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令和初の盆踊り大
会は、

8月3日（土）

約 1700名の
ただき、暑さに

ご参加をい

わいと なりま
打ち勝つ賑

した。

二葉中学校の生徒ボランティアの

皆さんにも手伝いいただきました。

盆韻a.11:-会に協賛いただい記皆懺
ーご協力高りがとうこさい審し記ー

閥 IHIインフラシステム、西松・大之木建設共同企業体、大成建設（樹、

きむら歯科、小畠クリニック、お年寄りの家ことぶき、（掬仏光社、広成建設（梱、

誠電気設備工業閥、（株網本工業、スパーク中山店、島屋不動産、

マチのとこやさん、侑）時代屋、ののやま眼科、 三原皮ふ科アレルギー科、

味お墓の江坂、（梱スギコー広島、圃藤田資材、（有）ウエムラデンキ、

閥藤環境、寿老園老人ホーム、はちペットクリニック、（掬富田、中山整形外科医院、

ベルフィーユ、 BarBerタナカ、 サ ン ヒ ル ズ 広 島 、 ホ ー ム 薬 局 中 山 店 、

固ハリコ自動車、焼肉伽耶、オートガレージタカキ、 B&Bシロップ、

カープ鳥中山店、パティスリーアン、 (fflマツダ、中国新聞中山販売所、

~ ..., ' 

叫“味広島オフコ （順不同・敬称略）

ill 
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7月 26日（金） 1 9時より、暑さの残る中、二葉

中学校区ふれあいパトロールが実施されました。

中山小学校を起点に総勢 10 0名が 3コースに分

かれ、自転車の無灯火や 2人乗りへの注意、公園や

ゲームセンタ に不審者がいないかなど巡回しまし

た。

夏休み期間ということ

もあり、児章の参加も多

く、保護者に手を引かれ

パトロールする姿は、微

笑ましくまた、たくまし

い光屎に、安全を願う思いを熱くしたパトロールと

なりました。 （青少協野村順治 ）

讀響〖二野彎賣しく
熱中症注意の予報が続く 7月 29日（士）、朝 7

時から今年も盆前清掃を行いました。

喜楽会の理事、おやじの会、女性会の皆さんの

協力を得て、総勢 65名で中山集会所、老人集会

所、郵便局前にある忠魂碑の 3カ所の樹木の剪定

と草抜きに汗を流しました。生命力

旺盛な雑草は士嚢袋に 65袋、切り

落とした枝は 15束あまりになり、

すっきりと涼しそうになりました。

暑さを避けて朝早くからの作業で

したが、涼しい時期に実施したらどうかの声もあ

りました。忠魂碑の管理を含め、今後への課題を

残した活動となりました。

（喜楽会 木下 佐和子）

かやま
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想い、伯冠
願う心
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8月 6日（火）朝 7時前、

ド和記念公園に着きました。

平和記念式典に向かう沢

川の人。献花するための長

蛇(/)がlj 小":村が降り Ii・［ふ、年齢国籍問わず多くの

人達が立って見守る中、式典が始まりました。

黙祷の時は、毎年祖父母の事が心に浮かびます。

次第に強くなってきた雨も、私が献花をする頃に

は上がり、祖父母が見守ってくれてたのかなと思

いました。平和への誓いを直接聞き感動し、帰宅

後 2人の子どもと『原爆と平和』について話をす

ることができました。

母として、子ども達の世界の平和を願います。

（ライプヒルズ未来大久保頌子）

丈蹄めぐ）
～中山と地l-

6月 25日（火）、

ある史跡の中から、

巡りました。

中山集会所に集まり、土井四郎氏頌徳碑から旧

中山小学校、二宮尊徳像の台座、かべ道、大師像、

石仏社、上半分レンガ造り下半分石造りの戸坂方

面に抜けるトンネル、蛇トンネル、中山川と各箇

所で説明を読みながら拝観しました。

歴史を感じる石碑や石仏が上組周辺だけでも沢

山あり、中山全体に数多くの旧跡、名所があるこ

とに改めて気付かされました。

現在道路整備工事が行われ、新しい町に変わり

つつありますが、多くの史跡が失われる事なく、

後枇に伝えられますように願います。

（女性会今村

中山女性会員で中山カルタに

中山上を中心とした十力所を

ら ，U~1事の栄養帽給呟止
8月 22 n (木）、切木み•了＾ビもフ ．． ，・スティ l~ルが1削催され、楽しく

〗〗［三f~~~トii~;三~!三五位を満し伍如こともできました。 「一緒に笑う・食べる・遊ぶ・目指す」を合言葉に、家族や友人と過ごす時間が、心

の栄養も補う大切な時間であると改めて感じ、自然と笑顔がこぼれる一日となりました。

（子ども会 古谷

信子）
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高速5号線NATM Q 
トンネル発破体験会

8月 26日（月）、広島市高速公団と西松・大之木建設I事共

同企業体様のご好意により、高速 5号線NATMトンネル工事

の発破体験会が開催され、 33名の参加者が貴重な体験をされ

ました。

初めに工事内容、発破についての説明を受けた後、防音ハウ

ス内に移動後、大きな専用特殊機

械やダクト設置などの大型施主設

備の説明を受けながら、驚きと関

心の内容に、参加者全員が目を凝

らし興味深く注視していました。
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爆破の方法は、 トンネル断面の 80 

カ所に深さ lm20cmの穴をあけ、ダ

イナマイトを底まで押し詰め、電気仕

掛けにより、おおよそ 0.3秒遅れで

80カ所を爆破するそうです。爆破は

日に 2回行われ、 1日に 2.4 mの進捗だそうです。

実際の爆薬を見せていただきながら、恐る恐る質開され

る方もいらっしゃいました。防音扉の外にある防音ハウス

内で、爆破の際に起こる振動を体験させていただき、その

揺れなどの迫力は実際に体験した人でないと解らない感覚

でした。爆破の様子は録画映像で見せて頂き、とても貴重

な体験となりました。 （中山社協西野忍）

災シリーズcs:

災喜時0麒粗について

今年もご協力を
命卿I、11eし参オ／

10月より、各町内会に ・1, 
凰覧させていたださ参す。 ［羹冠
町民〇皆様0ご宣撮を

布待ちして布り害す。

中山福祉センターは土砂災害危険個所に建って

いるため、警戒レベル3相当「避難準備・高齢者

等避難開始」が発令された場合、皆様の安全を確

保するため施設が閉鎖されます。

避難経路、避難所の確認など、常に最新の情報

収集に努めてください。 ＊令和元年 10月現在

中山地区杜会楯祉協議会

JOJl27日1・日）に、中山小学校：こて弔 2-t. 同

二世代父砒会が開催されます。二世代交流云心は、

中山社協をはじめ、青少協、民児協、女性会、喜

楽会の方々にご協力いただき、割り箸てっぽう、

ペットボトル風車、お手玉、すいとん作りを枇代

間で体験し、昔遊びを通じて地域の方との交流を

深めることができます。

また、三世代交流会の日から一週間、 『学校へ

行こう習慣』が始まります。学校の様子を見てい

ただけたらと思っています。奥味のある方はこの

期間、お気軽にお越しください。

（中山小PTA 林
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二級整鯖士・自転車組訂士の店 し

自転車・パイク 販売修理丁
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@~ 閏仏光社

戸翌ア＊—-tL.
〒732-0024
広島市東区中山南一丁目17-12

TEL 082-280・2000 
FAX 082-289-3000 

ののやま眼科
休診日木・土午後日曜・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 

しヽ一＿ 
一... 

三原皮ふ科アレルギー科
中山東2T目2番 1-2号

B 082-289-5050 

&・ 内科
訪問診療 13:00~15 :00 

小畠クリニック
フォレオ広●●虞

rz鱈ヨ←ヨ&4

。株式会社スギコー広島
荷役搬送機器販売•修理

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、バッテリー

東区中山中町13-2

TEL(082)289-1768 

FAX (082) 289-4933 
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主な行事予定 いきいき活動ポイント付与の

双~.. "-、”‘
行事につきましては、事務局

. , ,, か "'"'";グ
までお問い合せください。

10月3日（木）クリーンマイタウンニ葉

5日（土）連合町内会会議

8日（火）女性会・さくらんぼの会

9日（水）喜楽会・消費者被害にあわないため

17日（木）公衛協・健康教室

19 日（士）青少協•青少年健全育成大会

20日（日）稲生神社例祭

21日（月）女性学級・施設見学「日本銀行広島支店」

25日（金）公衛協・広島市公衛協推進委員大会

25日（金）中山社協常任理事会

27日（日）三世代交流会＇

29日（火）女性会・第43回文化祭

11月2日（土）公衛協・健康ウォーキング

3日（日）喜楽会 ・第 14回文化祭

5日（火）社協理事会議

10 日（日）体協•町内耐久グラウンドゴルフ大会

12日（火）女性会・さくらんぼの会

13日（水）喜楽会・欝演「私はガンと共生する」

16日（土）社協なかやま広報委員会

17日（日）亥の子まつり

19日（火）女性会・日帰り研修旅行

22日（金）中山小・見守り活動に感謝する会

12月 1 日（日）体協• 町内スポーツ大会「吹き矢」

5日（水）連合町内会会議

8日（日）愛の献血

10日（火）女性会・ふれあい広場きんさい市

11日（水）喜楽会・ゲームと会食で年忘れ

14日（土）青少協・中山地区年末防犯パトロール

15日（白）公衛協・年末一斉清掃

16日（月）女性学級・交流会

18日（水）中山社協常任理事会

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 l健康体操」開催
第一士曜日おやじの会・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 ・IIIT内一斉清掃
第二木曜日まちづくり実行委員会

～寄付お礼～
多額の寄付を頂き有難うございました。

正木寛治様（故正木サチェ）様ライブヒルズ末来

0特別蓑護老人ホーム0デイサービス
〇りーt・祁付き高齢者向け住宅〇居宅介護支援事業所
0ショートステイ〇ヘルパーステーション

〒732・0045 広品市東区閉lT目1-28

ー今

｀
 

儲展教室のこ案内

謡知症予防

主催：中山学区公衆衛生推進協議会

日 時：令和元年 10月 17日（木）
10:00,..,._,11:40 

会 場：中山福祉センター 1階会議室

対 象：どなたでも（いきいきポイント対象）

定 員 ：3 0名（定員になり次第締め切り）

締日： 1 0月 10日（木）

申込方法：中山社協まで電話もしくはFAXにて

ご連絡ください。

女性会

巳時：10月29巳（火）

10時～

所：中山集会所

.-. —- _.., •• 一

匹
疇

喜楽会

日時：11月3日（日）

10時～

場所：中山福祉

センタt冷
~~ → , ・・・c ,~ ,c: ,,; 叫,'"に'"'・・」L ・ ●・ ,cf, •,,,,,c二

町内耐久

グラウンドコ‘ンレフ大会
論， ．．． ・日時：令和元年11月10日（日）

:、沿いl
バ 場所：中山小学校グラウンド

I 
詳しくは各町内体育委員または

体協までお問い合わせください。
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漫0饂」i:i帥＜邸,,で
日時： 12月88(8)

JO時-12時・13時-16時
場所：ス"一，，中山店駐車場
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VLPガスのこ用命は

...... ~ 吉田物産株式会社

〒i32ヽ、0024 広島i!凍 l吋叫南1「H炉tJ
'[\• l : 082-289-2089 r代・i

Fax: 082-祁O---<xn7
デイサービス中ill'lil・-1・:!X 
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