
２ ０ １ ６ 年 （平 成 ２ ８ 年 ） ６ 月 １０日       西公民館だより 第 １ ７ ３ 号　（１）　

　　４月２８日（木）に西学区まちづくり推進委員会は総会を開催し，２０１５年度

　（平成２７年度）事業報告及び決算，２０１６年度（平成２８年度）事業計画及び

　予算が審議され承認されました。

　　今年度から新たに，みなさまにご協力いただき策定された「西学区地域まちづく

　り計画」をもとに計画された事業の実施が始まります。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

 　　＊子育て応援＊

　　　保健師さんといっしょにおしゃべり・・・

ふれあい遊びや子育て相談

　今年度，西学区では乳幼児とその保護者の方，妊婦さんなどを対象に子育て交流

を開催する予定にしています。

　日頃，子育てで気になっていることなど，この機会に相談をしてみませんか？

親子や仲間とふれあいながらおしゃべりしましょう！！

☆各自，水分補給のための飲み物などを持参してください。　　　

☆人数把握のために申込みをお願いします。 問合わせ・申込み　西公民館　925-0442

ー　助け合い　　人と人を　　つなぐ糸　－

西公民館だより
２ ０ １ ６ 年 ６ 月

発行　：　西公民館

西町１丁目１９－２

℡９２５－０４４２

＊と き  ７月２２日（金）  １０：００～１１：００ 
＊ところ  西公民館 会議室 

＊参加費  無 料 

＊申込み  7月20日（水）までに西公民館まで 



第 １ ７ ３ 号　（２）　

　　　　　 委員長 徳山　威雄 　学識経験者 運営委員 若井　則子 　育成協議会
　　　　 副委員長 青木　秀明 　丸之内町内会 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 　单本庄親和町内会

　　　 掛谷　泰男　 　東桜町内会 運営委員 宇ノ木　俊治 　佐波町内会

　 副委員長（兼事務局長） 運営委員 下江　敏彦 　西桜町内会

　　　　 山本　耕嗣 　青育協 運営委員 小林　文男 　西町单町内会　
　　　　 副委員長 持倉　相憲 　老人クラブ 運営委員 世良　大士 　三之丸町内会　
　　　　 副委員長 伊達　利幸 　西町協和会町内会 運営委員 近藤　俊一 　池之渕町内会　
　　　　 副委員長 石井　文子 　女性会 運営委員 田中　禮三 　長者町親和会　
　　　　　 理　事 金藤　昭司 　本庄中二町内会 運営委員 山田　泰秀 　本丸町内会
　　　　 理　事　 山田　泰秀 　体育会 運営委員 坂東　重光 　西堀端町内会　
　　　　　 理　事 乗兼　誉敏 　西小ＰＴＡ 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 運営委員 岡本　卓 　すずかけ会　
　　　 理　事 小林　邦弘　 　環境部会 運営委員 小畠　八重 　西小学校
　　　　　　 理　事 来山　伸 　安全部会 運営委員 岡野　英俊 　城北中学校
　　　　　 理　事 髙橋　富雄 　文化部会 運営委員 藤井　恭子 　西保育所
　　　　　 理　事 松川　尚曉 　総務部会 運営委員 橋本　順子 　西保育所保護者会

　　　　　 理　事 伊達　利幸 　情報部会 運営委員 倉田　秀善 　紅葉保育所
　　　　 会計監査 鳥羽　克己 　西町北町内会 運営委員 江草　紀之 　紅葉保育所保護者会

　　　　　 会計監査 畑　信隆 　神島町内会 運営委員 荒木　一夫 　西幼稚園

運営委員 杉之原　茜 　西幼稚園ＰＴＡ

運営委員 髙橋　正憲 　民生委員会

・グラウンドゴルフ大会 運営委員 宇ノ木　俊治 　防火協会

・ユニカール大会 運営委員 佐藤　登志海 　消防団西分団

・ハイキング 運営委員 小林　邦弘 　公衆衛生推進委員会

・芦田川，蓮池，駅前，瀬戸川一斉清掃 運営委員 伊藤　博文 　交通安全自治会

・福山市環境関連施設見学 運営委員 江林　喜久次 　土木常設員会

・エコキャンドルづくり 運営委員 田中　正子 　食生活改善推進委員会

・自転車乗り方教室と法令講習会 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 土井　健史 　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

・現地学習

・ホームページ更新　　　　　　など

２０１６年度の主な行事予定

西学区まちづくり推進委員会のホームページをご覧ください

・灯りフェスタ

２ ０ １ ６ 年 （平 成 ２ ８ 年 ） ６ 月 １０日　　　　　　　　 西公民館だより

ー　支えよう　豊かな社会　この税で　－

今年度，西学区まちづくり推進委員会の役員の皆さんです。よろしくお願いいたします。

西学区まちづくり推進委員会

Google検索　→　西学区まちづくり



第 １ ７ ３ 号　（３）　　

　　　　　　　　　　　西学区老人クラブ連合会

　６月６日（月）に芦田川緑地運動場で老人クラブ連合会によるグラウンドゴルフ大会が参加者５５名

で開催されました。梅雨入り後で天気が気になりましたが，雨も降らず無事に大会が行なわれました。

女子　優　勝　　島原　富子さん（西桜） 男子　優　勝　　持倉　相憲さん（本庄中）

　　　準優勝　　曽根　清澄さん（池之渕）

　　　第３位　　船元　達義さん（西町北）

★ 日　時 ７月３日（日）

午前８時３０分　受付開始

午前８時４５分　開会式 　６月２２日（水）に計画されていました福山

★ 場　所 西小学校　体育館 市環境関連施設見学が見学先との日程が合わず

やむなく変更になりました。

※参加申込み並びに詳しいことは，各町内 　また，日程に関しては決まり次第

　で回覧されるチラシをご覧ください。 各町内で回覧されるチラシにてお

知らせします。

西学区まちづくり推進委員会　　健康づくり部会　

★日　時 7月16日（土）

　午後1時30分～午後3時

＜１回目＞ ★場　所 西公民館　実習室

７月９日（土）10：00～　2時間程度 ★持ち物 容器（大きさ自由）

「今日から始める低栄養予防」 アロマ（入れる人のみ）

＜2回目＞ ※詳しくは各町内に配られる
9月10日（土）10：00～　2時間程度 　回覧でご確認ください。

「いきいき骨太生活

～カルシウムをとろう！～」

＊できるだけ2回続けての参加をお願いい

福山市食生活改善推進員協議会　

２ ０ １６年 （平 成 ２ ８ 年 ） ６ 月 １0 日 西公民館だより

福山市環境関連施設見学

　　　日程変更のお知らせ

　　　　　参加者募集のお知らせ

　シニア食生活改善教室

エコ講習会のお知らせ

～廃油でエコキャンドルづくり～

＊＊答えは4ページにあります＊＊

　 　　準優勝　　荻原　富子さん（協和会）

　　 　第３位　　船元　和子さん（西町北）

ー　高めあう　人権感覚　確かな未来　－

　　　第２７回グラウンドゴルフ大会

　　　　　　　　おめでとうございます

　　　ユニカール大会のご案内

　たします。
西学区知っとる検定に挑戦！

　現在の福山城天守閣は何年に再建されたで

　しょうか？

＊おおむね65歳以上の方及びそのご家族

　（性別またはご家族の年齢は問いません）

　　（軽食程度）

西学区まちづくり推進委員会　　環境部会　

＊食生活改善推進員による講義と調理実習

詳しくは配布されたチラシでご確認ください。    ①1933年　　②1944年　　③1955年

   ④1966年　　⑤1977年



日 月 火 木 金 土
1 2

男子料理教室
（高める会）

3 4 5 7 8 9
ユニカール大会
（まちづくり）

おもちゃ
サロン

（高める会）

シニア料理
（食推）

10 11 12 14 15 16
エコキャンドルづくり

（まちづくり）

17 18 19 21 22 23

海の日
家族料理
（コロコロ）

24 25 26 28 29 30
灯ろうづくり
（高める会）

31

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
盆踊り大会
（まちづくり）

山の日

14 15 16 18 19 20

21 22 23 25 26 27
絵本の

とりかえっこ
（コロコロ）

そうめん流し
（コロコロ）

手づくりイカダ
（コロコロ）

工作
（コロコロ）

28 29 30

　　　　西公民館ロビーにて

「街まるごと歴史博物館プロジェクト」写真展開催中

　　　　　　　　　　＊西学区知っとる検定解答　④　

７月　　✿✿✿　行事スケジュール　✿✿✿

水
3

10

24
理科実験
（コロコロ）

31

✿✿✿　　　問い合わせ　　　西公民館　　　９２５－０４４２　　✿✿✿

水

6

13

20

27
着衣水泳講習
（コロコロ）

８月　　✿✿✿　行事スケジュール　✿✿✿

17

チャレンジウィーク 

 城北中学校2年生3名が職場体験予定 


