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広島市は、嘗0才撤上の右の社会参軸を廊援するため、
Llきしlき活動ポイント事業を脆めました！

Llくつになって壬、元寮でL博しl蕾と暮うL続けモLlと

みんなが願ってLlます。どの富めl二は、健康診蜜を受け

亙り、描陸的lこ伸操や地域の‘‘サロン’lこ通ったりする

ことが大切です。未申、ボランティア活動等でやりがい

を持って活躍することモLぜLぜ輝け電離韻です。
あなモモ胴日から、活動を脆めまLよう！

黛計開聞：範軍曾語1日～翌年8日ろ1日まで
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一中山地区

保護司会－
保護司は、犯罪や非行をした人たちと、定

期的に面接を行い、更生を図るための約束事

（遵守事項）を守るよう指導するとともに、
生活上の助言や就労の手助け等を行っていま

す。中山地区では3名が活動しています。
犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯

した人の更生について理解を深めていただく

為、毎年7月には“社会を明るくする運動”

強調月間として、講演会やスポーツ大会など
様々な活動を展開しています。

（中山地区保護司会　池本
園田田園
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平成29年4月で、設立10周年を迎え、
おやじの会の発足を思い起こしてみました。

平成17年11月22日、‘‘木下あいりち

ゃん事件”をテレビ報道で知りました。

私事で恐縮ですが、次女に「来年から1年
生じやのう！」「ランドセルは何色がええか

のう…。」と他愛のない会話をしている時期

でした。

子ども達にとって、安心・安全で、住み良
い町づくりの一助になれば…という思いから

中山地区社会福祉協議会・各種団体の諸先輩
方の指導により、夜間パトロールや、地域の

行事等に積極的に参加してきました。

Io同年は通過点です弓
これからも初心を忘れず、『おやじの会』

一丸となII社会貢献していく所轄です。

（おやじの会　渡遽　幸雄）
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竜王しイに★

二葉中学校では、学校と地域が連携協力す

る活動として、10月16日（月）に『ウtl
－シマイタウン二葉』を実施します。

二葉中学校の生徒と中山小学校6年生の児

童が、地域の皆様と一緒に、集会所や公園、

幼稚園・保育園などで清掃活動を行います。
この機会に、地域の歴史や高速5号線道路

工事で変わりゆく現状などを子どもたちに話
していただけたら‥・と考えています。

多くの皆様のご垂加・ご協力をあ待ちして
おります。　　　（実行委員　三宅　繁幸）

ヾ：／／＿　÷ン ●字．てこ．シーシ

10月29日（日）「第22回　三世代交

流会」が、中山小学校にて開催されます。
授業参観の後、各学年毎に、紙ひこうきゃ

割りばし鉄砲・お手玉など、懐かしい物作り
を教えてもらい、6年生は平和学習の一環と

余　　して、“すいとん”作りをします。

霊　　　その後の遊びコーナーでも、折り紙やミサ
‡　ンガ作り、ゲームもたくさんあります。

祝しいちゃんIi祝はゐちゃんl

楽しい時間を一緒に過ごしましょう！
（中山小PTA　橋本　美奈）

亀嵩譜器 
バッテリーリフト、牽引車、ハンドリフト、 

テーブルリフター、電動運搬台車、バッヂノー 

東区中山中町13－2 
TEL（082）289－1768 

FAX（082）289－4933 
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猛暑の続く中、8月17日（木）中山福祉
センター2階ホールにて、「子ともフェステ

ィバル」が行われました。

今年は、東警察署とJAFの方々にご協力
いただき、横断歩道体験やクイズ方式で交通

ルールを楽しく学ぶことが出来ました。

クイズ終了後には、全員に、顔写真入りの
“安全免許証”が発行され、大喜びでした。

最後に事うり☆マンによるホ楽し軸抽選会
もあり、とても楽しい1日となりました。

来年も、たくさんの子ども達に参加しても
らいたいと思います。

（子ども会　加藤　利佳）

高言＿　　　立証趨¢みぞを毛管よおや（子細々 

まく・：i串鮮お箸勘凋 
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7月22日（土）毎年恒例の盆前清掃を、

強い日差しを避ける為、午前7時から始めま
した。中山集会所・老人集会所、小学校前の

忠魂碑周りの樹木の勇定や草抜きです。

集会所運営委員会のメンバーをはじめ、総

勢うう名の方々のご協力をいただき、3か所
合わせて90袋のごみ袋が積み上げられまし
た。『盆前虐げで桟＜、良く利用している私

達がもっときれいにしなく亡は・・・』と喜楽会
や、まちづくり実行委員会の有志数人が、年

に数回ほど草取りをしていま

す。おかげで様で、気持ちよ
く集会所を利用する事が出来
ています。皆さま大変有難う
ございます。

（喜楽会　木下　佐和子）

箪講義蒜会社 
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瑞江鱗畳鰯唖滞 

酎l叶っ乙‥
8月6日（日）午前8時15分に始まった

『第72回広島市原燦死没者慰霊式』に、中

山地区からの被爆者代表として、献花参列に
行ってきました。

私は当時3歳で、弟2人と母、祖母で裏山
の防空壕に居り、強い爆風だった事をよく覚

えています。既に祖父母、父母とも原爆死没

者名簿に記載され、奉納されております。
「一度は式典に参加したい」との思いが、

今年実現いたしました。

現在の広島は、花や木であふれ、立派など
ル街になりました。

私もいずれ名簿に記載される日が来ること
となりますが、それまで精一杯頑張ろうと思
います。どうもありがとうございました。

ヽ■　　　し．ヽ′，

（中組　大原　正紀）
1ヽ、ノ

本署・捻子
雲義甲

中山児童館放課後児童
クラブ（あすなろ）では

子どもたちの親睦や、地
域の皆さまに活動を知っていただくことを目

的として、毎年夏祭りを開催しています。

今年も7月22日（土）に中山集会所で、
お菓子釣り・空缶積み・スーパーボールすく
い等のゲームに加え、フランクフルトや焼き

鳥、ピールなどの夜店を出しました。
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250名を超える参加者で、フィナーレに

は花火を実施して、会場は大盛況となりまし
た。

（あすなろ夏祭り実行委員　有田　朋子）

騒義治等窯詳報 
◆ 

詔園開閉開園閲隈遡 ．整…重囲∃田園竪 

ディザービ青∴中両賞上告約1∴恨事創約一銃14 

ショートえチイ　両日中主宮言語′な∴地上歌沈吟㍍あ 

凄くデイサー昔年　中高車上年前・5∴馳上蔀淘・6875 

＝感態擬主義薗線蜂繚窮ま鈍感 

額畿欝雷管喜一穿∴駿灘撥遷 
享 軒遠洋プ 

軌郎帥∵手強日計・翻‾駁望遠か・密醗ず 

やヽ
一カな協

人
春
子
常
幸
￥
鳥
で



平成29年10月1日（4）　　　　　　社　協　な　か　や　ま　　　　　　　　　　　　第137号

主な行事予定　窪ま認諾誤護憲
合せください。

10月5日（木）連合町内会会議
10日（火）女性会・さくらんばの会
11日（水）喜楽会・チョコレートの世界へようこそ！

15日（目）稲生神社例祭
16日（月）女性学級・施設見学「サンヒルズ広島」
16日（月）クリーンマイタウン二葉

20日（金）公衛協・広島市公衛協推進委員大会
21日（土）青少協・青少年健全育成大会
22日（日）献血協・愛の献血
23日（月）中山社協常任理事会
25日（水）広島市防災訓練センター体験学習
29日（日）三世代交流会

11月1日（水）女性会・第40回文化祭
3日（金）喜楽会・第11回文化祭
5日（目）公衛協・健康ウオーキング
5日（日）体協・町内耐久グラウンドゴルフ大会
5日（日）社協理事会議
7日（火）女性会・さくらんぼの会
8日（水）喜楽会・冬の健康づくり
18日（土）社協なかやま広報委員会
19日（日）亥の子まつり

22日（水）中山小・見守り活動に感謝する会
28日（火）女性会・一泊研修旅行

12月3日（目）体協・町内スポーツ大会「卓球」
5日（火）連合町内会会議
9日（土）青少協・中山地区年末防犯パトロール
10日（目）公衛協・年末一斉清掃
12日（火）女性会・ふれあい広場きんさい市
13日（水）喜楽会・ゲームと会食で年忘れ
14日（木）まちづくり・交通安全講習（仮称）
15日（金）中山社協常任理事会
18日（月）女性学級・交流会

毎週火曜日　中山集会所「中山サロン」開設
第二火曜日　中山集会所「健康体操」開催
第一土曜日　おやじの会・夜間パトロール
第二・第四金曜日　訪問配食
第一金曜日　中山子育ての集い
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

今年巷瑠カを
∂甥彫〝焙じます′

iORよIl、各町内会に回覧させこ
い屡磨きます。

薄扉灘撥
擬騒懸繚

町民の皆様のご支援を
ホ待ちしこホIlます。

中山地区社会福祉協請

銚寮亀艶料 
驚こう点差ア謙一ii」＿ 

干732－0024 

広馬前寮庭中山南一丁副手12 
TELQe2－280－2000 

FAXO82－289－3000 

飾休会脚貰い陳腫輔
＿き船舶脚とう襲い毒した－

五洋・沼田建設工事共同企業体、若松建設㈱
大政建設工業㈱、スパーク中山店、㈱仏光社、
小島クリニック、ののやま眼科、きむら歯科

誠竃気設備工業㈱、㈱スギコー広島、㈱お墓の江坂

㈱富田、三原皮ふ科アレルギー科、㈱藤環境
マチのとこやさん、中山整形外科医院、㈲時代屋

㈲ウエムラデンキ、お好み焼き田舎っぺ、焼肉伽椰

島屋不動産㈱、カープ鳥中山店、パティスリーアン

松野クリニック、B＆Bショップ、㈲ハリコ自動車

BarBarタナカ、サンヒルズ広島、水野工務店

はちペットクリニック、オートガレージタカキ

㈱マツダ、中国新聞中山販売所、㈱広島オフコ

（順不同・敬称略）

佐　相β腕体雷 � 

9月24日（目）子ども達の �力強い選手宣 

誓で第37囲「申出学区町民体育祭」が開催 
されました！参加者・応援者で約1，400 

人となり、6チームが健闘しました。 

優勝 準優勝白組 3位黄組 （体協横尾富子） 

～　寄付お礼　～

多額の寄付を頂き有難うございました

新宮　良二（故新宮　了顧）様　西平原町内会
宮本恵美子（故宮本　和昭）様　中　組町内会
堀江　和義（故堀江恵美子）様　成城台町内会

ののやま眼科 
休診日木・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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場細輸〇〇〇喜 

○○輸－ 

▼ 

三原皮ふ科アレルギー科 

中山東2丁目2番1－2号 
℡082－289－5050 


