
 

 

                           

 
**ネットワーク現在の状況** 

（平成２８年６月末現在） 

登録団体 １６５ 団体 

掲載希望の方はセンター受付まで！
次回３７号は９月末発行予定です。 

 

 

― 市 民 活 動 情 報 紙 ― 
廿日市市市民活動センター 

平成２8年夏号 

Ｖｏｌ．36 

 

提案型連携事業は、市民活動センターに集う市民活動団体同士が連携し、事業や活動を通して、お互いに

支え合うことで他の団体に興味を持ち、理解することによりそれぞれの得意分野を活かした、よりよい活動

が展開されることを目的として実施します。応募した団体が６月９日の運営協議会でプレゼンテーションし、

審査・選考した結果、次の事業に決定しました。 

 

 

●みやうち冒険あそび場 

・平成 28 年 3 月 27 日プレオープン  

 7/10・8/7・9/11・10/9・11/13 

12/4・1/15・2/12・3/5 

いずれも日曜日１０時〜１５時 

★「自分の責任で思いきり遊ぶ」

公園を一日借りて、子どもが 

五感を使って徹底的に遊べる

「あそび場」を展開する 

主催：青少年夢プラン実行委員会 

連携：はつかいちレクリエーション 

●世界のボードゲームを楽しもう 

 〜良いゲームを知ろう〜 
  

・１１月開催予定 

★世界で遊ばれている良質のゲーム

を実際に楽しんでもらい、ボード

ゲームの良さを知ってもらう 
 

主催：いち・に・さん 

連携：NPO 法人 おおのの風 

   

●かよちゃん学級 

・７月２８日（木） 

 ８月４、１８、２５日（木） 

 １２月２２日（木） 

★孤立しがちな子ども達の支援

を目的に、食事や勉強、あそび

を一緒に行う 
 

主催：青少年育成廿日市市民会議 

連携：廿日市市ＰＴＡ連合会 

１階北口に団体用の掲示

コーナーを設けていま

す。イベントや講座のお

知らせ、団体の広報誌 

設置など、PR にご活 

用ください。（掲示コ 

ーナーご利用の際は、 

受付までお申し出く 

ださい。） 

◆日時：７月２９日(金)  

９：３０〜１２：３０ 

◆場所：市民活動センター 

◆定員：３０名（先着順） 

    対象：小学生 

◆内容： X
エックス

ジャイロ（工作） 

   ：ブラックライトシアター（鑑賞） 

◆参加費：５００円（軽食付き） 

**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/ 

https://www.facebook.com/shiminkatsudo.hatsukaichi 

※X ジャイロは筒形

の飛行遊具で、手首

のスナップを利かせ

回転力をつけて飛ば

します。 

 
 

 

私たち家族は 2011 年 3 月の福島第一原発事故を契機に、子育てに安全な場 

所を求め栃木から移住してきました。家族は、私と妻、3歳の息子と 1歳の娘で 

す。家は築 70 年の古民家で暖は薪ストーブで取り、お風呂も薪で焚く五右衛門 

風呂です。家族の会話やふれあいを大切にしたいのでテレビはおいていません。 

集落には私たち家族と、80 歳後半のお婆ちゃんがお一人で暮らしています。 

冬の積雪がある時期以外は5家族の方が作物を育てに、麓から通っておられます。

大虫には、人の生活と自然が調和した人里の原風景がまだ沢山残っており、五感

を通して四季折々の変化を堪能できます。 

私の一日の生活は主に家事と育児で、週末にはさいき文化センターでヨガの講

師をし、また書家として看板や表札の作製、パッケージのデザインや作品作りも

します。妻は研究職に就き、職場まで車で 1時間程かけて通っています。 

もうすぐ蛍の舞う季節になります。雨の日以外は毎晩家族でお散歩するのが日

課となるので、とても楽しみです。 

 

（永慶寺川の自然を守る会【AKG いいとも隊】）  

 

 市民活動ネットワーク登録団体のみなさんが安心

して、地域貢献活動を行うことができるよう、活動中

の思わぬ事故を対象とした保険制度です。 

なお、保険の対象となる地域貢献活動には、一定の

要件がありますので、詳しくはお問合せください。 

お問合せ 協働推進課（℡0829-32-3810） 

他県から廿日市市に移住して、地域で活躍されている方を紹介

します。今回は、佐伯地域虫所山の楠田さんご一家です。 

楠田さんご一家もカレーを作り、

来場者へ振舞うなどして、地域の

方々と交流しています。 

ｱｲ 

大虫さくらまつり：キャンドルで枝垂桜をライトアップ 

宮川 

小田 

倉田 

竹下 陳 宇山 

米原 

チームはつかいち 
第４回 まち塾“本気で地域をつくる若者を育む”～NPO 法人おっちラボの活動紹介～ 

 日 時：９月１０日（土）10：00～12：00    
場 所：串戸市民センター 
参加費：無料（カフェコーナーあります）    
申込み：下記メールアドレスにお名前、お申し込み人数をお送りください。 

teamhatsukaichi@gmail.com 

どうすれば若い人たちが地域づくりに

かかわってくれるだろう？ 

島根県雲南市の事例を参考に、参加者

みんなで考えます。 

◆主催：チームはつかいち 

原文を抜粋して掲載しています。原文はセンター交流スペースに掲示していますので、ぜひご覧ください。 

 

８月１４日(日)～８月１６日(火) 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先：０８２７－５７－５９４５【代表：白石】 

問合先：０８２９－３９－４６８５【代表：吉本】 

 

From: Hamada Koji 

[mailto:takakoji1121@nifty.com]  

Sent: Thursday, June 18, 2015 11:00 PM 

To: k-kiyama764@hatnet.jp 

Subject: 原稿修正のお願い  （なないろ 

浜田） 

 

市民活動センター  木山さま 

 

広報誌、最終確認の原稿をありがとうございま

した。 

１箇所修正をお願いします。 

冒頭→私たちは、８人編成の～・・・とありま

すが、現在１名産休中のため（写真にも写って

いない） 

７人編成に変えて頂ければと思います。 

お手数おかけします。よろしくお願いします。 

な お 、 何 か あ り ま し た ら

sax7colors-nanairo@yahoo.co.jp にメールを

頂ければと思います。 

よろしくお願いします。 

 

７colors なないろ 浜田 

 

 

問合先：０８２９－３１－６７７８【担当：中下】 

子どもに本を手渡すことにつながる活動と、そのための勉強会をしています。本を紹介するためにはまず

本を知ることから。古典児童文学の課題本を読んでくる読書会もしています。会員の中には、保育士や図書

館司書もいます。皆、家事や子育てをしながら、ボランティア活動中です。 

グループ名は、会員のひとりが大好きな『小さい魔女』（オトフリート・プロイスラー 作 大塚勇三 訳 

学習研究社）からいただきました。 

 質の良い児童文学は成長物語が多く、つらいことを乗り越えた達成感や満足感を味わうことができます。

読み終わったときに満たされた気持ちになれる本は、生きる力につながると信じています。読書離れが進ん

でいる現代ですが、本の楽しさや面白さを子どもたちに伝えていきたいと思っています。 
 

―実践活動― 

・小学校や保育園・幼稚園でのおはなし会（絵本の読み語り、ストーリーテリング〈お話を覚えて語る〉、

わらべうた、詩など） 

・廿日市市内の小学校でのブックトーク（本の紹介） 

・はつかいち図書館でのおはなし会 

  

  

 

 読書離れが進んでいる現代ですが、本の楽しさや面白さを子どもたちに伝えていきたいと思っています。 

剣道は稽古を続けることによって心身を鍛練し人間形成を目指す 

「武道」です。剣道は相手の人格を尊重し、心豊かな人間の育成の 

ために礼法を重んずる修行です。 

剣志会は、日本の文化である剣道を学び、青少年の心身の鍛錬・ 

技術の向上を図り、強く・正しく・明るい青少年を育成し、実社会 

に貢献できる人間性を養成することを目的に活動をしています。 

夏の錬成合宿や暑中稽古、寒稽古、剣士・指導者・保護者もみん 

なで楽しめるレクレーション等も取り入れています。 

また、昭和３５年から県下少年剣道大会を主催しており、広島県内はもとより九州など西日本地区の剣

道クラブにも参加していただいています。この大会を通じて、剣士たちが友情を深め、生涯にわたって剣

道に親しみ、剣道を愛する人になれるよう期待しています。 

稽古日は、毎週水曜日と土曜日の 18:30～21:00 まで、場所は七尾中学校体育館で行っています。剣道

に興味のある方は、体験もできますので見学に来ていただけると幸いです。 

廿日市市合唱祭は今年１０回目を迎え、５月 22 日さくらぴあ大ホールに於いて、 

２９合唱団延べ６９０余名がステージに立ち、入場者数は約 1,400 名だった。それ 

ぞれの合唱団の特徴を生かした様々なジャンルの曲の演奏で、心のつながりを深めた 

楽しい合唱祭だった。また１０周年を記念し、合唱音楽の広がりを廿日市から発信し 

ようと、近隣の大竹市と佐伯区の合唱団にも賛助出演を依頼した。合唱祭を作り上げ 

てきた方達や陰で支えていただいたすべての皆様に感謝し、１０年継続できたことを祝うとともに、こ 

れからも合唱の持つ力で笑顔・思いやり・感謝・絆など、人としての心の豊かさと温もりのあるまちづ 

くりに寄与する合唱祭になるように努めていきたい。合唱団員の合唱連盟に対する所属意識と目的意識 

を高めるためのロゴマークを募集し、キャッチコピー「響きあう 心が織りなす ハーモニー」のもと、

今後とも廿日市市合唱連盟の活動をさらに進めていきたい。 

平成 27 年度卒業生を送る会 

 

廿日市市合唱連盟 
ロゴマーク 

広島広域公園のサブグラウンド 
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★おすすめの古典児童文学の一部を紹介します。 

・『トムは真夜中の庭で』（フィリバ・ピアス 作 高杉一郎 訳 岩波書店） 

・『ラモーナとおかあさん』（ベバリイ・クリアリー 作 松岡享子 訳 学習研修社） 

・『小さい牛追い』（マリー・ハムズン 作 石井桃子 訳 岩波書店） 

 

雨空でうっとおしい天気が続くこの時期、そんな憂鬱をパァ～っと吹き飛ばすような団体が新たな

仲間に加わってくれました。スポーツや読書など、得意分野を通して地域のみなさんと交流し、自

分たちも地域も元気になる。ボランティア活動の目指す１つの理想の形ですね。 

 ＜仲良く！楽しく！元気よく！＞をモットーに誰もが、いつでも、どこで 

も、いつまでも出来る生涯スポーツとして昭和 57 年に鳥取県泊(とまり)町 

で誕生しました。広島市安佐南区の在校生 1,000 人を超すマンモス小学校 

ではグラウンド・ゴルフクラブを作り、クラブ活動として楽しんでいます。 

各地域でも小学生や高校生とのグラウンド・ゴルフ交流会を毎年定期的に実 

施し、クラブにも触ったことのない初心者も、体験して大喜びし好評を得て 

います。老人会や町内会で活動の一環として毎年グラウンド・ゴルフ大会が 

開催され、老若男女問わず愛されるスポーツとして普及し、多くの人々に愛 

好され、近くの公園などでプレーを楽しんでいる風景がよく見られ 

ます。 

 現在の登録会員数は広島県が 6,400 名、当協会は 18 クラブ、 

400 名余りの会員で交流促進と親睦、また健康維持のため廿日市 

市内でグラウンド・ゴルフの交歓大会を年 12 回程開催しています。 

 平成 27 年度からは国体の公開競技に採用され、ますますグラウ 

ンド・ゴルフの愛好者が増えています。この楽しさをぜひ貴方も体 

験してみてください。 

・主に体験出来る場所は、阿品台野球場（阿品公園内） 

土・日・祭日を除いた毎朝 8:30〜9:30 


