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5月5日に平成29年度中山地区社会福祉協議会総会が開催され、平成29年度の
事業計画案・一般会計・特別会計の予算案についてご審議いただき承認されました。

中山の住民一人一人を大切にする、安心・安全な支え合いのまちづくりを目指し取
り組んでいきます。

1．町民ふれあいの場づくりと健康増進活動の実施

①　中山町民盆踊り大会

②　子どもフェスティバル

③　第37回町民体育祭
④　クリーンマイタウン二葉

⑤　三世代交流会

⑥　第10回中山福祉センターまつり

⑦　第16回町民ウオークラリー大会

8月　5日

8月17日

9月24日

10月16日

10月29日

1月28日

2月18日

（土）中山小学校　グランド

（木）中山福祉センター

（日）中山小学校　雨天の場合は翌週

（月）中山小学校他15ヶ所

（日）中山小学校

（日）中山福祉センター

（日）中山小学校～町内
2．新・福祉のまちづくり総合推進事業

①　安心・安全・こころ豊かに暮らせる地域づくり

②1人ひとりの暮らしを支える地域活動
・高齢者の行き場づくり、サロン・サークルの利用促進他

③　福祉のまちづくり推進
・環境・美化、子ども、高齢者、防犯・防災グループの活動推進他

④　出前講座の開催
3．明るい社会・共にわかちあえる環境づくり

・敬老該当者・新成人への記念品贈呈、物故者へのお供え、募金活動の協力

4．その他

①　中山集会所サロンの利用促進を図り、地域住民相互の絆を強化する

②　広報紙の発行「社協なかやま」年4回
③　区長と語る会の開催　　　　　　　　7月5日（水）中山集会所
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ー中山地区交通寄生運動推進膵臓議会－

年間主要行事
「交通安全運動推進隊」とは、広島市の交

通安全協会より委嘱された8名の隊員で構成
されております。

“安llI・安全な町中山’’を目指して、

交通整理・交通マナーの指導・交通安全
教室の開催などを行っています。
一主な活動内容－

1　朝の渋滞時における交通事故防止
2　歩行者〃自転車の方への交通ルール指導
一緒に活動していただける方も募集中！

あなたも推進隊で活躍しませんか？

（交通安全協　岩崎　由美子）

6月に開催された高齢者学級で、賊雲底とD

VDにより、二葉あき子さんのことをより深く

知ることが出来ました。

昭和20年8月6日、三次の父の郷里に向か

う芸備線。

列車が中山トン
ネルに入った途端
に、広島上空で原

爆がさく裂。
危うく難を逃れ

た彼女は、生きた
くても生きられなかった、原爆や戦争犠牲者の
為に鎮魂の歌として、「夜のプうットホーム」

や「3番ン車重スカの鍾」などを歌い続けまし
から流れる彼女の柔らかな歌声には

平和への強い思いが込められ
ているようでした。

平成23年96才で亡くな

りましたが、その気持ちを後

世に伝えようと、生まれ故郷
歌碑が建立されました。

（喜楽会　木下　佐和子）
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4日；害の交通宴会遊動期間（I0日間）

7日：裏の交通宴会運動期間（i0日間）
9日：秋の交通宴会運動期間（IO日間）

IZR：年末交通安全運動期間（10日間）
潔等RlB・ioB・20日

児童登牧田の軸には渋滞個所及び中山踏
ほて突通整理実施

※第年第番日曜日

中山小学校児童の下械時見守り

他

一中山

しに垂加

地区民生寄寓煙害吾高鳴講合一

〟民注ま寅制度曾00国華，，を記念して、

ひろしまフラワーフェスティバルに参加しま

した。

快晴の5月3日、市民児協から約130名
の委員が、民生音頭などを披露し、パレード

のフィナーレを彩りました。

私はFF広場の市民児協活動PRブースで
日頃の活動に対する、理解の促進を図りまし

た。ブースにはたくさんの方が立ち寄られ、

子ども達もぬり絵やけん玉などの昔遊びで、
楽しんでいました。

今回の参加を通して、合燈の民裳重安児重

電房総鋤への狸鰐が鯨まつたと感じました。
（民児協　二川　一彦）
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テーブルリフター、電動運搬台車、バッテリー 
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†詔貼れました1
－田山勤性昌一

中山女性会は、多年にわたり精神保健福祉
の向上に尽力したとの理由で、「平成29年

度掃神保健福祉事業功労者」知事表彰を受け
ました。

昭和62年当時、

新見会長の発案で、

食事を一緒に作る・
話し相手になる・請
け負った手仕事のお

手伝いをする…等の

支援がスタートしま

した。30年にわたり、現在もその方達との

交流・支援を継続しています。
現在は、高齢者が出かける場所づく

りを目指し「独りぽっちでない私！」，｛

をキッヤツチフレーズに「さくらんぼ　篭

めの会」を中山集会所で毎月第2火曜
日に開催しています。

この度の知事表彰を誇りに“継続はちから

なり”と、ますます女性会パワーを発揮した
いと思っています。

（中山女性会　君永　多美子）

、＊霊ネジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京急‘賞美・

みhなで仲良く｝

曇り空の中、6月11日

小学校にて、子どもスポーツ
大会が行われました。1・2

年生が、“ごろがしドッ手．
3－6年生は“ドッ手ピー．

を行いました。ジメジメした空気を吹き飛ば

すような元気な声が、体育館いっぱいに響き
わたっていました。

子ども達もすごい
熱気で、大きなボールを

転がしたり、フリスビー

の投げ方に悪戦苦闘をし

ながら、学年を超えて大盛り上がりとなりま
した！　　　　（子ども会　加藤　利佳）

広島風　お蹄a焼き 

こtE 
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定休幽∴蛮温水隠田 

5月27日（土）中山小学校グランドにて

運動会が行われました。

今年は天気に恵まれ、たくさんの楽しい競
技に子ども達も笑顔でさわやかな汗を流して
いました。

終盤の騎馬戦
では、白熱した

戦いが繰り広げ
られ、両チーム
の応援にも熱が

こもっていまし

た。
一生態命に頑張る子とも達の姿に、とこも

感動しましたI
（中山小PTA　橋本　美奈）

園圏圏
＼＼ざ

6月20日（火）第9回

『こども110番の家』

ウオークラリーが行われ

ました。中山小学校1年
生児童100名と、引率

者100名が、19のグ

ループに分かれて、それ

ぞれのコースを廻りました。

『こども110番の家』の確認と、お家の
方へ日頃の見守りに対して「感謝のことば」

をお伝えし、シール

を貼ってもらいまし

た。

今年は、曇り空で
涼しく、児童も元気
に挨拶し、無事引率
してくださった来賓・地域の皆様、本当に

ありがとうございました！

（青少協　濱岡　すみ子）
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平成29年度中山地区社会福祉協議会役員名簿

植村　博　中山地区連合町内会相談役
松浦　薫　中山地区連合町内会会長
安藤清治郎　中山学区老人クラブ連合会会長（膏薬会）
君永多美子　中山女性会会長
池本　眞二　中山地区連合町内会副会長兼会計
中西　敏雄　中山地区連合町内会副会長兼会計
西野　忍　中山地区連合町内会事務局長

柿木　明雄　中山地区連合町内会事務局次長
岩崎由美子　中山地区連合町内会事務局次長
古谷　結美　中山地区連合町内会書記
林　健治　中山学区体育協会会長
尾崎　尚美　中山地区民生委員児童委員協議会会長

佐伯　利明　中山地区青少年健全育成連絡協議会会長

高田　倫子　中山学区子ども会育成協議会会長
湊　繁孝　中山学区公衆衛生推進協議会会長

上西　正司　上組町内会会長

大原　正紀　中組町内会会長

歳秀　慎吾　下組町内会会長
平田　孝男　落久保町内会会長
井上　伸二　ハウスバーンフリート町内会会長

高野　義生　北平原町内会会長
三宅　繁幸　西平原町内会会長

高橋真由美　ライブヒルズ未来町内会会長

貞苅　豊　成城台町内会会長
熊木　秀典　ペルル中山南三番館町内会会長

手嶋　　浩　エメラルド中山町内会会長

道原　康良　旭ヶ丘町内会会長

江坂　則之　大内越町内会会長
植村　邦彦　寄田町内会会長
松本　弘　中山東町内会会長
新谷　雅司　大東A町内会会長
古谷　寿英　大束B町内会会長

有原　義成　東二丁目町内会会長
藤本　尚史　グレイス中山町内会

難波　誠　鏡が丘町内会会長
末永　健介　サンヒルズ中山町内会会長

松浦　薫　中山地区自主防災連合会会長
山口　彰平　中山地区地域安全推進員協議会会長
大濱　剛　東消防団中山分団
二lIi　忠男　中山学区献血推進協力会会長

向井　治之　中山小学校PTA会長

岩崎由美子　中山地区交通安全運動推進隊協議会会
小坂　典子　中山地区更生保護女性会会長
池本　眞二　中山地区保護司会会長

森吉　照美　中山地区母子寡婦福祉会会長
本家　太　広島市立中山小学校校長
三宅　繁華　中山郷土芸能保存会会長

渡遽　幸雄　中山おやじの会会長

（順不同・敬称略）

蟻麗子紅絹陥華鵬勝頼綱撫

籍醸園地欝乳汁網庸一整

放射轍虹弼紡

一主な行事予定－

7月2日（日）体　協・軽スポーツ大会「ペタンク」

5日（水）区長と語る会

5日（水）中山社協理事会会議
11日（火）女性会・ふれあい広場きんさい市

12日（水）喜楽会・最新！特殊詐欺の実態
16日（日）公衛協・中山川清掃

22日（土）喜楽会・盆前清掃

24日（月）女性会・すきま時間でストレッチ！

27日（木）公衛協・平和記念公園の清掃
28日（金）青少協・ふれあいパトロール

30日（日）盆踊りの練習日（中山福祉センター）

8月3日（木）連合町内会会議

鷺　5日（土）中山町民盆踊り大会
17日（木）子どもフェスティバル

24日（木）まちづくり・救急救命講習＆避難訓練
25日（金）中山社協常任理事会

31日（木）あいさつ運動

9月1日（金）・4日（月）あいさつ運動

5日（火）中山社協理事会会議
8日（金）喜楽会・一泊研修旅行（塩田温泉）
11日（月）女性会・手作●りを楽しもう

12日（火）女性会・さくらんぼの会

13日（水）膏薬会・新聞深読み講座
24日（日）第37回中山町民体育祭

30日（土）公衛協・東区散乱ゴミ追放キャンペーン

毎週火曜日　中山集会所「サロン」開設
第一土曜日　おやじの会・夜間見守り
第二・第四金曜日　訪問配食（8月はお休み）
第一金曜日　子育ての集い

第二日曜日　喜楽会・町内一斉清掃
第二木曜日　まちづくり実行委員会
毎月22日　子ども安全の日見守り活動

～　寄付お礼　～

多額の寄付を頂き有難うございました
田中　莞爾（故田中ミサ子）様　北平原町内会
大崎　正志（故大崎　安子）様　中　組町内会
高田　　守（故高田美代香）様　北平原町内会
中森　律美（故中森　一正）様　北平原町内会

松浦　　薫（社　協）木下佐和子（苦楽会）
西野　　忍（社　協）新見多美子（女性会）
岩崎由美子（社　協）君永多美子（女性会）
古谷　結美（社　協）西原　俊一（民児協）
濱岡すみ子（青少協）湊　　繁孝（公衛協）
横尾　富子（体　協）加藤　利佳（子ども会）
橋本　美奈（PTA）

本年度もよろしくお願いいたします。　広報委員一同

の幾組端観
繁＝〉七芝ア謙一生し

干732－0024

広島窟東榎申山南一丁副7・12
TEL082－280－2000

的×082ゼ89－3000

ののやま眼科 
休診白木・土牛後日曜・祝祭日 
診療　9：00－13：0014：30－17：30 

火曜日　9：00－12：00午後手術 

中山西2丁目4－6 

電話：082－562－2668 
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