
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ステージ発表 

「スーパーちんどん」「ライヤーハープ」「はつかいちベンチャーズ」のゲスト出演 

ブッチーナ（吹奏楽演奏）、廿日市マンドリーナ（マンドリン演奏）、混声合唱さくら（合唱） 

★食バザー 

  うどん、おむすび、手打ちそば、ぜんざい、肉まん、コーヒー、ケーキ、クッキー、惣菜、杵つきもちなど  

★活動紹介ブース ★フリーマーケット ★あそびコーナー ★フォトコンテスト 

掲載希望の方はセンター受付まで！
次回３１号は３月末発行予定です。 

 

 

**お問い合わせ先**  廿日市市市民活動センター 
廿日市市住吉 2-2-16  ☎0829-32-3741  fax0829-32-3742 
ＨＰアドレス http://www.hatnet.jp/ 

**ネットワーク現在の状況** 
（平成２６年 12 月末現在） 

登録団体 １７９ 団体 

 

 

― 市 民 活 動 情 報 紙 ― 
廿日市市市民活動センター 

平成２６年冬号 

Ｖｏｌ．30 

 

 
１２月２９日(月)～

１月３日(土) 
 

 
  

●避難訓練（12月 1２日 10 時～） 

消防署の指導のもと、水消火器による消火訓練を 

行いました。また避難時は「おはしも」(おさない・

はしらない・しゃべらない・ 

もどらない)の心構えで行動 

するように指導いただきま 

した。 

●大掃除 （同日 10 時 30 分～） 

有志約７０名（登録団体約３５団体）の参加をい 

ただき、普段出来ない窓掃除など、とてもきれい 

にしていただきました。ご協力ありがとうござい 

ました。 

今年度選考された３事業がすべて実施されました。来年度も連携事業の募集を行う予定です。よりよい 

活動展開の一助としてご活用ください。 

 

 

●秋のレク講習 
日時：10 月５日・19 日 

場所：市民活動センター 

   第 1 研修室 

主催：はつかいちレクリェーション 

連携：健康体操広島 

参加者数：延べ 30 人 

『みんなが笑顔で元気になるレクリェ

ーション』をテーマにみんな笑顔で元

気になりました。 

●クリスマスイルミネーション 
日時：11 月 30 日〜12 月 25 日 

   17:00〜子どもたちによる飾りつけ 

   17:30〜オープニングセレモニー 

場所：廿日市市役所前 

主催：はつかいち「青少年健全育成」新聞発行委員会  

連携：青少年夢プラン実行委員会・はつかいちレクリェーション  

参加者数：約１００人 

雨にもかかわらず、たくさんの子どもたちがオ

ーナメントを手に参加してくれました。 

 

●夏休み映画祭り 
『カールじいさんの空飛ぶ家』 
日時：8 月 24 日（２回公演） 

場所：さくらぴあ大ホール 

主催：廿日市市文化協会 

連携：廿日市市老人クラブ連合会 

参加者数：延べ 1,025 人 

家族向けに開催したが、若い人たち(カ

ップル)の来場もあり、主催者としては

喜んでいます。 

 内容は当センターの近況報告と、池田尚氏（諌早市こどもの城館長）による講演会を行います。他団体を

知る機会にもなりますので、ぜひご出席ください。 

   ◆日時：平成 2７年 2 月 7 日(土) 13：30～16：00 

   ◆場所：市民活動センター2 階 第 1 研修室 

   ◆演題：「市民活動でまちづくり、この春何か始めよう」 

   ※代表者の出席が難しい場合は、代理の方をお願いします。  

   ※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。  

 １２月６日、廿日市小学校体育館で開催し、1５チーム 45

人の参加がありました。激しいスポーツではありませんが、

どのコートからも寒さを吹き飛ばすほどの歓声が沸き、試合

を楽しむことができました。 

 

 

毎年恒例になってきたフォトコンテスト、今年もやります。

市民活動で得られた「とっておきの１枚」を大募集～！ 

テーマは「元気」元気にあふれ、見た人も元気がもらえる、

そんな写真をお待ちしていま～す♪ 
 
★応募資格：センター登録団体の方 

★応募枚数：１団体３作品まで 

★サ イ ズ：２Ｌに限ります（データでの提出は出来ません）  

★応募要領：申込用紙（センター受付に有）に 

必要事項を記入し写真に添付して提出 

★対  象：活動内容に沿ったもの 

★締  切：２月２０日（木） 

★結果発表：センターまつりにて 
 

※応募作品の返却は行いません。 

次回のフォトコンテストまで２Ｆロビーで掲示します。 

 

 

★開催日時 ：平成２７年 １月１７日（土）  

１２時３０分～１４時２０分（受付開始１２時） 

★演目：朝顔日記「贋婿入りの段」 

※八反返しあり。鑑賞後、舞台裏見学ができます 

★場所：廿日市市民俗芸能伝承館 「眺楽座」 

    廿日市市原１０７０－１ 

★交通：広電バス原線原小学校前下車徒歩５分 

★参加費：無 料 

★申込：センター事務局までお電話にて 

★締切：Ｈ２７年１月９日（金） 

★参加対象：センター登録団体加入者 

【注意とお願い】 

※駐車場はあります。 

※伝承館での飲食はできません。 

優勝チーム 
青少年育成廿日市市民会議(林田チーム) 体育指導員 4 名の方にご指導いただきました。  

前回の様子 

Ｈ２７．２．２１（土）１８時～２０時 
廿日市市商工保健会館１階 

参加費◆会員：無料 

◆一般：中学生以上 500 円、小学生 300 円  

幼児無料 

余 興：フィリピンダンス、韓国舞踊、 

ギター演奏、ラテンダンスなど 

申し込み・問い合せ：廿日市市国際交流協会 

（0829）２０－０１１６ 

Ｈ２７．３．１５（日） 
１０時半開演予定 

はつかいち文化ホール 
さくらぴあ大ホール 

大竹市・廿日市市・佐伯区湯来町で舞

台芸術活動を行っている団体の発表会

です 

問い合せ：廿日市市文化協会 

     （0829）３１－４３１１ 

Ｈ２７．１．２５（日） 
７時 10 分～１８時（予定） 

ユートピアサイオト（北広島町） 

参加費◆子ども２,０００円 

◆大 人３,０００円 

申し込み・問い合せ 

青少年育成廿日市市民会議 

（0829）３１－３２２２ 

今回のテーマは「ＮＰＯ（市民活動団体）」 

と き：平成 27年 1月 31 日（土）9：30～12：30 

ところ：廿日市市市民活動センター 第 1 研修室 

※詳しくは同封のチラシ、またはホームページをご覧ください。 

カフェ 

コーナーも 
あります 

本年度も活動成果を持ち寄り、交流を深める場として、センター

まつりを行います。 

各団体の活動発表や交流が進む内容を企画しています。今回は記

念すべき 10回目です。ぜひご参加ください 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今回も様々な活動をしている仲間を紹介します。 (^o^)丿  

廿日市市市民活動センターには続々と新しい団体の登録が行われています♪ 

平成１９年に、地域活性化策として、古くから残る津和野街道のブランド化事業に取り組んだ。この時、佐伯

観光ボランティアガイドの会を結成することにし、希望者を募集した。応募者２５名が集まり、地元の歴史遺産

の保全と伝承に、中心的役割を担い、地域の観光振興を目的としてガイド活動を続けてきた。平成２５年には、

ＮＰＯ法人として認証を受け、態勢を整備し、今日に至っている。 

内閣府では、年齢にとらわれず自らの責任と能力において、自由で生き生 

きとし、社会参加活動を積極的に行っている高齢者のグループを毎年広く紹 

介しており、このたび我が団体が選考され、紹介されている。 

街道の途中にある集落が年々廃れていることを憂慮し、「津和野街道の桃源 

郷ほとけの里中道の美観化」に着手している。この活動は「ドコモ市民活動 

団体への助成」をうけることとなり、今後の活動がさらに活発になるものと 

期待される。 

 

現在会員数約１００名、廿日市市内各地域にそれぞれ５〜６チームあり、全体で１５チーム

が活動しています。日頃は各チームで近くの公園等で練習し、親善大会や選抜大会にはほぼす

べてのチームが参加しています。上位入賞チームは県大会や中国大会等へ出場できるので、そ

れが励みとなり普段の練習にも力が入ります。 

ゲートボールは初心者には少し難しいところもありますが、慣れてくるとやみつきになるほ

ど楽しい競技です。そして高齢者にとって真にふさわしいスポーツです。高齢者の体力に無理

のない動きですが、技能の向上に努め、作戦を考え、協力し合ってチーム力の向上に努めます。

うまく出来た時の達成感は素晴らしく、皆に褒められれば誇らしく思います。 

また、専門家は、このスポーツは認知症の予防、体力の維持、長寿に大変有効であると推奨

しています。年齢は問いません、ぜひ一人でも二人でも参加して欲しいと思っています。 

私どもの協会は、シニア（中高年齢者）のライフ（総合生活）のアドバイザー（相談員）で構成された団体です。正

会員は、（財）シニアルネサンス財団から資格を認証されています。 

主な活動は、超高齢化社会を迎えた今、中高年齢者が安心な暮らしと生きがいを維持するための生活相談事業を行い、

相談者の自助自立を支援することを目的に活動をしています。すでに、ＮＨＫ放映や中国新聞等の掲載の通り、３月と 

９月の全国一斉の電話相談「シニアの悩み１１０番」などを定例開催し、２０年近く相談事業に幅広く活動しておりま

す。セミナー事業では、終活テーマの有名講師や今どき事情の話題講演会を開催していま

す。また、講師派遣事業では、「エンディングノート作成教室」など多様な項目で公民館

などとタイアップし実施しています。地域活動としては、「いきいきクラブ」「演芸ボラン

ティア」「健康とエコボランティア」などを推進しています。文化事業部では、会員や友

の会・部員のための学習や趣味の会があります。最近では、「健康マージャン」が大好評

です。 

 

問合先：０８２９－３１－２９０２（事務局・斉藤） 

問合先：０８２－２７１－８３９０（事務局・片山） 

総合型スポーツクラブとしてサッカー・テニス・バドミントンなどの球技や、ヨガ・バ

レトン（クラッシクバレエ＋ヨガ＋エアロを併せたフィットネス）・ピラティス・太極拳・

ヒップホップダンス・グラウンドゴルフなど色々な競技を行っています。 

また２年前から筋肉を蓄える運動を楽しく行う事を目的とした“貯筋ステーション”を

行っています。サンチェリーの教室が好評なので今年の 5 月から市民活動センターでも木

曜日に新たに活動をすることになりました。当初の対象年齢は 60〜70 代でしたが、年齢

に関係なくできる体操なので、今では 40～50 代の方も交えて楽しく行っています。ご指

導いただく先生は経験豊富な方で、膝や腰などに痛みのある方でも対応しています。 

当クラブは、色々なスポーツを年齢に関係なく体験できます。興味のある競技がありま

したらご連絡ください。いつでも体験出来ます。 

 
問合先：０８２９－３９－４１５０（事務局・丸子） 

問合先：０８０－５６２３－５５５８（理事長・藤咲） 

「こんなに多くの若い人を玖島で見られるとは思わんかったのう。」２０１４年３月３０日、第１回目となる

「くじまの森自由なマーケット」を開催したときの、地域のお年寄りから出た感想です。 

 「くじまの森」は２０１３年１１月、農協やコンビニの撤退、玖島保育園の廃園、玖島小学校の統廃合という

暗いニュースばかりの地域を盛り上げたいと願い結成しました。 

 知名度の低い「玖島」を広く若い世代に知ってほしい。その思いで結成初イベントである「くじまの森自由な

マーケット」ではターゲットを２０代後半から４０代の子育て世代に絞り、フェイスブック・ホームページ・ブロ

グ・ツイッター・ラインで情報発信しました。同時にフライヤー（ハガキサイズのチラシ）を作成し、子育て世

代が立ち寄りそうな施設や店舗に置きました。おかげで来客数は８００人、子育て世代を呼び込めました。さら

に玖島小学校統廃合に関連して、玖島で活動している音楽サークル・音楽家・住民と「くじま楽演隊」を結成し、

校歌やオリジナルソングを合唱しました。若かりし小学校の時代の思い出を語らうことができました。 

 3 月 14 日(土)に次回の「くじまの森自由な 

マーケット」を開催します。出店募集開始は１ 

月からです。幅広い世代に響く活動をしていき 

たいと一同士気を高めています。 

中道 大名庵 入り口付近の草刈りの様子 

問合先：ＨＰ：Kujimanomori.com 
    Tel：０８２９－７４－３４５６ 
    Fax：０８２９－７４－３４５７ 

（rags-to-riches 淀川） 


