
２ ０ １ ５ 年 （平 成 ２ ７ 年 ） ５ 月 １５日       西公民館だより 第 １ ６ ４ 号　（１）　

　　　　2015年度　スタートしました！

    ＊会議室＊

 ＊団体交流室＊ 　  　　　　     ＊実習室＊

学区の皆さまには、いつも公民館活動にご理解・ご支援・ご参加をいただき、感謝しております。

今年度より新しくなった公民館は、県内産の材木を使用していて、木のいい香りがしています。

平屋建てで土足で利用でき、乳幼児から高齢者の方まで、すべての人に優しい造りとなっていま

すので、生涯学習活動や地域のコミュニケーションの場として多くの方にご利用して頂きたいと

願っています。今後とも学区の皆さまのより一層のご支援・ご協力をお願いするとともに、

お気軽に立ち寄っていただけるよう努めてまいります。　　　

         西公民館職員　一同

ー　助け合い　　人と人を　　つなぐ糸　－

西公民館だより
２ ０ １ ５ 年 ５ 月

発行　：　西公民館

西町１丁目１９－２

℡９２５－０４４２

　　　 　       　＊多目的室＊   ＊玄関ホール＊



　　5月1日（金）に総会が開催されました。

　人と人とのつながりを大切にしながら、支え合い、助け合いながら住民相互の結び

　つきを強め、地域の活性化、住みよいまちづくり、この町に住んで良かったと実感

　のできるまちづくりを目指して頑張ってまいります。

　学区の皆さま方のご支援・ご協力をお願い申しあげます。

西学区まちづくり推進委員会　　委員長　　徳山　威雄

西学区まちづくり推進委員会 　運営委員紹介

　　　　　委員長 徳山　威雄 （学識経験者） 運営委員 宰務　玉紀 （子ども会育成協議会）

　　　　副委員長 青木　秀明 （町連会長） 運営委員 川上　由美子 （城北中ＰＴＡ）

　 副委員長（兼会計） 運営委員 杉之原　俊寛 （町内会）

　　　 掛谷　泰男　 （町連副会長） 運営委員 小林　文男 （町内会）

　 副委員長（兼事務局長） 運営委員 世良　大士 （町内会）

　　　　 山本　耕嗣 （青育協会長） 運営委員 宇ノ木　俊治 （町内会）

　　　　副委員長 持倉　相憲 （老人クラブ会長） 運営委員 下江　敏彦 （町内会）

　　　　副委員長 伊達　利幸 （町内会） 運営委員 近藤　俊一 （町内会）

　　　　副委員長 石井　文子 （女性会） 運営委員 田中　禮三 （町内会）

　　　　　理　事 金藤　昭司 （町内会） 運営委員 山田　泰秀 （町内会）

　　　　理　事　 山田　泰秀 （体育会会長） 運営委員 西ヶ谷　保美 （町内会）

　　　　　理　事 乗兼　誉敏 （西小ＰＴＡ会長） 運営委員 岡田　喜一郎 （解放同盟本庄支部）

　　　　理　事 杉野原　哲志　（健康づくり部会長） 運営委員 岡本　卓 （すずかけ会）

　　　理　事 小林　邦弘　 （環境部会長） 運営委員 小畠　八重 （西小学校）

　　　　　　理　事 来山　伸 （安全部会長） 運営委員 岡野　英俊 （城北中学校）

　　　　　理　事 髙橋　富雄 （文化部会長） 運営委員 藤井　恭子 （西保育所）

　　　　　理　事 松川　尚曉 （総務部会長） 運営委員 吉田　裕美子 （西保育所保護者会）

　　　　　理　事 伊達　利幸 （情報部会長） 運営委員 倉田　秀善 （紅葉保育所）

　　　　会計監査 鳥羽　克己 （町内会） 運営委員 江草　紀之 （紅葉保育所保護者会）

　　　　　会計監査 畑　信隆 （町内会） 運営委員 荒木　一夫 （西幼稚園）

運営委員 髙橋　正憲 （民生委員会７区）

運営委員 宇ノ木　俊治 （防火協会）

・グラウンドゴルフ大会 運営委員 佐藤　登志海 （消防団西分団）

・ユニカール大会 運営委員 小林　邦弘 （公衆衛生推進委員会）

・ハイキング 運営委員 伊藤　博文 （交通安全自治会）

・芦田川、蓮池、駅前、瀬戸川一斉清掃 運営委員 江林　喜久次 （土木常設員会）

・環境浄化先進地研修会 運営委員 田中　正子 （食生活改善推進委員会）

・自転車乗り方教室 運営委員 小林　勝彦 （地域安全推進委員）

・登下校見守りボランティア交流会 運営委員 河野　良輔 （本庄コミュニティセンター）

・盆踊り大会 運営委員 岡本　博光 （公民館）

・新年互礼会 運営委員 長谷川　千代子 （公民館）

・まちづくりシアター 運営委員 杉野原　啓子 （公民館）

・避難、児童誘導訓練　　　　　　など

２ ０ １ ５ 年 （平 成 ２ ７ 年 ） ５ 月 １５日　　　　　　　　 西公民館だより 第 １ ６ ４ 号　（２）　

・灯りフェスタ

２０１５年度の主な行事予定

ー　支えよう　豊かな社会　この税で　－

運営委員 浜上　智子 （西幼稚園ＰＴＡ）



第 １ ６ ４ 号　（３）　　

　　　雨を思へり都の雨に（石川啄木）

　4月1日より、西小学校校長として着任しました小畠　八重（こばたけ　やえ）と申します。

どうぞ宜しくお願いします。西小学校は399名の児童とともに、新学年がスタートしました。

　保護者の皆様・西学区の皆様には，授業参観・学級懇談会・ＰＴＡ総会・家庭訪問などたい

へんお世話になりました。また今年度から全面実施の小中一貫教育では城北中学校・樹徳小学

校・久松台小学校・明王台小学校・西小学校の教職員が合同で研修をもちました。

　城北中学校校区あげて，子どもたちに生きる力をつけていくために，9年間の学びの見通し

をもって具体的に教育活動を展開します。

　学校・家庭・地域との連携を深め，お互いに情報を共有することで，しっかりと子ども達を

　５月１４日（木）西学区福祉を高める会に 西学区では子育て支援事業として小さな

よる歴史講演会「花燃ゆ」の見どころが行わ お子さんがいる家族の皆さまと一緒に子育て

れました。 をしていく計画を立てています。

講師に毎回大好評のふくやま文学館友の会 まず１回目として

会長の岡崎　忠（まこと）先生にお越しいた 子育て中の忙しいときにでもできる

だき松陰の妹『文の歩んだ道』をわかりやす 　　　「簡単な手づくりおやつづくり」　　です。

く・楽しくお話して頂きました。１７名の方 　６月１７日（水）　１０：００～

が参加され、大河ドラマを見るのがますます 　西公民館　実習室

楽しみになったと言われた方もおられました。 問合わせ　西公民館（925－0442）

２ ０ １５年 （平 成 ２ ７ 年 ） ５ 月 １５ 日 西公民館だより

【ぷちころころぱーく】へのお誘い

ー　高めあう　人権感覚　確かな未来　－

～「花燃ゆ」の見どころ～

育てていくことができると考えます。

ごあいさつ
福山市立西小学校　　校長　小畠　八重

　馬鈴薯のうす紫の花に降る

東京で雨の降る日生まれ故郷を思い起こしている。5月馬鈴薯の花が咲く頃です。

子ども達は日々落ち着いて学校生活をおくっています。就任式・始業式・入学式等を通して、

儀式のマナーを学んだり、高学年が低学年のお世話することを学んだりしました。

連携を深める

西公民館の見学

西小６年生 西小３年生 



日 月 火 木 金 土
1 2 4 5 6

おもちゃ
サロン

（高める会）

7 8 9 11 12 13

芦田川一斉清掃
西小

わくわくエイト

避難・防災講演会・
児童誘導訓練
（まちづくり）

14 15 16 18 19 20
西小

わくわくエイト
男子料理教室
（高める会）

21 22 23 25 26 27

28 29 30

　★日時　　５月３１日（日） 　昨年に引き続き今年も緑のカーテンに取り

　　午前８時００分（受付開始） 　組み、学区民の皆さまにゴーヤの苗・フー

　　午前８時３０分　開会式 　センカズラの苗を配布し、緑のカーテン

雨天の場合 当日検討 　の普及を図ることになりました。

　（検討の結果は７時３０分頃）

　①　フーセンカズラの苗　配布　　

　１人２本までとし、先着２０名に配布

　　（年齢・男女を問わない） 　②　ゴーヤの苗　配布

　１人２本までとし、先着５０名に配布

　ご案内と参加申込書は各町内で回覧済み

　ですが、申込をされていない方で参加を 　　　※５月２５日から配布予定

　希望される方は西公民館（925－0442）

　までご連絡ください。 　詳しいお知らせは各町内で回覧されるチラ

　シをご覧ください。

　★参加資格　　　小学生以上（西学区住民）

スポーツで交流しましょう！！

西学区まちづくり推進委員会　　環境部会西学区まちづくり推進委員会　　健康づくり部会

６月　　✿✿✿　行事スケジュール　✿✿✿

✿✿✿　　　問い合わせ　　　西公民館　　　９２５－０４４２　　✿✿✿

グラウンドゴルフ大会のご案内

水
3

10

17
簡単手づくり
おやつづくり
（ころころぱーく）

24

緑のカーテンの普及

　★場所　　　　　西小学校グランド　

６月中旬（日にち未定）          

環境浄化先進地研修 

（まちづくり） 


