
廿日市市の青少年健全育成をテーマに平成２３
年（２０１１年）７月、はつかいち「青少年健全育成」
新聞『しゃぼん玉』（愛称：しゃぼん玉新聞）
は創刊しました。「廿日市市の子どもたちを健
やかに育てよう」の想いの下、廿日市市で子ど
もたちの健全育成に取り組んでいる団体が集ま
り、発行委員会を立ち上げ創刊し、次号第３１
号（令和３年夏号）で１０周年を迎えます。

　創刊号から第２９号までのしゃぼん玉新聞の
表紙である１面を集めました。創刊号（平成２３
年夏号）では佐方小２年生の皆さんと創刊を一
緒にお祝いしました。これまで１面では、廿日
市市内の小中学生、発行委員会の団体や廿日市
市が開催するイベントなどを紹介してきました。
皆さんが思い出のある１面は、どれでしょうか？
　これからも、子どもたちが将来に向けて夢を
ふくらませ続けることができるような紙面づく
りを行ってまいります。

あなたの思い出のある１面は！？
しゃぼん玉新聞 創刊から１０年！

創刊は平成２３年（２０１１年）７月
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創刊！創刊！
佐方小２年生の皆さんと佐方小２年生の皆さんと

浅原小、玖島小が廃校浅原小、玖島小が廃校

広島ドラゴンフライズ
四季が丘中バスケ部と
広島ドラゴンフライズ
四季が丘中バスケ部と

山本浩二さんと
祝！廿高１００周年
山本浩二さんと
祝！廿高１００周年

廿日市市スポーツ協会
祝！６０周年
廿日市市スポーツ協会
祝！６０周年広島カープ入団

中村奨成選手
広島カープ入団
中村奨成選手

青少年育成
廿日市市民会議
祝！４０周年

青少年育成
廿日市市民会議
祝！４０周年

香川裕光さんと
宮島学園の皆さん
嚴島神社奉納コンサート

香川裕光さんと
宮島学園の皆さん
嚴島神社奉納コンサート これからもよろしくね！

これからもよろしくね！

全ページ
カラー！

いつも読んでくれて

　ありがとう！！
いつも読んでくれていつも読んでくれて

　ありがとう！！　ありがとう！！

はつかいち「青少年健全育成」新聞『しゃぼん玉』は、廿日市市内の全１８小学校・全１２中学校を通じて市内全児童・全生徒の家庭に配られています。
廿日市市内の全２１市民センターにも置いてあり、発行委員会の６団体にも配布しています。

廿日市警察署から
すこやか健康メッセージ
佐伯地区医師会・佐伯歯科医師会・保健室
廿日市市スポーツ協会

【テーマ/自慢のモノ】
廿日市・平良・友和・大野東・大野西・宮島

【テーマ/将来の夢】

佐伯高校女子硬式野球部

あなたの思い出のある１面は！？
しゃぼん玉新聞 創刊から１０年

廿日市市女子野球タウン
はつかいちジュニア弦楽合奏団“NO・ZO・MI”

はつかいち人物図鑑①
案内「こころの悩み相談」
イベント案内

新型コロナウイルス感染で日本中に激震が走り、

早一年が過ぎました。どの団体も大変だったけど、

がんばっていますので応援よろしくお願いします。

Contents

廿日市市の子どもたちの健全育成を応援する企業・団体のご支援により、お届けしています。

発行委員会より

はつかいち「青少年健全育成」新聞はつかいち「青少年健全育成」新はつかいち「青少年健全育成」新聞

はつかいち「青少年健全育成」新聞『しゃぼん玉』は２０１１年の創刊より、廿日市市の宝物である子どもたちが、安心して健やかに暮らせる地域づくりを支援していますはつかいち「青少年健全育成」新聞『しゃぼん玉』は２０１１年の創刊より、廿日市市の宝物である子どもたちが、安心して健やかに暮らせる地域づくりを支援していますはつかいち「青少年健全育成」新聞『しゃぼん玉』は２０１１年の創刊より、廿日市市の宝物である子どもたちが、安心して健やかに暮らせる地域づくりを支援しています
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　ゲームをすると脳の中で人を夢中にさせるドー
パミンという物質が放出され、ゲームやスマホが
止められない仕組みとなっています。チャットや
課金を禁止するという方法もあります。
　子ども向けにゲームを買ったら、一緒にプレイ
してみてください。我が子にとって、適切なゲー
ムかどうか親子で話し合いましょう。親子で一緒
にＳＮＳを見たりするという方法もあります。

　基本、ゲームは無料ですが、課金シス
テムのあるゲームもあります。ゲームに
よっては、１５歳や１７歳以上の年齢制限
があります。子どもがゲー
ムを無料と思ってダウンロ
ードしたところ、別の遊び
やゲームに勝つ目的などで、
お金を払う（課金）があります。

　オンラインゲームでは暴言などの
嫌がらせになることがありますが、
相手を銃などの武器を使って倒す行
為も原因の一つかもしれません。
　オンラインゲームは、高額課
金の問題もありますが、相手が
いることから一度始めたら止め
にくくなっています。

　インターネットを使用して犯罪やトラブ
ルに巻き込まれた児童が問題になっていま
す。被害児童の多くは、ＳＮＳを利用し被
害に遭っています。保護者の方は、「みん
な持っているから」と安易な考えで子ども
に携帯電話やスマートフォンなど、ネット

　小・中学生の万引きも「窃盗罪」です。万引きはゲームでは
ありません。友達に誘われても、きっぱり断りましょう。用事
もないのに、お店に行かない。

　児童がスマホやタブレット端末などで、ゲームにはまり込み、
寝食を忘れて没頭し、生活に支障が出る「ゲーム依存症」（世
界保健機関が２０１９年に精神疾患と定義）になることがあります。
長時間のゲーム使用、高額なゲーム課金も問題になっています。

　令和３年１月から廿日市警察署は、１８歳未満の小・中学生や
高校生に対して、いかがわしい行為をした成人男性を４人、逮
捕しています。被害にあった児童は、ＳＮＳを利用していました。
トラブルに巻き込まれた時は、身近な大人に相談しましょう。

接続ができる機器を持たせることは「非常
に危険」ということを認識しましょう。被
害に遭った児童の多くは、フィルタリング
を活用しておらず、児童が直接、相手にダ
イレクトメールを送って、被害を受けてい
ます。

　保護者の責務として、有害サイトへのア
クセスを制限する「フィルタリングサービ
ス」をご活用ください。また、家庭でスマ
ホを使う時のルールを作りましょう。

ペアレントコントロールをしましょう！ ゲームやＳＮＳにも年齢制限 なぜ、年齢制限？ SNS の年齢制限

○ライン……………１２歳以上

○ＴｉｋＴｏｋ………１３歳以上

○フェイスブック …１３歳以上

○インスタグラム…１３歳以上

○ツイッター ………１３歳以上

保護者の方へお願い

ＳＮＳから子どもが被害に

インターネット犯罪の
被害者や加害者にならないために

警察では中学校入学説明会の時に、保護者の方へ
フィルタリングの活用等をお願いしています。

春休みや新学期を安全に過ごしましょう
万引きは犯罪です！

ゲーム依存に注意！

身近な大人に相談を！
女子中学生は、スマホの
ＳＮＳで知り合った男性
から、裸の画像を要求さ
れ、断りきれず、自分の裸
を撮影し、男性に画像を
送信したら、インターネット
に画像が流出した。

自画撮り被害被害事例
「フィルタリング」で子どもを守る

12歳

《相談先》
廿日市警察署☎0829-31-0110 ヤングテレホン広島☎082-228-3993

廿日市警察署からお知らせ廿日市警察署からお知らせ

廿日市市友田５６３  ＴＥＬ：０８２９-７４-１５４３

有限会社 ちから

地域を明るくするのは元気な挨拶から
贈答品・カーテン・カーペット・寝具・衣料

贈り物は まごころをそえて
二軒並んで♪串戸駅ウラ
地域の子どもを地域で育てます

廿日市市串戸３丁目１９-３９

元気な挨拶、明るい子

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



宮島学園は、厳島小・中学校から宮島小・

中学校に改称され、令和２年度で７０周

年を迎えました。その記念行事の一環

として学園のマスコットを募集したと

ころ、児童生徒、教職員、保護者より２３

点の応募があり、総選挙の結果『じま

っこ』がマスコットに決定しました。

性格は明るく、元気いっぱい。好奇心

旺盛で、何にでも積極的にチャレンジ

する学園の児童生徒のイメージです。

スクールマスコット「じまっこ」

３年生児童１０名と「じまっこ水筒」

「じまっこ」です
　　よろしくね

！
！

宮島小学校
みやじましょうがっこう

廿⽇市市宮島町779-2（創⽴）明治6年（児童数）93名

学校周辺が海だったことを物語る史跡

大きな鯛が
捕れていたかも！

西門付近に「鯛山跡」という石碑がありま

す。その昔、学校前は海だったようで、周り

より小高くなっている学校のあたりは、鯛

がたくさん捕れていたようです。それを後

世に残すために作られたのが、この石碑だ

と言われています。その後、海を埋めたて

る工事を繰り返されたため、現在では学校

から遠いところに海岸線がありますが、昔

この学校付近で鯛がはねていた光景を想

像するのもおもしろいかもしれません。

鯛山跡

大野西小学校
おおのにししょうがっこう

廿⽇市市⼤野原4-2-60（創⽴）明治9年（児童数）729名

廿日市小学校
はつかいちしょうがっこう

廿⽇市市本町2-13（創⽴）明治7年（児童数）748名

！

子どもたちを見守っている大柳

廿日市小学校のシンボルと言えば校庭

にある『大柳の木』です。樹齢１５０年近

いこの木はもともと潮音寺の正門前に

あり、移しかえられたそうです。台風の

被害にあったり、途中枯れかけたりし

ましたが、当時の児童や PTA の力で

救済されました。今も大きく私たちを

見守ってくれ、多くの人に愛され親し

まれている大柳。これからも廿小のシ

ンボルとして長生きして欲しいです。

大柳の木

名
大柳と校舎の背比べ。
どっちが高いかな！？

円柱状の形をした建物「地域交流棟」

があります。１階は「なごみルーム（１５

畳の和室）と「地域交流スペース」が

あります。「なごみルーム」は地域の方

が学習支援の前後で歓談の場として利

用することが多いです。「地域交流スペ

ース」は地域の方やＰＴＡの活動、職員

が会議や研修、外国語の授業等いろい

ろな場面で利用しています。２階は音

楽室と家庭科室になっています。

地域交流棟

独特な円柱形状の地域交流棟

地域の方との交流に
　役立っています！

平良小学校
へらしょうがっこう

廿⽇市市陽光台1-4-1（創⽴）明治6年（児童数）565名

友和小学校には『イチョウの大樹』が

あります。毎日、木の様子を見ながら

四季の変化を感じることができます。

子供たちにも教職員にとっても大切な木

です。秋の黄葉は見事で、遠方から訪

れる観光客もおられます。子供たちは

落ち葉のじゅうたんで寝転がったり、造

形遊びをしたりしています。小学校を卒

業しても地域に誇りをもつことができる、

その自慢の一つになるだろうと思います。

イチョウの大樹

落ち葉のじゅうたんは自慢の遊び場

   今年も
きれいに色づいたよ
これからも私たちの

成長を見守ってね

！

！

友和小学校
ゆうわしょうがっこう

廿⽇市市友⽥19（創⽴）明治8年（児童数）213名

誰でも見ることができる歴代卒業生の集合写真

あっ
お父さん見っけ！

！

大野東小学校の自慢は、歴代卒業生の集

合写真です。古いものは、明治時代のも

のもありました。昔の制服や校舎は今と

全く違うので驚かされます。また、自分

や友達の兄弟姉妹が写っているものや、

人によっては自分の父や母、祖父母が写

っているものもあるので、それを見つけ

る楽しさがあります。毎日必ず写真の前

に誰かがいる、大野東小学校の自慢の写

真集です。

歴代卒業生の集合写真

大野東小学校
おおのひがししょうがっこう

廿⽇市市⼤野720（創⽴）明治8年（児童数）814名

ぼくたちぼくたち
わたしたちわたしたちのののののののののののののののののののののののののののののの 小学校紹介小学校紹介

しょう がっ こう しょう かいしょう がっ こう しょう かい

第29回第29回
今回のテーマは、

「校内にある
　　　　　　自慢のモノ」

どれもイイネ！

こんかい

こう ない

じ まん

次回は、原小、地御前小、佐方小、阿品台東小、津田小、吉和小の６校です。おたのしみにね！次回は、原小、地御前小、佐方小、阿品台東小、津田小、吉和小の６校です。おたのしみにね！

広島工大広島工大高

バラ祭り
13:30～16:00
5月8日土（予定）
広島工業大学高等学校
広島市西区井口５丁目３４－１

会場

校内のバラが見ごろを
迎える時期

学校を地域の皆さまに
開放します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
日程及び内容等を変更する場合があります。

第１０回

イベントに関するお問い合わせは、

広島工業大学高等学校へお願いします。

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



学年は令和３年３月
時点のものです。

令和３年３月
ものです。
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将 来 の 夢将 来 の 夢

丑年生まれの人が生まれた
２００９年（平成２１年）は
こんなことがありました　！

丑年生まれの人が
生まれました　！

　　私の将来の夢は、

イラストレーターになるこ

とです。イラストレーターにな

りたいと思った理由は、YｏｕＴｕｂｅで音楽を

聴いている時に見たアニメーションに感動したか

らです。歌い手のイメージや歌に合わせて、表情や

背景が変わっていく映像がすばらしいと思いました。

小さい頃から絵を描くことや工作が好きなので、これ

からイラストが描けるように勉強したいと思います。

表情や体の向きや動き、周りの雰囲気に合った絵が

描けるように練習したいです。

　将来、人に感動してもらえ

るようなイラストが描けるよ

う努力したいと思います。

イラスト
レーターに
なりたい

地御前小学校５年
こんどう ゆ い

近藤 由依さん

　私の将来の夢は、

まんが家になることです。

　理由は、小さなころから絵を

かくことが大好きでした。絵をかいている時は、

自然と笑顔になるからです。まんがを読むことも、

ずっと好きで、今もたくさんのまんがを読んでいます。

　そんな私はまんが家になるために、毎日絵の練習を

したり、お気にいりのまんがや絵をみながら、まんが

をかく練習をしています。

　これからもたくさん練習して

まんが家になるためにがんば

ります。

まんが家に
なるために

地御前小学校５年
ところ り おん

所 璃音さん

　私の将来の夢は、

小学校の先生になることです。

　理由は、小学校３・４年生の

担任の先生にあこがれていたからです。先生は、

私のことをよく知っていてくれて、よく遊んでくれ、

毎日学校へ行くことが楽しかったです。授業も面白く、

理解が深まりました。

　将来の夢をかなえるため、これ

からも毎日勉強やスポーツなど、

誰かの手本になるように頑張

りたいです。

佐方小学校５年
あおやま ち あ

青山 知愛さん

小学校の
先生

　　私の将来の夢は、

看護師になることです。

　看護師に興味を持ったきっか

けは、私の好きな女優さんがドラマで看護師役を

演じていたことです。その仕事は、「器械出し」とい

う手術のお手伝いをする仕事でした。それを見て、か

っこいいなと思いました。

それから、今、コロナで大変な中、たくさんの人の命

を守り病気などから救っていて、

すごいと思います。

　私もそんな人の役に立てる

看護師になりたいです。

地御前小学校５年
いしかわ さ なみ

石川 咲波さん

看護師に
なりたい

　　僕の将来の夢は、

文書作成ソフト「ワード」に

関わる仕事につくことです。

　理由は二つあります。一つ目は、今、自分の家

のパソコンで、文字を打つことがとても楽しいと感じ

ているからです。二つ目は、作った文書を印刷するとき、

うまくいっているか、ワクワクドキドキするからです。

　これからも、速く正確にキー

ボードを打てるようになり、将

来の夢に近づいていきたいで

す。

原小学校５年
ふじ い　　りく

藤井 陸生さん

パソコンの
ソフトに
かかわる仕事

●民主党へ政権交代
●民主党による事業仕分け
●裁判員裁判始まる

●オバマ米国大統領が
ノーベル平和賞を受賞

●湯崎英彦広島県知事が誕生
●広島市民球場（マツダスタジアム）竣工

●イチロー、MLBで２０００本安打達成
●WBCで日本（サムライジャパン）が連覇
●マツダスタジアムで初の公式戦開催

【歌】YELL（いきものがかり）、Believe（嵐）、安芸の宮島（水森かおり）
【映画】アバター、おくりびと、サマーウォーズ、ONEPIECE FILM STRONG WORLD
【TVアニメ】けいおん、鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
【流行語】政権交代、こども店長、草食男子

国外では 広島県では

スポーツでは

流行国内では

●モンサンミッシェル市（仏）と
観光友好都市調印

廿日市市では

　私の夢は、

歯科衛生士になることです。

　私は、小さい頃からお菓子が

好きでよく虫歯になり、歯医者さんに行って虫歯

を治してもらっていました。そのときの歯科衛生士

さんがとてもかっこよく見え、このお仕事にあこがれ

をもつようになりました。

　歯科衛生士になるためには勉強をしっかりしないと

いけません。学校の勉強に集中し

て取り組むことに加えて、歯

科衛生士の勉強もがんばり

ます。

宮島学園５年
ながむね ひ な

長棟 陽菜さん

歯科衛生士

2009年

令和３年（２０２１年）春号
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ご卒業ご入学のみなさん、おめでとうございます！
これからも、夢に向かってがんばってください。

めめ でで とと うう ！！おお

おかあさんより

いよいよ、たのしみに
していたいちねんせいだね。
おべんきょうをしたり
おともだちとあそんだり、
まいにちたのしく
　　がっこうにかよってね。

やま した かず　と

山下和人くん

入学おめでとう！

佐々木ばぁばより

はるくん！
友達１００人
　　つくってね！

さ さ き はる　と

佐々木晴人くん

入学おめでとう！

廿日市の
おばあちゃんより

光くん！
お友達をたくさん
　　　　作ってね。

きた たに ひかる

北谷光くん

入学おめでとう！

ばあちゃんより

中学校は
　１クラスじゃないよ
友達たくさん
　　　　作ってね

たか はし そ ら

髙橋奏来くん

卒業おめでとう！

ばあちゃんより

好きなダンスも続けて
中学生活を楽しんでね

さ さ き うた

佐々木詩さん

卒業おめでとう！

おばあちゃんより

りんちゃん（７歳）
らんちゃん（３歳）
いつまでもこのまま
かわいい子でいてね。

ご とう　りん

後藤凛さん
　　　　　　らん

　　藍さん 

七五三おめでとう！

（左）

（右）

「ＪＡ食農教育」を通じて子どもたちの成長を願っています
地域とともにみなさまのＪＡ佐伯中央

本店 / 廿日市市宮内 4473-1

TEL/0829-39-3232 FAX/0829-38-3407
http://www.ja-saikichuo.or.jp/ そう君＆なっちゃん

ＪＡ佐伯中央オリジナルキャラクター

佐伯中央農業協同組合
廿日市市本町５-１ 廿日市商工会議所内
ＴＥＬ：０８２９-２０-００２１ ＦＡＸ：０８２９-２０-００２２

公益社団法人 広島西南法人会廿日市支部

法人会は税のオピニオンリーダーです

答え：②１９８９年（平成元年）４月に導入されました。

日本で消費税が導入されたのは、いつ？
①１９５４年 ②１９８９年 ③２００４年
（昭和２９年） （平成元年） （平成１６年）

家族で楽しめる本格クラシックコンサート！
日本を代表するＮＨＫ交響楽団メンバーの演奏をおたのしみください！！

無料託児サービスあり

Ｎ響メンバーによる
室内オーケストラ

対象年齢０歳 (７ヵ月 ) ～就学前　
※公演の２週間前まで要事前申込

親子ペアチケット ￥３，０００ 友の会 ￥２，３００

一　般 ￥２，５００ ２５歳以下の学生 ￥１，０００

※新型コロナウイルス感染症対策を可能な限り行った上で開催いたします。
   体調にご不安のある方はご来場をお控えください。

るファミリーコンサート
３月２７日（土）

１５：００開演
［１４：００開場］ コンサートホール

〈会場〉 NHK 交響楽団は１９２６年に発足した日本最初の
プロフェッショナル・オーケストラ、新交響楽団が
前身。現在は５４回の定期演奏会を含む年間１２０
回の公演を行っており、海外公演も多数実施。
楽員による室内楽活動も活発で横山俊朗がコン
サートマスターを務めるアンサンブルは、各地で
ファミリーコンサートを行い好評を博しています。

（全席指定・税込）

チケット発売中

h ps://sinfonia-iwakuni.com

〒７４０-００１６山口県岩国市三笠町１丁目１-１
　　　　 （ＪＲ岩国駅から徒歩約１０分）

ＴＥＬ．0827-29-1600
地 域 の 文 化 と子 ど も た ち の 成 長 を 応 援し ま地 域 の 文 化 と子 ど も た ち の 成 長 を 応 援し ま す

ＳＮＳ更新中！

チケットのご予約
お問い合わせは

10:00～19:00

シンフォニア岩国

広島市中区南吉島２-１-４７

ＴＥＬ：082-248-1830　FAX：082-241-8620

（株）イワミツアー広島支店

子どもたちの新しい発見を応援します

徹底した感染症対策で
お客様の安心と安全を守る観光バスです

広島市佐伯区五日市中央 1-6-31
ＴＥＬ：082-943-2415 http://www.pre-doremi.com

インターナショナルプリスクールドレミ
（インターナショナル幼児園ドレミ）

子育てをする保護者を応援します
お子様の未来とお子様の未来と
子育てをする保護者の方を応援する子育てをする保護者の方を応援する
幼児からのグローバル教育

食を通じて子どもたちに楽しいひとときを

廿日市市阿品台 3-8-30 ＴＥＬ：0829-20-5819

定休日 / 日・月曜日

廿日市市佐方１５-２　佐方西集会所内

ＴＥＬ：０９０-３６３４-５５７８

公文式 廿日市佐方教室公文式 廿日市佐方教室  【指導者】吉本景子

こどもたちの「学び」を応援します

教科／算数・数学，英語，国語
　　   （幼児から学習できます）
学習日／月曜・金曜

子どもたちの未来を応援します

株式会社

河 崎 造 園

地域の環境に調和する施設づくり
一般土木・上下水道・舗装工事一式

子どもたちを地域で支え、育てるために

廿日市市宮内工業団地 1-13
（廿日市斎場より東へ 600ｍ）

ＴＥＬ：0829-20-2480

お父さんお母さんを大切にしよう！
〈市営墓地近くの石材店〉

お先祖様に感謝を

廿日市市大野中山 500-1 0120-4194-29

太陽と緑の丘 丸子山墓苑

樹木葬誕生

４８万円

明るいあいさつと笑顔があふれる地域社会を応援しています明るいあいさつと笑顔があふれる地域社会を応援しています

令和３年（２０２１年）春号
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令和２年度はつかいち教育講演会を２月２０
日、オンラインで開催しました。講演会の講
師はＮＰＯ法人教授法創造研究所の椿原正和
理事長。演題は『子どもたちの学びを止めな
い「オンライン授業の可能性」～情報を的確

　令和２年度の小中学校母親代表研修会が１２
月５日～７日の３日間、ＹｏｕＴｕｂｅ視聴によ
り開催され、廿日市市から２３名が参加しま
した。広島県ＰＴＡ連合会が主催。
　講師は、スマートサプライビジョンの佐藤
敏郎氏。演題は「３・１１を学びに変える」
～必ず来る想定外を生き抜く～。
　宮城県女川町立女川中学校で卒業式の準備
中に被災され、同県石巻市立大川小学校６年
（当時）の次女を亡くされた講師から、日常
を奪われた出来事を語っていただき、防災に
ついて考え、いかしていかなければならない
研修になりました。
　「遠いけど…誰も逃げないけど…見えない
けど…念のためのギアをあげ、判断・行動す
ることで、守れる命、救える命があり、変え
られる未来がある。そして防災とは、どんな
ことがあっても家にたどりつき『ただいま』
を必ず言うこと」。
　忘れられない言葉になりました。

（小早川雅子）

　市内各小中学校より出された要望を取りま
とめ、１２月に廿日市市教育委員会へ要望書を
提出しました。
　各校からの主な要望としては、通学路の安
全確保、学校施設の改修、特別教室のクーラ
ー設置などが寄せられました。なかには時間
を要するものもありますが、臨時休校中のオ
ンライン授業などの差し迫った要望もありま
した。要望書の回答から早期の実現に向け取

に取り出す指導をとおして～』。講師の専門
分野のオンライン授業論や家庭教育につい
て、ご自身の経験を踏まえて、とても分かり
やすくお話いただきました。

　今年の教育講演会は例年とは異なり、新型
コロナウイルス感染症対策のため、ＺＯＯＭ
によるオンライン開催となりました。初めて
の試みは分からないことばかりで、感染状況
の悪化から開催を危ぶむ声もありましたが、
研修委員一同がワンチームで準備を進め、当
日は大きなトラブルもなく、無事に椿原先生
のお話をたくさんの教員・保護者の方々に視
聴いただくことができました。
　教育講演会を通して大きく変わったこの一
年を振り返るとともに、新しい生活に向けた
道標になると確信しています。

（犬飼匡彦）

り組んでいただいていることを実感しまし
た。
　来年度より、各小中学校の要望を整理し、
学校施設内の改善等については学校で取りま
とめ、提出、対応していくことになります。

（犬飼匡彦）

各校からの要望を提出

早期実現への取り組みを実感防災とは「ただいま」と言うこと

要
望
書
を
奥
典
道
教
育
長（
右
）

へ
手
渡
す
廿
日
市
市
Ｐ
Ｔ
Ａ

連
合
会
の
犬
飼
会
長

小中学校母親代表研修会

3.11奪われた日常から
防災を考える

　広島県ＰＴＡ連合会主催の小・中学校ＰＴ
Ａ広報紙コンクールにおいて、大野東中学校
ＰＴＡ（満井敦子会長）の広報紙「清風」が
優秀賞（中学校の部）を受賞しました。さら
に（公社）日本ＰＴＡ全国協議会主催の第４２
回全国小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクールで、
奨励賞を受賞されました。
　広報紙コンクールは各校ＰＴＡの広報活動
が活発になることを目的に毎年度開催されて
います。県内の優秀賞は小学校６点、中学校
４点が選ばれます。

全国のＰＴＡ広報紙コンクールで「奨励賞」受賞 大野東中ＰＴＡ

（左）「奨励賞」の賞状を手にする満井会長。
（右）受賞した大野東中ＰＴＡの広報紙「清風」。
Ａ２版四つ折りのカラー印刷。生徒の写真を中心に掲載。
子どもたちの学校での活動がよく分かる内容。年３回発行。

オンライン授業の仕組みをオンラインで学ぶ
コロナ禍になり、オンライン授業を始めとする教育のＩＣＴ化が
急速に進んでいます。子どもたちの学びがどのように変わるのか、

注目の話題について学びました。

教育講演会 講師の椿原正和さん。
専門はオンライン授業
論、国語科教育、家庭
教育。日本教育技術学
会理事。
今回は熊本県から
リモートで講演

（左）市教育委員会の奥
典道教育長「生徒一人に
一台の端末を用いた教
育が始まる」と挨拶。
（中）リモートで挨拶す
る犬飼市Ｐ連会長。
（右）司会の鈴木さおり
さん（金剛寺小）。市Ｐ連
事務室から行いました

発 行 ６
団 体 の 活 動 紹 介

廿日市市ＰＴＡ連合会

会長 / 犬飼匡彦
主な活動 / 市内小・中学校ＰＴＡの活動支援

廿日市市住吉二丁目2-16
廿日市市市民活動センター内

☎0829-34-4605

廿日市市の
子どもたちを応援

！廿日市市の
子どもたちを応援

！

成年年齢引き下げに伴う
令和４年度以降の成人式について
令和４年４月１日から、成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げる民法

の一部改正が施行されることに伴い、廿日市市内の高校に通学してい

る高校生を対象としたアンケート調査や廿日市市社会教育委員から

の意見を踏まえ、総合的に判断した結果、令和４年度（令和５年１月）

以降の成人式については、これまでどおり当該年度に２０歳を迎える

方を対象者として、実施することとしましたのでお知らせします。

はじめよう生涯学習！

生涯学習情報生涯学習情報
廿日市市教育委員会生涯学習課

☎0829-30-9203

さくらぴあ 音楽の広場
親子で楽しむコンサート

【対　象】どなたでも（０歳から入場できます）
【場　所】 ①ウッドワンさくらぴあ大ホール
　　　 ②③ウッドワンさくらぴあ小ホール
【入場料】一般（中学生以上）1,000円、小学生 500円 全席自由
　　　 ※さくらぴあ倶楽部会員、一般のみ１００円引き
　　　 ※未就学児は大人一名につき一名無料。二人目からは小学生券をお求めください。
　　　 ※チケットは、ウッドワンさくらぴあ事務室、エディオン広島本店で購入できます。
【主催・問合せ】ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト事務局（ともたに）
　　　　　　 TEL.0829-38-2264 （9:00~18:00）

6/27（日）打楽器たくさん！「ゆかいなコンサート」
9/19（日）ピアノとヴァイオリンによる「秋の散歩道」
12/12（日）ピアノと歌でお届けする「冬のホットな贈り物Ⅲ」

お子様から大人まで、みんなが一緒に
音楽をもっと身近に楽しめます。

みんなで弦楽器のアンサンブルを楽しもう！

【申込方法】
 募集要項に必要項目をご記入の上、ウッドワンさくらぴあ
 事務室まで郵送または直接提出してください。
【募集パート】
 ヴァイオリン （他の弦楽器を希望される方は、ご相談ください）
【参加資格】
1. 小学３年生から高校生まで（２０２１年４月現在）
 2. 楽器と譜面台を持参できる方
 3. 楽譜が読める方
4. 3rd ポジションまで弾くことができる方
【入団審査】
 講師による面談と楽器の演奏
（スケール及び現在学習中の曲など）
※日時は個別にご連絡を差し上げます。

【お問合せ】ウッドワンさくらぴあ事務室 TEL.（０８２９）２０-０１１１

はつかいちジュニア弦楽合奏団“ＮＯ・ＺＯ・ＭＩ”団員募集

①
②
③

「はつかいちジュニア弦楽合奏団
“ＮＯ・ＺＯ・ＭＩ”」では、２０２１年度
団員を募集します。
募集要項は、ウッドワン
さくらぴあ等市内各所に
設置しています。
ウッドワンさくらぴあ
ホームページからも
ダウンロード可能です。

活動内容や募集要項、
申込用紙などは、こちら⇒

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



　児童生徒を取り巻く環境の中で「ゲームやネ

ット依存」が心配な昨今、七尾中学校区の３つ

の小学校では、中学校の試験週間に合わせて「チ

ャレンジ アウトメディア」の取組を行ってい

ます。テレビやゲームなどから離れる生活（ア

ウトメディア）を実践することで、就寝までの

生活リズムや時間の使い方について見直し、実

践に結び付けるのがねらいです。５日間中の３

日間、４段階の中からレベルを決めてチャレン

ジします。

　家庭でのことなので、子どもだけの力では難

しく、保護者の方のご理解と温かい励ましがあ

ってこその取組です。実施後には「家族と話す

時間、学習や読書、睡眠の時間をたくさんとる

ことができて良かった」と児童や保護者から多

くの感想が寄せられます。その度に感謝の気持

ちでいっぱいになります。

　メディア機器は世の中を便利にし、情報ツー

ルとして生活に必要不可欠となりましたが、使

い始めると時間が経つのを忘れてしまいます。

コロナ禍でいろいろな制限がある中ですが、下

校後の家庭で過ごす時間は、児童の心の安定や

成長に欠かせない貴重な時間です。ほっと一息

ついて宿題などを済ませたら、家族の顔を見て

言葉を交わし、たくさん笑い、触れ合ってほし

いと思います。大切な家族のコミュニケーショ

ンの時間を、ゲームやスマホに奪われないよう

に、これからも時々振り返る機会を作っていこ

うと思います。

廿日市市立金剛寺小学校
養護教諭  五月女 祐香里

家族と話す大切な時間ダラダラ生活で
虫歯になる？

　最近は、新型コロナウイルスのせいで外出も

思うようにできず、お家で過ごされる方も多い

と思います。

　家にいるとお腹が空いていないのにダラダラ

と飲んだり食べたりが、つい増えてしまうもの

ですが、こういう生活を続けていると、ある日

虫歯？！ということになりかねません。

　飲食をしていない時のお口の中は酸性度が中

性に近いところに保たれています。これは、だ

液によるお口の中を中性に戻そうとする緩衝作

用があるからです。

　ですが、飲食を行うと、細菌が飲食物に含ま

れる糖を分解して酸を作り、お口の中は酸性に

傾いていきます。酸性度でいうと pH５．５以下に

なり、歯が溶け始めます（脱灰）。しかし、食後は、

だ液の緩衝作用により、お口の中が中性に戻る

ことで脱灰が止まり、歯が再生します（再石灰

化）。そのため、だ液の緩衝作用が十分働かな

いうちに飲食を始めると、また脱灰が始まって

しまいます。脱灰が優位になることで穴が開い

てしまい、虫歯ができると考えられています。

　ダラダラ食べることはむし歯の原因なのです。

　飲食は時間を決めて、まとめて摂る事が望ま

しいです。１回の食事時間もなるべく３０分以内

に終わらせましょう。

　「わかってはいるけど…」という方も多いと

思いますが、ここはぐっと我慢して、むし歯予

防のために１日３回の食事と１回のおやつまで

と決めて頑張ってみましょう。

あおぞら歯科室
院長  阿部  竜也

「受動喫煙」は
なぜいけない？

　「受動喫煙ってわかりますか？」

　市内の小学校で毎年続けている喫煙防止授業

で、こんな質問をしています。喫煙しない人が喫

煙している人のタバコ煙を吸わされることを受動

喫煙と言います。例えば、タバコの臭いがしただ

けでも、微量ながらもタバコ煙の分子が鼻の中の

嗅覚神経にくっついたことになり、わずかとは言

え受動喫煙をしたことになります。子どもたちが

登下校時にコンビニの前を通ってタバコの煙が流

れてきて、タバコ臭いと感じたとき、子どもたち

は受動喫煙の被害にあっているわけです。

　「臭いだけで大げさな」と思われるかも知れま

せんが、世の中には、臭いだけでアレルギー反応

が出てしまって気分不良や咳、頭痛の原因になる

人もいます。他にも急に起きる症状として目・鼻・

喉・気管の障害、喘息発作などを引き起こす可能

性もあります。そんな人々は、歩いていく先に喫

煙者がいる場合には、仕方なく遠回りをすること

もあるそうです。

２０１６年の国立がんセンターの報告によると日

本で約１万５千人が受動喫煙が原因で死亡してい

るそうです。今の日本で、受動喫煙で困っている

人々への配慮が十分と言えるでしょうか？　タバ

コ販売をやめることができないなら、少なくとも

コンビニ店舗前での喫煙は周囲の人への受動喫煙

を防ぐためにも是非やめて欲しいと思います。子

どもたちは受動喫煙の有害性を知りません。大人

たち、社会全体が守ってあげないといけません。

（追記）今日、コンビニ前の喫煙場所は二密（密集、

密接）、マスクなしで呼出される煙、息などで新型

コロナ感染対策上も極めて高リスクな場と言えます。

ＪＡ広島総合病院
呼吸器外科  渡  正伸

マスクと手洗いで感染予防を！

内科・人工透析 医療法人

廿日市市串戸2丁目6-19

TEL.0829-20-4189

１５:３０～１９:３０
１３:００～１５:００
８:３０～１２:００

受付時間

予約施術

月 火 水 木 金 土 日

〈休診⽇〉土曜午後・日曜・祝日　◎往診いたします

よ い はりきゅう

労災・交通事故取扱い

お子さんのスポーツや学校でのケガの対応いたしますお子さんのスポーツや学校でのケガの対応いたします

成長痛やスポーツによる肩・肘・腰・股・
膝の痛み、捻挫、打撲、肉離れなどの
スポーツ外傷、労災・交通事故
治療のご相談ください！

【お問い合せ】事務局：岡崎
〈電 話〉090-1356-7050
　　　 （なるべく土・日のご連絡お願いします）
〈メール〉ajinaskyers_ jimukyoku@yahoo.co.jp
〈ホームページ〉http://ajina.seesaa.net/

阿品スカイヤーズ
団員募集・無料体験 随時受付中！

家屋・コンクリート解体業
産業廃棄物収集運搬処理業

株式会社 シンテツ

環境にやさしい社会を応援しています環境にやさしい社会を応援しています

認証番号 0010966

スタッフ募集中！お気軽にご連絡ください。
運転手・作業員など

医療法人廿日市松本クリニック

大きな夢を描いてください

廿日市市城内 3-12-12　ＴＥＬ：0829-32-5333

廿日市城内店

いつも あなたのそばにいます
接客はあふれる笑顔と真心で

アルバイト募集中

令和３年（２０２１年）春号
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　親子ふれあいウォーキングを１２月１２日、

廿日市市ウォーキングリーダー会（迫正志会長）

との共催で行いました。新型コロナウイルス

感染症の感染対策を十分に取るなか、６２組

の親子約２００人が参加。１～３年生の親子は３

ｋｍコースを約５０分、４～６年生の親子は５ｋｍ

コースを約１時間３０分かけて、廿日市市市

民活動センターを発着に住吉堤防土手などを

歩きました。

　この催しは親子ウォーキングを通じて、地
域全体で明るい子どもたちを育てることと、
健康的な身体と活発な体力を作るなどの目的

で、今年度初めて行いました。
　参加された親子は体力増進はもちろん、学
校や家族を超えたコミュニケーションの輪も
広げることができたようです。

　歩き終えた後、希望者は松ぼっくりでミニ
クリスマスツリーづくり。思い思いの飾りつ
けで、手のひらサイズのクリスマスツリーを
作り、お土産に持って帰りました。
　多くの方が喜んで参加されたことに、主催
者一同とても感激しています。そして、とっ
ても良い汗をかいた親子の皆さま、本当にご
くろうさまでした。

（後藤香代子）

❶歩く前には入念な準備運動　❷親子が仲良く手をつないで歩く姿も
❸❹松ぼっくりでミニクリスマスツリーづくり。持ち帰って飾りました

少年補導協助員として、見守り活
動やあいさつ運動に取り組むほ
か、少年の健全育成を目的とした
中学生との交流会や立ち直り支援
を目的とした居場所作り活動など、
青少年の健全育成に尽力している。

長年にわたり、夜間パトロ
ールやふれあいキャンプで
の補助を積極的に行うとと
もに、監事を務めるなど、
青少年の育成や団体運営に
多大なる貢献をしている。

社会福祉協議会の評議員の
現職で在職期間が１５年以上
の功績顕著な者として表彰。

泊野 数子 平林 和子後藤 香代子

表彰のお知らせ 青少年育成廿日市市民会議で活動している３名が、長年の功績が認められ表彰されました。

会話もはずむ ウォーキング

親子ふれあいウォーキング

歩いて広がる
コミュニケーションの輪

お土産にミニクリスマスツリー

１ ２ ３ ４

令和２年度全国社会福祉協議会 会長表彰 令和２年度青少年健全育成功労者知事表彰 令和２年度青少年育成広島県民会議表彰

廿日市しゃぼん玉新聞創刊１０周年記念ソング

ご希望の方は、青少年育成廿日市市民会議事務局まで
廿日市市市民活動センター内 TEL.０８２９-３１-３２２２

作詞・作曲・歌/香川裕光
合唱/山陽女学園高等部コーラス部

ピアノ/黒瀬みどり

　環境対策部では廿日市警察署少年補導
協助員と合同で年に４回、白ポスト（不良
図書）の回収を行っています。
　白ポストの設置場所は、廿日市地区で
はＪＲ阿品駅、ＪＲ串戸駅、ＪＲ廿日市駅、
地御前、廿日市市市民活動センターの５
か所。大野地区は６か所、佐伯地区は２
か所の計１３か所あります。

　廿日市地区５か所で令和２年に回収し
た写真集は８０冊、雑誌が１８５冊、ＤＶＤ
が５４３枚と、かなりの数でした。最近で
はＤＶＤの枚数が増える一方です。
　まだまだ不良図書は減ることはないと
思いますが、少しでも減ることを祈りな
がら青少年の健全育成のために微力です
が活動を続けていきます。

（環境対策部長　泊野数子）

白ポストの回収

Ｊ
Ｒ
廿
日
市
駅
の
白
ポ
ス
ト

Ｊ
Ｒ
阿
品
駅
の
白
ポ
ス
ト

一年間でＤＶＤ５４３枚

発 行 ６
団 体 の 活 動 紹 介

青少年育成廿日市市民会議

会長 / 後藤香代子
主な活動 /青少年の健全育成に関わる活動

廿日市市住吉二丁目2-16
廿日市市市民活動センター内

☎0829-31-3222

廿日市市の
子どもたちを応援

！廿日市市の
子どもたちを応援

！
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　こんにちは。劇団さくらまち代
表の荒木秀典です。今回の記事で
は９月の公演の魅力についてお伝
えします。

　この度の公演では、地元の歌育
を推し進めているシンガーソング
ライターの RED☆EYE さんを音楽
監修に迎え、演劇と音楽ライブを
同時に楽しめる新しいコンテンツ
を生み出すことができました。私
自身も、演劇を使った表現力教育
を推し進めていて、特に廿日市市

では生まれ育った郷土ということ
もあって演じることを通して地域
愛を育てることに関心がありまし
た。地域愛を育てるには地域の人
や地域に住む同年代とたくさん交
流するのが一番だと思います。演
劇では人同士がセリフや動作のや
り取りを通して相手と相互理解が
深まったり、相手との関わり方が
見えてきたりします。地域には人
が住んでいる以上、地域を知って
地域愛を育むには人と会い交流し
ていくことが非常に大切だと思っ
ています。そんな中 RED☆EYE さ
んと意気投合し、大きなくくりで

の表現教育を推進している者同士
でコラボすることでこの活動をよ
り大きなものにしていこうという
ことになりました。

　この公演では、新規書下ろし曲
を含むライブと三部作の舞台を同
時に見ることができます。今まで
にない新たな挑戦ですが、ここか
ら地域活性化や子どもたちが地域
愛を持つきっかけになれば幸いで
す。子どもから大人まで奮ってご
参加ください！

（荒木秀典）

夢プラン夢プラン

ＦＭはつかいち
青少年夢プラン実行委員会
提供番組

毎週金曜日 19:00 ～20:00
　　 東園 恵
　　 ゆめタウンはつかいち
　　 3Ｆフードコート横

パーソナリティ

放送スタジオ

放 送

これまで出演された皆さんこれまで出演された皆さん

地御前小の
比良聖斗くん親子

12/4

地御前小の
堀田あいみさん、高下えまさん

12/11

山陽女学園天文部顧問の
長瀬和記さん

12/18

青少年夢プラン実行委員会の
塚迫たか子さん

12/25

自転車ロードレースの
　　晃太さん

1/1

地御前小の
近藤実花さん、熊野結菜さん

1/8

キッズヒップホップ講師の
西村みのりさん

1/15

地御前小の
近藤由依さん、所璃音さん

1/22

平良小の
放送委員と保健委員のみなさん

1/29

宮島工業高校ボート部の
田中優羽さん、吉岡梨沙さん、今川恵美子さん

2/5

リバティはつかいち代表の
岡本淳さん

2/12

宮島工業高校ボート部の
蒲生大成くん、小田翼くん、青山陽くん

2/19

手をつなぐ育成会の
郡司加代さん

2/26

橋本園芸の
橋本和宗さん

3/5

佐方小の東田美虹さん、
地御前小学校の長尾美柚さん

3/12

野坂中旧生徒会のみなさん3/19

ご出演ありがとうございました！！

！！
廿日市市教育委員会生涯学習課

☎３０-９２０３まで

出演のお申込み・お問合せは

出演者募集中出演者募集中

子どもたちが主役
子どもたちの夢を応援

！
！

子どもたちが主役
子どもたちの夢を応援

！
！

廿日市市や周辺の市町の子どもたちが出演
し、活動や夢を紹介しています。
学校や地域で自分たちがやっていること、
やりたいことを生放送でお届けしています。

2020/12/4 ～ 2021/3/19

育みたい地域愛
人との交流が大切

開催日時：9 月 18 日 ( 土 )　※全日、空ける
　　　　　9月 15 日～ 17 日　
　　　　　※小屋入り（放課後もしくは仕事後時間を確保）
場　　所：はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ
対　　象：廿日市市内在学または在住の学生、大人（大学生以上）
募　　集：役者 / 20 人（応募者多数の場合は選考）
　　　　　スタッフ / 20 人
　　　　　（主に舞台、照明、音響、衣装小道具、宣伝美術、制作）
応募方法：①名前・ふりがな・学年
　　　　　②希望（役者とスタッフの併願可能 /
　　　　　 スタッフの場合は希望セクションも記入 /　
　　　　　 スタッフセクション併願可能）
　　　　　③やってみたい理由（300 文字以内）
　　　　　④連絡先（電話番号とメールアドレス）
　　　　　⑤備考
応 募 先：actor.shusuke.1204@gmail.com
　　　　　または、右記のQRコードから

〈募集要項〉

廿日市市子ども夢プラン実行委員会主催
劇団さくらまち×RED☆EYEコラボ公演

RED☆MITTEN☆PUPPY

廿日市の人が一緒に作り上げる舞台
劇団さくらまち

９月の公演 演劇と音楽ライブをコラボ

一緒に舞台を作ろう

山で楽しく暮らす子犬は、まるで手袋をはめたような赤毛
の前脚をしていました。ある日、家族と離れ離れになって
しまった子犬は一人で家族を探しに行くことにしました。
山、海、街を越え、子犬はさまざまな出会いを経て、旅を
続けます。赤手袋の子犬の、勇気と絆の物語。

①廿日市市民で作る完全オリジナル作品！
演技、歌、踊りの総合芸術！

②歌育で地域愛を育む RED☆EYE が全面協力！
新規書下ろし曲を公開！

③物語の随所に有名な作品の登場人物が登場！
（注文の多い料理店ほか）

【３つのおもしろポイント】

演劇と音楽が織りなす廿日市ストーリー。 応募方法
　
　
　
　
　

　 　
応 募 先

【あらすじ】

音
楽
監
修
の
Ｒ
Ｅ
Ｄ
☆
Ｅ
Ｙ
Ｅ
。

地
元
・
廿
日
市
で
活
躍
中
の

シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
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青少年夢プラン実行委員会

会長 / 今田千代子
主な活動 /子どもたちの夢を実現

廿日市市住吉二丁目2-16
廿日市市市民活動センター内

☎0829-30-9203
（廿日市市教育委員会生涯学習課）

廿日市市の
子どもたちを応援

！廿日市市の
子どもたちを応援

！

青少年夢プラン実行委員会
青少年の活動支援

駆流舞（かるま）
よさこいソーラン

みやうち冒険あそび場の会
自然の中での遊び

はつかいち こども将棋の会
将棋

劇団さくらまち
演劇

はつかいち こども囲碁の会
囲碁

Ｙｏｕ Ｅｙｅ Ｃｌｕｂ
ダンス

夢の駅
サッカー・フットサル

未来を拓く
子どもたちのために
未来を拓く

子どもたちのために
青少年夢プラン実行委員会の

８団体紹介
青少年夢プラン実行委員会の

８団体紹介

きれいな環境で安心な子育てができますように

●本通店 ☎082-248-1338
●舟入店 ☎082-291-6093

●センター街店 ☎082-225-3221
●呉　店 ☎0823-32-4147

スクールユニフォーム・オフィスユニフォーム・ワーキングユニフォーム
サービスユニフォーム・スポーツユニフォーム・各種イベント用品・紳士服

夢、夢、友だち友だち、ワクワクワクワク…いついつも、も、制服は一緒にいます。制服は一緒にいます。

子どもたちの学校生活を応援します

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



　文化協会吉和支部では毎年１１
月に地域の皆さんと実行委員会を
組織し、吉和文化祭を実施してい
ます。人口の少ない過疎の進む地
域での実施になりますので、文化
協会吉和支部を始め、吉和支所、
吉和保育園、吉和小中学校、吉和
市民センター、社会福祉協議会吉
和支部等が協力し、集客力を高め
るため、吉和市民センターまつり
や福祉センターまつり、健康まつ
りを同時開催しています。
２０２０年度は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、舞台
発表等メインの行事や同時開催の

すべてのイベントが中止となり、
作品展示のみの開催となりまし
た。
　吉和福祉センターを会場に１１
月２日から１３日の１０日間（土日
は除く）、吉和保育園園児、吉和
小中学校の児童生徒、一般の方々
の力作の展示を行いました。期間
来場者数は約２００人を数えまし
た。
　来年は、新型コロナウイルスが
収束し、当たり前の文化祭が実施
できる環境になっていることを願
うばかりです。

（吉和支部　山崎英治）

コロナ禍の文化祭
園児・児童・地域の皆さんの作品展示

地域の皆さんの力作に約２００人が足を運び、鑑賞しました

子どもたちも
活動中！

インターナショナル
バレエアカデミー
インターナショナル
バレエアカデミー

バレエの好きなところ♥バレエの好きなところ♥
私はあまり話すことが得意ではないので、
踊って表現できるのが好きです。また、大き
な舞台でお客さんの前で踊るのも爽快感が
あって気持ちいいです。 中村 玲美（小５）
仲間と優雅に楽しく踊れるところです。

原 志帆（小４）　末田 友梨（小３）
田川 葉月（小４）　福井 しえな（小５）

柿の浦太鼓柿の浦太鼓

大会や人前に立つ経験ができて、大人になっても忘れないと
思う。　　　　　　　　　　　　　　　 石川 優星（小６）
太鼓に入って友達ができてうれしいし、太鼓が楽しい。

本田 朔太郎（小４）
学校や学年が違う子と仲良くなれて良かった。

村上 莉桜（小４）
みんなと一緒に太鼓を覚えることができて楽しい。

加藤 璃子（小３）
太鼓をたたいていると楽しい。　　　 西岡 ひなた（小１）

柿の浦太鼓に参加してみて柿の浦太鼓に参加してみて

藤原 綾音 平井 美景 伊藤 心水

芙路美会（日本舞踊）芙路美会（日本舞踊）

昨年１１月、初めて「おおの文化祭（芸能祭）」に
出演しました。きれいな着物を着て、みんなの
前で踊れてうれしかったです。

平井美景（小１）

　佐伯文芸クラブは友和句会、木
野川句会、友愛短歌会、峰吟会（漢
詩）および自由詩のグループから
結成されており、会員は２３人で
す。
　当クラブでは、各部会会員の一
年間の作品をまとめた作品集を
「文芸さいき」として発刊してお
ります。これは毎年８月の終わり
に、各部会の編集委員が部会ごと
の会員の作品の
原稿を持って集
まり、編集して
印刷所に発注し
ます。９月頃に
印刷所から文字
の間違いがない
かの校正刷りができてきますから、
各部会で校正します。
　このように細心の注意をはらっ
て１０月の終わりに作品集「文芸
さいき」ができあがります。「文
芸さいき」は各会員に配るととも
に作品集に祝辞を寄せていただい
た方や国会図書館、広島県立図書
館、中国新聞社あんそろじー係お
よび佐伯地域の各図書館に寄贈し

ます。そして毎年１１月初めに、
さいき文化ホールで行われる廿日
市市文化協会佐伯支部主催の創作
展に出品します。創作展では、こ
の他各部会会員が書いた俳句や短
歌の短冊、漢詩を書いた掛け軸な
ども展示します。
　毎年６月には各分野で活躍して
おられる方を市民センターにお招
きして「文化講演会」を開いてお

ります。２０１９年
の６月２３日には
友和市民センター
に、書家の王海濱
先生をお迎えして
「楽しい水墨画」を
テーマに、お話と

実演をしてもらいました。
　昨年は６月に「似島１９１８」を
出版されました広島ペンクラブ会
員の熊野良樹先生をお招きする予
定でしたが、新型コロナウイルス
感染拡大の影響により、残念なが
ら中止となりました。新型コロナ
ウイルスが収まり次第、熊野先生
のお話を聞く予定です。
（佐伯文芸クラブ代表　今田 進）

一年間の集大成
「文芸さいき」を発行

文芸さいき

発 行 ６
団 体 の 活 動 紹 介

廿日市市文化協会

会長 / 大前順之
主な活動 / 文化活動の活性化

廿日市市住吉二丁目2-16
廿日市市市民活動センター内

☎0829-31-4311

廿日市市の
子どもたちを応援

！廿日市市の
子どもたちを応援

！

文化の力でこのまちをワクワクさせよう文化の力でこのまちをワクワクさせよう！

協賛広告募集中協賛広告募集中

廿日市市の子どもたちの
健全育成へご協力ください

詳しくは事務局までお問い合わせください。
Tel / 0829-31-3222

E-mail / shabon556@hatnet.jpはったま君はったま君

はつかいち「青少年健全育成」新聞はつかいちはつかいち「青少年健全育成青少年健全育成」新聞新聞

子どもたちが安心して健やかに暮らせる地域づくりを支援しています子どもたちが安心して健やかに暮らせる地域づくりを支援しています

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



　今年度のＶＯＩＣＥ２０２０は、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受けて、例年のよ
うな観客の前での発表会は断念しました。代
わりに、ＦＭはつかいちの協力を得て各学校
に撮影隊を派遣。感染対策を留意の上、児童・
生徒の発表を動画撮影しました。

　福山市子連 in リーダー研修会が１２月７日
に開催され、廿日市ジュニアが支援に行きま
した。コロナ禍でも出来る事を一生懸命模索
して取り組みました。
　消毒手洗いは当然ですが、参加者は全員、
当日からさかのぼって２週間分の体調観察を
提出して問題
のないリーダ
ーさんたちと
最低人員でこ
じんまりと行
いました。
　３密を避けたレクリエーションなどを研修
しました。

　同じ日に指導者・育成者向けに「安全啓発
講習会」を行いました。
　福山市子連は、スポーツ大会を全市を上げ
て行っているのでスポーツを行う上での安全
留意点を皆で学びました。講師は、廿日市市
子連会長 本多 誠一が行いました。
　例年は３００人くらい
集まるのですが、今年
は３分の１に参加者を
抑えて行いました。

　そして、１２月６日に廿日市市の松本太郎
市長、廿日市市教育委員会の奥典道教育長を
始め、多くの来賓に来ていただき、「審査会」
を山崎本社みんなのあいプラザで開催しまし
た。審査の結果は、市教育委員会生涯学習課
より各学校へお知らせしました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらな
いので、リモートで「定例会」を行いました。
コロナ禍での過ごし方や各子ども会の様子、県
内他地区の様子、他県のジュニアたちとの情報
交換の様子とか、コロナ禍後の活動課題につい
て話し合いました。

　広島市子連のジュニア・リーダーも飛び入り
参加で情報交換から始まって、４月３日と４日

定例会〈12/20〉 リモート開催

定例会〈1/17〉廿日市市市民活動センター

福山市子連 inリーダー研修会

に行う「廿日市市子連子ども会リーダー研修会
in 似島」の内容について話し合われました。

　コロナ禍での注意点とか、３密を避けたレク
リエーションをどの
ようにするかとか、
病人が出た時の対応
とか、なかなかシビ
アな話で時間一杯話
し合われました。

　危険か所や施設の感
染予防対策などを確認
してきました。

　前回に続き、似島研修会の要領を確認しまし
た。１回目の似島での事前の下見の報告があり
ました。コロナ禍で
の諸注意や施設の体
制などを報告し対応
を協議しました。
　２回目の事前下見に参加することが確認され
ました。
　大学受験が終わり、進路が決まったＯＢも参
加しての会議となりました。

事前下見〈2/3〉似島少年自然の家

定例会〈2/7〉廿日市市市民活動センター

子ども会安全啓発初級指導者養成講座
３月２０日（土）または２１日（日）
詳細は追って決定します。

令和２年度廿日市市子連
子ども会リーダー研修会 in 似島
４月３日（土）・４日（日）
年度が変わっておりますが、施設の都合により
４月の開催となりました。

これからの予定

３密を避けたレクを研修コロナ禍の今だから、気づくことがあった
市内の小中学生が自らの意見を発表する「VOICE2020」。

２０２０年度のテーマは「今だから気づく、ずっと大切にしたいこと」。
児童生徒が動画で思いを発表しました。

VOICE2020

発 行 ６
団 体 の 活 動 紹 介

廿日市市子ども会育成連絡協議会

会長 / 本多誠一
主な活動 /子どもたちの夢を実現

廿日市市桜尾二丁目4-12
（有）アップライトテクノ内

☎0829-32-6571

廿日市市の
子どもたちを応援

！廿日市市の
子どもたちを応援

！

安全なまちづくりで子どもの
健全育成を応援しています

（株）リフレホーム
廿日市市大野原 1-1-1 rifurehome.jp/

ＴＥＬ：0829-30-7772　FAX:0829-30-6664

廿日市市の物件探しは、おまかせください！

皆さまの明るい生活をお手伝い

－天然温泉－日本三景 みやじまの湯

Fax：0829-50-2502
050-5576-8002

廿日市市宮島口西１丁目１-３７

安芸の宮島を見ながら天然温泉でゆったりと

こだわりのおもてなしで過ごす空間
日本三景・安芸の宮島と

世界遺産・厳島神社の玄関口である
宮島口に位置する

「グランヴィリオホテル宮島和蔵」。
ルートインホテルズが目指す

変わることのない “ 日本のこころ ”
こだわりのおもてなしで、

お客様一人一人をお迎えします。
天然温泉を備えた和のホテルで、

華やかなひとときをお過ごしください。

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



日本で一番成長できる女子野球部
広島県立佐伯高等学校広島県立佐伯高等学校
女子硬式野球部女子硬式野球部

全国的に数少ない公立高校の
女子野球部

部部部部
夢に向かってまっしぐらに

とんでいる
はったまくん・はったまさんを

紹介するよ！

　公立高校で女子野球部があるのは
全国で４校。その一つが、佐伯地域
にある県立佐伯高等学校です。初心
者も含めて全ての女子に心から野球
を楽しめ、成長する機会をとの思い
から平成２７年（２０１５年）４月に創立
された女子野球部。現在の部員数は
１年生４人、２年生７人の計１１人
（令和３年３月）。少ない人数でのチ
ームワークの良さを活かし、部員に
よる主体的なチームづく
りが行われています。

　練習内容を決めるのも
部員の話し合いから。チ
ームだけでなく選手一人
ひとりの課題や目標、手
立てなどを考え、チーム
全体で情報共有し、自分
たちが積極的にレベルア
ップを目指しています。

　「硬式野球がやりたい」との一途
な想いで県の内外から集まった部員
たち。キャプテンの齊藤きらりさん
（２年）は岡山県出身。実家を離れ、
学校近くで下宿しています。「チー
ムの目標は、私立の強豪校に勝つこ
と。よくしてもらっている地元の人
たちに、いい報告を届けたい」と、
応援してもらっている佐伯地域の人
たちへ「勝利」で恩返ししたいと、

練習に熱がこもります。
　佐伯高校女子硬式野球部の基本理
念は、「日本で一番成長できる女子
野球部」。これからの社会人に必要
な主体性、思考力、行動力、チーム

ワークを、部活動を通じ
て身に付け、成長できる
よう取り組んでいます。

　この度認定された「廿
日市市女子野球タウン」
に齊藤さんは、「女子野
球が広がるきっかけにな
ってほしい」と今後の展
開に期待が高まっていま
した。

全国で４校 勝利を地元へ

主体的な練習

生
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広がるきっかけに

　廿日市市は全日本女子野球連盟か
ら令和２年１２月２１日、「女子野球タ
ウン」の認定を受けました。女子野
球の普及と女子野球を通じて地域の
発展を目的としています。
　廿日市市女子
野球タウンにつ
いて廿日市市の
松本太郎市長（右）
にうかがいまし
た。

◎今回の認定への動機は

　女子スポーツが盛んになっている
中で、競技人口が伸びているのが女
子野球。廿日市市には佐伯高校女子
硬式野球部もあるが、どの年代でも
好きな野球を続けられるよう応援し
たいとの思いからです。

◎今後の計画は

　まず、３月６日の女子野球教室を
皮切りに、野球大会の応援や、競技
施設の改善などを検討しています。

◎廿日市市で野球をがんばっている
女子小・中学生にエールを

　廿日市市から女子野球の日本代
表・マドンナジャパンに選ばれるよ
うに応援しますので、これからも大
好きな野球をがんばってください。

廿日市市を全国の
野球女子憧れの地に

女子野球タウン認定

「高校で硬式野球やりたい女子、佐伯高校で一緒にやろう！」

「大きな声を出して、自分たちのプレーを」

　四季が丘小体育館で練習を行っている宮
園ミニバスケットボールクラブが２月２０
日に開催された第４６回広島県ミニバスケ
ットボール大会（女子の部）で優勝、全国
大会に出場することになりました。全国大
会出場は６年ぶり３回目。
キャプテンの河村莉子さん（地御前小６年）
は「みんなが大きな声を出しあって、自分
たちのプレーをしたい」と全国大会への意
気込みを話しました。
　全国大会（第５２回全国ミニバスケット
ボール大会２０２１）は３月２８日から東京都
で開催予定です。

宮園ミニバス宮園ミニバス

広島県大会で優勝した宮園ミニバス

全国大会出場

廿日市市四季が丘 9-2-14

ＴＥＬ：0829-20-4145　http://www.livar.jp/

エステティックサロン リベル

未来の子供たちはこの街の宝

美は心の健康なり。
エステサロン

日々の暮らしをもっと楽しく

広島串戸港店
廿日市市串戸２-９-４

TEL・FAX：0829-32-0551

廿日市下平良２丁目店
廿日市市下平良２-１-４４
TEL・FAX：0829-32-7118

仲間募集仲間募集仲間募集！！！！！！！仲間募集！仲間募集！仲間募集！
ロンドンオリンピック柔道『銀メダル』の平岡拓晃選手が

学んだ道場で一緒に始めませんか！
支 部 名 練習場所 曜 日 時 間 支部長名 （問合せ先）

廿日市支部

平良支部

宮内支部

地御前支部

佐伯支部

大野支部

火・木

月・木

月・水

月

月・水・土

木

火
木

18：30～20：30

18：30～20：30

18：30～20：00

18：30～20：00

18：30～21：00

18：30～20：30

増谷　豊

溝下幸治

大野正利

小方信隆

岩崎禎人

原　浩二

0829-32-0882
090-7370-9889
0829-38-0307
090-2290-9128
082-299-7066
090-9501-3620
0829-36-0017
090-7130-9054
0829-74-1883
090-4579-1190

090-9564-7760

廿日市中学校武道場

廿日市市民俗芸能伝承館
七尾中学校武道場

阿品台中学校武道場
七尾中学校武道場

野坂中学校武道場

佐伯高校武道場

大野学園武道場

全支部合同 金 18：30～20：00 強化練習（自由参加）廿日市市スポーツセンター武道場

●入会入会金 1,1,00000 円0 円 ●指導費指導費 70700 円 / 月0 円 / 月（各支部により後援会費、遠征費、レクレーション費等の徴収有り、詳しくは、お問合せ下さい。）

●入団資格 幼児入団資格 幼児 ～ 中学生中学生（幼児については、本人の体力等を考慮し入団を決定します。高校生以上の方の入団等については、お問合せ下さい。）

応答がない場合は、
留守番電話にご伝言を。

廿日市市柔道連盟
〈事務局長〉日野原眞弓

上記連絡先不在の
場合の問合せ先 090-7970-1468
イズミテクノ・シンコースポーツ共同企業体は⼦供の⼼⾝の発達と運動能⼒向上を⽬的とし、「こころ」と「からだ」の健康づくりを推進します

指定管理者：イズミテクノ・シンコースポーツ共同企業体（グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー/佐伯総合スポーツ公園 /廿日市市サッカー場グリーンフィールド）

〒738-０２２２ 廿日市市津田 545 番地 TEL.0829-72-1601 開園時間／9：00～21：30 休園日／なし（臨時休園あり）

https://saekipark.hatsukaichi-sports.net/佐伯総合スポーツ公園グローバルリゾート
総合スポーツセンターサンチェリー
〒７３８-００３３ 廿日市市串戸６丁目１番１号 TEL.0829-31-5980 開館時間／8：30～21：30（サウナは9：30～）休館日／毎月第１水曜日

https://suncherry.hatsukaichi-sports.net/

お申込み・お問い合わせ / グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー総合受付 ☎０８２９-３１-５９８０
●定員 / 各 15 名程度 ●参加費 / 1 回 500 円（税込） ●場所 /グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー 大会議室

楽しく体をうごかそう！

５歳～小学低学年 毎週 月曜日（月３～４回）
１７：００～１８：００

リズムに慣れる・ステップを覚える・
ダンスを楽しむ！！
形を覚えるところから始めましょう！

小学低学年～ 中学生 毎週 月曜日（月３～４回）
１８：１５～１９：１５

早いリズムにも慣れて細かい振りに
挑戦し、レベルアップ！

流行の曲を中心に楽しく体を動かしましょう！！
ダンスレッスンを通じて運動能力、バランス感覚向上を目指します！！

流行の曲を中心に楽しく体を動かしましょう！！
ダンスレッスンを通じて運動能力、バランス感覚向上を目指します！！

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



■廿日市市スポーツ少年団と加盟競技団体の一覧は、ホームページでご覧になれます。　www.npo-hatsukaichi-sa.jp 廿⽇市市スポーツ協会 検索

　中学生になると、男子と同じチームでは野球
の実力をなかなか発揮できないでいる女子。そ
んなはがゆい思いをしている野球女子たちに
「女子だけで野球がやりたい」との思いが募り、
平成２１年に発足したのが小中学生女子による
軟式野球チーム「広島レディース」です。
　野球王国と言われている広島県にあって、女
子小中学生による野球チームは広島レディース
ただ１チームのみ。文字通り紅一点のチーム。
そのため、選手は地元廿日市市だけでなく、広
島県内外から集まってきます。

　チームのキャプテン、佐藤心優（さとうみひろ）
さん（尾道市立美木中２年）は尾道市から通っ
て来ています。「野球はテレビでプロ野球中継
を見るのが好きだったので、地元の少年野球チ
ームで小１から」始めたそう。広島レディース
へは中１から。「中１の時に女子の広島県選抜
チームに選ばれて、女子だけでの練習や試合が
楽しかった」のが理由です。
　副キャプテンの山下遼（やましたりょう）さん
（広島市立城山中２年）も、佐藤さんと同じ理
由で広島レディースへ。野球は「苦しい練習を

県内 紅一点の野球チーム県内紅一点の野球チーム

小中学生の女子野球チーム 広島レディース小中学生の女子野球チーム 広島レディース

乗り越えた大会でヒットを打ったり、アウトを
取った時」が楽しいと笑顔で話しましたが、昨
年はコロナ禍のため「大会が全て中止になって、
試合ができなかった」と、うつむきました。
　それを見た佐藤さんは、今年は大会が開かれ
ることを信じて「チームの目標は８月に開かれ
る全国大会で、ベスト８をめざす」と目標に向
かって白球を追いかけます。

　野球をやりたい女子小中学生を対象とした
「体験会」が１月３０日、阿品台野球場（廿日市
市阿品台）で行われました。この日は４人が体
験会に参加。基礎練習からノックやバッティン
グ練習を体験しました。
　この日の体験会には廿日市市の松本太郎市長
が激励に訪問。「廿日市市が『女子野球タウン』
に認定され、廿日市市の女子野球はますます盛
んになります。廿日市市で好きな野球をこれか
らも続けてほしい」とエールを送りました。

　広島レディースでは随時、選手を募集中。練
習への体験参加はいつでも歓迎しているそうな
ので、練習日を確認して参加してみてはいかが
でしょうか。お問い合わせはフェイスブックへ。

野球が大好きな女子たちが元気に楽しく野球をしていま
す。全国大会で一つでも多く勝ち進むことが目標です。チ
ームの方針は「感謝の気持ちを忘れず、自分に厳しく」。
練習場所 /阿品台野球場・石内流通公園（広島市佐伯区）
練習時間 /土日・祝日 ９：００～１６：００または１２：００～１８：００
対　　象 /小中学生女子

広島レディース

女子だけで野球がやりたい

廿日市市で好きな野球を

目標は全国大会ベスト８

広島レディース⼥⼦軟式野球 令和ヴァージョン

左から佐藤さん、山下さん　　　激励の松本市長
全国大会での活躍を目指し、練習に汗を流すナイン

1 2

3
1 2
3

※学年は発行時（令和 3年 3月）のものです。

ＮＰＯ法⼈ 廿⽇市市スポーツ協会

廿日市市のスポーツ紹介
主な活動 /アマチュアスポーツの振興・市民の体力向上、健康づくり

会長 / 古田正貴
廿日市市串戸六丁目1-1廿日市市市スポーツセンター内

☎0829-32-4480

廿日市市で活動しているスポーツ少年団と
加盟競技団体を紹介します。
みなさんもスポーツで身体も心も健康になりませんか。
各チームへのお問い合わせは、
廿日市市スポーツ協会（☎0829-32-4480）まで。

廿日市市パークゴルフ場は、公共交通機関を利用してのアクセスがよく、ファミリーで歩いて
行けるパークゴルフ場です。
世界遺産の宮島がどのホールからも一望でき、心地良く吹く海風と燦々と輝く太陽の光を浴び、
たっぷりとプレーを楽しむことができます。
気軽に、いつでも、誰でも楽しめるパークゴルフの爽快感をぜひ一度味わってみてください。

パークゴルフとは…
パークゴルフは 1983 年（昭和 58 年）に北海道
で生まれたスポーツです。
公園の柔らかい芝生の感触と会話を楽しみ、太陽
と遊ぶコミュニティ・スポーツです。

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞
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まちがいさがし、むずかしか

ったけど頭で考えて全問せい

かいできたのでよかったです。

（津田・Ｙさん小５）

小学校紹介や生徒会通信で、

いとこの子供たちが通う学校

や母校の様子が知れるのでい

いです。いつか、いとこの子供

たちが出ないかな～と思って

います！

（原・Ｈさん４３）

母校の廿日市中学校が載る

と、なつかしくていつも読み

ます。これからもがんばって

ください！

（本町・Ｋさん高２）

ぼくの将来の夢「家を造って

いる大工」夢に向かって、夢

をかなえてくださいネ。元気

でいてくださいネ。

（阿品台東・Ｄさん６９）

コロナ禍の今できないことが

多く、子供たちは大変だと思

います。しゃぼん玉新聞を開

くと子供たちの元気な顔があ

り、ホッとしますね。

（阿品台北・Ｕさん６０）

私の住んでいる地域の小学生

と中学生は登下校の時、元気

な声と笑顔で挨拶をしてくれ

て、こちらが元気をもらって

います。小学校紹介の記事が

大好きです。阿品台西小の「ト

マトづくり」素晴らしいです。

農業は日本人の基本と思って

います。良い取り組みですね。

がんばってください。

（阿品台北・Ｙさん６５）

おんぶにだっこだった息子は

中一に。今では私をおんぶし

てくれます。勉強できずとも

丈夫に育った息子が頼もしい?!

でもやっぱり勉強してほしい

なぁ…。

（物見西・Ｍさん５３）

　Ａ・Ｂの絵を見比べると、違って

いるところが７つありますよ。

違っているところをすべて見つけ

て、ハガキでご応募ください。ご応

募いただいた正解者の中から抽選で、

下記の賞品をプレゼントします。

※印刷のズレやかすれなどは含みません。

●郵便番号 ●住所 ●名前（フリガナ）

●年齢（学年）●電話番号

●この号で興味を持った記事、

　または感想など

●ご希望のプレゼント番号

■当選の発表は、賞品・当選券の発送

　をもって代えさせていただきます。

■プレゼントの発送は、４月下旬ごろ

　を予定しています。

〒738-0014

廿日市市住吉二丁目 2-16　

廿日市市市民活動センター内

新聞発行委員会 1-08

「しゃぼん玉新聞まちがいさがし」係

〈Ｂ〉〈Ａ〉
（キリトリ線）

（キリトリ線）

必要事項 宛 て 先

応募締切

４月１３日（火） 必着

　違っているところ７か所を見つけたら、問題（Ｂ）の方へ○印を付けてく

ださい。キリトリ線に沿って切り取り（コピーも可）、ハガキのウラ面へしっ

かり貼り付けて、右の必要事項を忘れずに書いて郵送してください。

（提供 /ウッドワン美術館）

吉和の自然に包まれた温泉と美
術鑑賞。美術館入館券と入浴券
をセットで。
【美術館休館日】月曜日（祝祭日は開館）
3/26までは冬期休館。6/1～5、7/20～21、
9/28～10/1は展示替えのため休館

ウッドワン美術館・クヴェーレ吉和
入館券・入浴券セット

（提供 / 道の駅 スパ羅漢）

天然ラドン温泉。リラクゼーショ
ンルームには最新のマッサージチ
ェアを完備。※新型コロナウイル
ス感染症対策として毎週水曜日
を休館日としております。

道の駅 スパ羅漢
入浴券

（提供 /エンタープライズシステム二十一）

素材は反射材を使用しているの
で、ライト等の光で反射します。
カバン・自転車・ペットのリー
ド等に付ければ夜も安心。

カープユニフォーム型
反射材キーホルダー

21 3

組様
５
ペア

組様
５
ペア

名様
５

特別演奏会
入場券
指揮・独奏ヴァイオリンに澤和樹（東京
藝術大学長）を迎え、クラシックの名曲
から現代曲まで幅広いプログラムを披
露します。
【日時】６月１２日（土）１４：００～
【会場】ウッドワンさくらぴあ小ホール
（提供 /はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ）

組様
２
ペア

4

はつかいち室内合奏団
“ＳＡ・ＫＵ・ＲＡ”（さくら）
はつかいち室内合奏団
“ＳＡ・ＫＵ・ＲＡ”（さくら）

打楽器たくさん！「ゆかいなコンサート」
入場券
たくさんの打楽器を取り揃えて、楽
しい曲を届けます！梅雨のジメジメ
を打楽器の雨音で吹き飛ばそう！
演奏曲：リバーダンス、剣の舞ほか
【日時】６月２７日（日）１４：００～
【会場】ウッドワンさくらぴあ大ホール
（提供 /ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト）

組様
１０
ペア

6

さくらぴあ音楽の広場

はつかいち「青少年健全育成」新聞はつかいち「青少年健全育成」新聞
創刊10 周年記念ソング創刊10 周年記念ソング

しゃぼん玉新聞創刊１０周年記念ソング

「青いしゃぼん玉」ＣＤ
しゃぼん玉新聞の創刊１０周年記
念ソング「青いしゃぼん玉」のＣＤ
ができました。子どもたちの夢を後
押しする歌になっています。
■当選された場合、ＣＤは青少年
育成廿日市市民会議事務局（廿日
市市市民活動センター内）での受
け取りとなりますので、ご承知おき
ください。

【収録曲】
01.青いしゃぼん玉合唱バージョン
（合唱：山陽女学園高等部コーラス部）
02.ピアノ伴奏（ピアノ：黒瀬みどり）
03.青いしゃぼん玉（ギター・歌：香川裕光）

7

名様
２０

宮島水族館 みやじマリン
入館券 【一般（高校生含む）】

組様
３
ペア

（提供 / 宮島水族館）

「いやし」と「ふれあい」をテーマに
水の生きものを身近に感じられる体
験型の水族館。
スナメリやフンボルトペンギン、コツ
メカワウソも皆さんの来館をお待ち
しています。

5

子どもたちが郷土に誇りを持ち、心豊かに育ちますように

宮島ホテル まこと
廿日市市宮島町７５５

ＴＥＬ：０８２９-４４-００７０　ＦＡＸ：０８２９-４４-００１６

いにしえの歴史と
自然にふれる宿
宮島
ホテル

歴史と自然が健やかな
子どもを育てます

宮島グランドホテル 有もと
廿日市市宮島町３６４

ＴＥＬ：０８２９-４４-２４１１　ＦＡＸ：０８２９-４４-２４１６

「神の島」の魅力を
堪能できる宿

四百年のリゾート

宮島グランドホテル

健やかな子どもの成長を
願います

廿日市市宮島町 465-1 宮島交番隣

注文受付ＴＥＬ：080-3893-7611 FAX：0829-44-2017

HP katsutanipan.jp ←注文用紙をダウンロードできます

楽しく食べて、夢は大きく！

３０個より配達可

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



「人間関係がうまくいかない…」「勉強がつらい…」など思い悩む
ことで食欲がなくなったり、眠れなくなったりしていませんか？
ストレスがいくつも重なったり長引いたりすると、こころや体に
さまざまな不調が出てきます。
苦しいときはひとりで悩まず相談しましょう。つらいこと、苦し
いこと、その気持ちを誰かに伝えるだけで、きっと楽になります。

ひとりで悩んでいませんか？

つらい時には、お電話ください。

いじめダイヤル24

広島いのちの電話

こころの電話

よりそいホットライン

ひろしまチャイルドライン

082-420-1313

082-221-4343

082-892-9090

0829-30-9223
0829-32-8061
0829-32-8062

0120-080-110

0120-99-7777

0120-279-338

相談窓口 連絡先 内　容

廿日市市
教　育
委員会

生徒指導グループ 不登校やいじめに関する相談など
不登校に関する相談、適応指導など
平日 8:30 ～17:15

いじめに関する相談など
平日 9:30 ～16:30（受付時間以外は留守電）

18 歳までの子どもがかける電話
16:00 ～21:00 ※年末年始を除く

こども相談室

平日 9:00 ～19:00（受付時間以外は留守電）

24 時間 あらゆる悩みごとの相談

24 時間 どんなひとのどんな悩みにも

広島市内で従事している精神科医師による相談
月・水・金 9:00 ～12:00 13:00 ～16:30

こころのライン相談＠広島県

午後５時～午後９時
曜日に限ります火 木 日

5月１日▶３月３１日
２０２０年 ２０２１年

開
設
期
間

ＳＮＳでの相談も

無料

匿名可

予約
不要 どうしたの？

みやじマリン宮島水族館で飼育員として働いてい

る金岡佑紀さんは、２０２０年４月に飼育員になり

ました。水族館の人気者、ペンギンやアシカの

飼育に奮闘中の毎日です。

●金岡さんのお仕事を教えてください。
　水族館の生き物のお世話をする仕事をしてい
ます。主にはアシカやペンギンです。動物たち

の健康チェック
や生活場所の
掃除、エサやり
などの他、動物
たちとショーや
イベントをおこ
なったりもして
います。

●お仕事で楽しい時は、どんな時ですか？
　動物たちの知らなかった一面や新しい発見が
あった時です。
　大変なのは、言葉が通じないので自分の意
思が伝わりません。なので、動物たちの様子を
よく見て、自分の考えを表情や態度で表し、相
手の目を見て伝えようと日々奮闘しています。

世界遺産の厳島神社の近くにある中
国地方有数の水族館。
瀬戸内海の魚を中心に、約３５０種類、
約１３，０００点以上の生き物を展示。
観客と距離が近いアシカライブなど
のイベントも楽しめます。

みやじマリン 宮島水族館
かな おか ゆう き

金岡 佑紀さん（２３）

子どもの頃の夢をそのままに、
海の生き物の魅力を伝える
子どもの頃の夢をそのままに、
海の生き物の魅力を伝える

みやじマリン宮島水族館

●このお仕事を選んだのはなぜですか？
　幼稚園の遠足でイルカのショーを見て、水族
館で働くことにあこがれました。その想いがず
っと変わらず今
にいたります。
●これからの
目標を教えて
ください。
　自分のショー
やイベントで子
どもたちが水
族館を目指すきっかけとなったり、海の生き物
に少しでも興味をもってもらえる飼育員になり
たいです。

ある日のスケジュール

８：００

８：４０

１３：００

１８：００

１２：００

出勤

昼食

アシカライブ

１６：００ プール掃除

退勤

調餌

すぐに制服へ着替えて、準備ＯＫ！
今日の予定確認と前日の引継ぎ

冷凍された魚を解凍、選別し、
食べやすく切り分けます

アシカと一緒に
いろんな種目に挑戦！

ライブプールは毎日、
水を抜いて掃除します

ひとときの休息タイム

一日の報告と情報を共有して
おつかれさまでした！

住　所 / 廿日市市宮島町 10-3
電　話 / 0829-44-2010
開館時間 /９：００～１７：００
　　　　　最終入館は１６：００

URL / https://www.miyajima-aqua.jp
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廿日市市で働く、
お兄さんお姉さんを
紹介します。

はったまくんのはったまくんの
vol.1

行ってみよう！やってみよう！ これからのイベント案内行ってみよう！やってみよう！ これからのイベント案内

森のこども写真展森のこども写真展

森や自然の中で遊ぶこどもたち。
さまざまな表情が物語るこどもの
世界をぜひご覧ください。

と き 4/14（水）～ 4/18（日） 10：00～18：00
ところ はつかいち美術ギャラリー

（廿日市市役所・はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ併設）

主催：青少年夢プラン実行委員会　共催：一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会

入場無料

令和３年（２０２１年）春号
はつかいち「青少年健全育成」新聞



　廿日市市で活動している小・中学生
の弦楽合奏団、はつかいちジュニア弦
楽合奏団 “ＮＯ・ＺＯ・ＭＩ”（のぞみ）の
デビューコンサートが３月７日、はつ
かいち文化ホールウッドワンさくらぴ
あ小ホールで行われました。２０２０年
４月に正式発足後、約一年間の練習の
集大成を観客の前で披露しました。
ＮＯ・ＺＯ・ＭＩ（のぞみ）は「音楽を通
して、みんなでひとつのものを楽しく
作り上げていく」ことを目標に２０１９
年６月より活動が始まりました。廿日
市市内と近隣地域の小学３年生から中
学３年生まで９人が在籍し、はつかい

ち室内合奏団 “ＳＡ・ＫＵ・ＲＡ”（さくら）
のメンバーから指導を受けています。
　この日は、ブラームスの「ハンガリ
ー舞曲第５番」など全６曲を演奏。は
つかいち室内合奏団 “ＳＡ・ＫＵ・ＲＡ”（さ
くら）のサポートを受けながら、早春
の草原に吹いてくるフレッシュな風の
ようにキラキラと輝くアンサンブルに
観客は終始、魅了させられました。
２０２１年度の活動は、１０月に「はつ
かいち平和コンサート２０２１」への出演、
２０２２年３月に「“ＮＯ・ＺＯ・ＭＩ” スプリ
ング・コンサート」が予定されています。
今後の活躍に期待が高まります。

はつかいちジュニア弦楽合奏団“NO・ZO・MI”
の　　　　ぞ　　　　 み

きれいなアンサンブルに観客から喝采を浴びる“ＮＯ・ＺＯ・ＭＩ”のメンバー

きらめくアンサンブル、デビュー

　トップアスリートふれあい事業マド
ンナジャパン女子野球教室が３月６日、
佐伯総合スポーツ公園野球場で開催さ
れました。廿日市市は女子野球の発展
とそれによる地域の活性化を目指して
全日本女子野球連盟から「女子野球タ
ウン」として認定されており、今回が
初めての催し。野球が大好きな女子小・
中学生約１００人が廿日市市内外から参
加し、女子野球日本代表の選手から直

接、指導を受けました。
　指導は、元日本代表でタレントの片
岡安祐美さん（茨城ゴールデンゴール
ズ監督）、同じく元日本代表で京都文
教大学総監督の小西美加さん、阪神タ
イガースＷｏｍｅｎの三浦伊織選手と坂
東瑞紀選手（ともに２０２１年女子野球日
本代表・マドンナジャパン）の４人。
参加した小・中学生は新型コロナウイ
ルス感染予防をおこなったうえで、打
つ、守る、投げる、走るといった基本
をたっぷりと学びました。
　参加した小学生からの質問、「どう
すれば遠くまでボールを投げられます
か」に片岡さんは、「ごはんをたくさ
ん食べて、けがをしない体をつくる」
と体づくりの大切さを話しました。
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マドンナジャパン女子野球教室開催！
女子選手による女子選手のための野球教室

女子野球タウン第一弾

5/29 14:30 開演（14:00 開場）

主催：ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト
共催：（公財）廿日市市芸術文化振興事業団

小ホール
土

※未就学児の入場はご遠慮ください。

全席自由（税込）
一般3,000円 /学生 2,000円

チケット発売中

きらめく多彩な音でつづる
自然へのオマージュ！

伴谷真知子
ピアノリサイタル

【プログラム】（予定）
サティ：グノシエンヌ
　　 最後から２番目の思想
ラヴェル：死せる王女のための
　　　　　パヴァーヌ、水の戯れ
武満　徹：雨の樹素描Ⅱ
伴谷晃二：風の環礁
ドビュッシー：喜びの島ほか

5/30 13:30 開演（13:00 開場）

主催：（公財）廿日市市芸術文化振興事業団
主管：広島西音楽家協会（広島文化賞受賞団体）
後援：廿日市市教育委員会、中国新聞社

大ホール
日

入場無料

予選を通過した新進気鋭の演奏家たちによる
レベルの高い演奏をお楽しみください。

第２３回さくらぴあ新人コンクール

【招待演奏者】
小玉 友里花（声楽）
　第２１回さくらぴあ新人コンクール さくらぴあ大賞（第１位）
若林 麗（ヴァイオリン）
　第２２回さくらぴあ新人コンクール さくらぴあ大賞（第１位）

コンクールの詳細、募集要項、申込用紙は、
　　　　　　　　　　 こちらから⇒

出場者募集中！

【募集締切】３月２８日（日）

第 23 回さくらぴあ新人コンクールへの
出場者を募集しています。

6/12 14:00 開演（13:15 開場）

主催：廿日市市、（公財）廿日市市芸術文化振興事業団

小ホール
土

※未就学児の入場はご遠慮ください。

全席指定（税込）
一　般 3,000円
１８歳以下1,500円

【会員】4/10（土）
【一般】4/17（土）

チケット発売日

はつかいち室内合奏団 “SA・KU・RA”
特別演奏会
はつかいち室内合奏団 “SA・KU・RA”
特別演奏会

指揮・独奏ヴァイオリンに澤 和樹（東京藝術大学長、はつかいちジュ
ニア弦楽合奏団 “NO・ZO・MI”ミュージック・アドヴァイザー）を迎え、
クラシックの名曲から現代曲まで幅広いプログラムを披露します。

【プログラム】（予定）
チャイコフスキー：弦楽のためのセレナード ほか

【出演】はつかいち室内合奏団 “SA･KU･RA”【指揮・ヴァイオリン】澤 和樹

ウッドワンさくらぴあ公式　　YouTube チャンネル

さくらぴあチャンネル好評配信中！
音楽や芸術活動をされている方と市民のみなさまが
触れ合える場として、動画を配信しています。
１１組のアーティスト
による演奏動画

はつかいち平和コンサート
２０２０

主催公演での演奏

アーティスト・団体からの動画

美術ギャラリー
「今こそ、アート 今こそ、廿日市」

https://bit.ly/3c03eMY

検索 さくらぴあチャンネル

ローソンチケット、チケットぴあ、ウッドワンさくらぴあ事務室
ウッドワンさくらぴあオンラインチケット

主要プレイガイド 公演により異なります。 はつかいち文化ホール
ウッドワンさくらぴあは
地域のこどもたちを
応援しています。

年会費５００円（税込）
チケットの優先購入、ポイント付加または割引などお得がたくさん！

「さくらぴあ倶楽部「さくらぴあ倶楽部」会員募集中！

今後、新型コロナウイルスの感染拡大状況や、政府や自治体からの要請によっては、公演が中止となる場合や、掲載内容が変更になる可能性がございます。　必ずご確認のうえ、ご来場くださいますようお願いいたします。今後、新型コロナウイルスの感染拡大状況や、政府や自治体からの要請によっては、公演が中止となる場合や、掲載内容が変更になる可能性がございます。　必ずご確認のうえ、ご来場くださいますようお願いいたします。

春号春号春号
第 30号第 30号第 30号
令和３（２０２１）年３月発行
令和３（２０２１）年令和３（２０２１）年

はつかいち「青少年健全育成」新聞はつかいち「青少年健全育成」新はつかいち「青少年健全育成」新聞

はつかいち「青少年健全育成」新聞は
廿日市市内の全１８小学校

全１２中学校を通じて
市内の全児童・全生徒の家庭に配られています

廿日市市内の全２１市民センターにも置いてあり
発行委員会の６団体にも配布しています
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