区の為に有意義に使わせて頂きます。
藤山地区社会福祉協議会

心と心を紡ぎ繋ぎ合う 学びと集いの場 藤山ふれあいセンター

