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町内会加入世帯数　5，264世帯

エキキタ街区公園緑地清掃事業

尾長地区連合町内会は、工キキタの様々な人々と協

働し、工キキタの魅力を高め、安心安全で賑わいと活

力ある町づくりの一環として清掃活動に取り組み、6

月15日（木）9時、二葉の里地区公園緑地部分の一

斉清掃を実施いたしました。

近隣企業からも多くの方々に参加していただき

100名以上の人々が集まり、良い汗を流しました。

TV、新聞の報道もあり、ある程度周知できたものと

思います。

今後は毎月第三木曜日9時から実施いたします。よ

り良い事業として努力を重ね、取り組んでまいります

ので、皆様方のさらなるご支援、ご協力を宜しくお願

いいたします。

尾長地区連合町内会会長　山城政之
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「社会を明るくする運動」街頭広報

東地区保護司会では、7月1日（土）広島駅新幹

線口広場で、「第67回社会を明るくする運動」一斉

街頭広報活動を実施しました。

塞』∴話中∴ふ

「社会を明るくする運動」は犯罪や非行のない明

るい社会の実現を目指している全国的な運動で、7

月を強調月間としております。

「第67回社会を明るくする運動」東地区推進委

員長である東区松出区長、広鳥保護観察所山口統括

官、広霊駅石原駅長、東地区更生保護女性会竹内会

長ほか67名でご通行中の方々に「社会を明るくす

る運動」の目的と重要性をマイクで訴えるとともに

パンフレットとティッシュペーパーなどのグッズを

配布しました。

昨年は東地区が県下のモデル地区に選ばれたこと

により、「社会を明るくする運動棄区推進大会」を開

催し、多くの方に参加いただいたこともあり、グッ

ズを受け取った後に、m読される光景が目につきま

した。

その他の広報活動では、公民館まつりに代表され

る東区の主な行事に参加し、覚せい剤の使用防止を

訴える薬物乱用院止活動を行うなど、犯罪の予隋に
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尾長地区自主防災連絡協議会より

6月23日（金）、東消防署において、「平成29年

度尾長地区自主防災連絡協議会総会」を行いました。
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東消防署副署長を始め消防団、社会福祉協議会など地

域の諸団体長、および協賛いただいている企業役員の

方々にご参加いただきました。昨年の活動報告に続き、

今年度の活動方針や防災用備蓄品などを討議し、災害

に強い町づくりのために、一層の活動強化に取り組む

事としました。今後とも皆様方の益々のご協力をよろ

しくお願いいたします。
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自主防災連絡協議会副会長

≪自主防からのお知らせ≫

∴；－∴∴、． �1ノ 十一、∴1上 官零れ ∴ �） 鰹皆薙．騒－ l、ie、 ∴1 申ふ 掌；。． 　子 �∴「 

∴∴ 漑“鯨－‘ � �園田 

信濃　玉雄

各町内会に「照

明器具」と車か

ら電源が取れる

「車載用インバ

ーター」を寄贈

しました。

夏の夜、祈りと平和の夕べ

8月5日（土）、千本のロウソク

と夏の花ひまわりで、8月6日を

前に広鳥を訪れる方をお出迎えし

ました。≪囲前寺手品みなと太鼓≫
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エキキタおながフェスタ2017

7月30日（日）尾長小学校
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「高齢者等安心見守りネットワーク」情報

工キキタおながフェスタの中で、二葉地域包括支援

センターの協力を受けて、高齢者等安心見守りネット

ワークの相談受付けとパンフレットの配布を行いま

した。また、救急医療キットと見守り協力事業所の紹

介をしました。
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