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２０１８年度 スタートしました！ 

 

 

 

 

西学区の皆さまには，いつも公民館活動にご理解・ご支援・ご参加を頂き，感謝し

ております。 

西公民館は学区内やサークル活動の皆様のご来館を頂き，社会教育と基本的人権啓

発の学びの殿堂として，また地域の和気あいあいとした交流の居場所として多くの

方々が共に学んでおられます。 

今年度も学区の皆さまが，公民館へお気軽に立ち寄って頂き，明るいまちづくりと

ローズマインド（思いやり・優しさ・助け合う心）の会話が楽しく出来ますように

努めてまいります。 

                 西公民館職員 一同  

                                                               

― 助け合い  人と人を  つなぐ糸  ― 

 

４月２８日（土）に総会が開催されました。人と人の絆を大切にしながら，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，住みよい町づ

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上げます。 
 

 

  

西公民館だより 
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【 バ ラ 花 壇 】 【 西 公 民 館 全 景 】 

】 

西公民館運営委員会  委員長 

学区まちづくり推進委員会委員長 
徳山 威雄 
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西学区まちづくり推進委員会役員 
委 員 会 の 理 事 委 員 会 の 運 営 委 員 

委員長   徳山 威雄 （学識経験者） 

副委員長  金藤 昭司 （町連会長・本庄中町内会） 

副委員長  （兼会計） 

      掛谷 泰男 （町連副会長・東桜町内会） 

副委員長 （兼事務局長） 

      伊達 利幸 （町連副会長・協和会町内会） 

副委員長  石井 文子 （女性会） 

副委員長  持倉 相憲 （老人クラブ） 

副委員長  三宅 國裕 （三之丸町内会） 

理 事    宇ノ木俊治 （防火協会） 

理 事   山田 泰秀 （体育会） 

理 事   藤井 尚子 （西小学校ＰＴＡ） 

理事（部会長）杉野原哲志 （健康づくり部会） 

理事（部会長）小林 邦弘 （環境部会） 

理事（部会長）來山 伸  （安全部会） 

理事（部会長）石井 文子 （文化部会） 

理事（部会長）松川 尚曉 （総務部会） 

理事（部会長）伊達 利幸 （情報部会） 

会計監査   近藤 俊一 （池之渕町内会） 

会計監査   高橋 正憲 （民生委員会７区） 

運営委員 竹原 弘佳 （子ども会育成協議会） 

運営委員 出渕 サチ （城北中ＰＴＡ） 

運営委員 小林 文男 （西町南町内会） 

運営委員 田中 禮三 （長者町内会） 

運営委員 山田 泰秀 （本丸町内会） 

運営委員 金山 悟  （南本庄自治会） 

運営委員 高橋 節子 （丸之内町内会） 

運営委員 本田 博通 （西堀端町内会） 

運営委員 杉野 和人 （西桜町町内会） 

運営委員 高橋 正憲 （西町北町内会） 

運営委員 有木 博通 （神島町内会） 

運営委員 井上 勇  （佐波町内会） 

運営委員 岡田喜一郎 （解放同盟本庄支部） 

運営委員 杉之原英司 （すずかけ会） 

運営委員 小畠 八重 （西小学校） 

運営委員 岡野 英俊 （城北中学校） 

運営委員 藤井みのり （西保育所・保護者会） 

運営委員 倉田 秀善 （紅葉保育所） 

運営委員 荒木 一夫 （西幼稚園） 

運営委員 小林 邦弘 （公衆衛生推進委員） 

運営委員 山本 耕嗣 （青少年育成員協議会） 

運営委員 佐藤登志海 （消防団西分団） 

運営委員 森元 俊廣 （交通安全自治会） 

運営委員 江林喜久次 （土木常設員会） 

運営委員 小林 恭子 （食生活改善推進委員会） 

運営委員 小林 勝彦 （地域安全推進委員） 

運営委員 青木 秀明 （防災リーダーの会） 

運営委員 藤田 基之 （本庄コミュニティセンター） 

運営委員 山本 耕嗣 （公民館） 

運営委員 長谷川千代子（公民館） 

運営委員 杉野原啓子 （公民館） 

 

 

 

 

 

 

 

― 支えよう  ゆたかな社会  この税で ― 

 

２０１８年度の主な行事予定 

 

●ふれあい事業 
 ・ふれあい大バザー(11月 11日) 

 ・とんど祭り (1月 12日) 

 

●自主防災事業 
・ハザードマップ説明会(5月 12日) 

・被災地視察学習会 (6月 3日) 

・防災図上訓練 (11月 25日) 

・防災リーダーの養成 (9～11日) 

・町内会別自主防災訓練 (通年) 

・防災わが町発表会 (通年) 
                     

  ・ 

 

この他，健康づくり・環境・安全・文化・総

務・情報の６部会に分かれ，１８５名の部会

員が多くの行事を推進していきます。 
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西学区まちづくり推進委員会の「部会」のねらいと行事計画 

●印は西学区まちづくり部会の行事  ◎印は福祉を高める会の担当行事 

 

 ― 高めあう  人権感覚  確かな未来 ― 

 

健

康 

づ 

く 

り

部

会 

健康づくり部会は，心身ともに健康に生活を送ることを目的と

しています。このため体力の維持と親睦，さらに世代間の交流

のための行事を計画しています。 

行事としては三世代交流グラウンドゴルフ大会・ユニカール大

会等をおこなっています。また，食事を通しての健康づくりも

必要と考え，食育に関する講演会も計画しています。 

なお，5・6月の計画として 5月 20日に芦田川グラウンドゴル 

フ場で，オープン記念式典と三世代交流グラウンドゴルフ大会 

を開催しました。（杉野原哲志部会長）                                               

【健康づくり部会の行事】  

●「ハイキング」 

◎いきいきサロン『健康診断の大切さと病気について』 

環

境

部

会 

環境部会の内容は，規約により「環境に関すること」となって

おり，部会としては大きくは環境整備・美化活動と環境関連施

設見学・研修の二つに設定しています。 

部会は，各町内選出の公衆衛生委員と各種団体のメンバーで構 

成されています。 

5 月 19日の部会で内容を具体化し，ねらい（内容）に沿った 

実践に移していきます。 

たちまち 6月 3日の全市一斉清掃，6月中旬の福山市の施設見学 

を予定しています。（小林邦弘部会長） 

【環境部会の行事】 ●環境関連施設見学 6月 19日 

●「エコ活動」・「いこいの広場整備」 

         ◎いきいきサロン『ゴミ分別講座』 

安

全

部

会 

 

安全部会では，西学区の皆さんが事件に巻き込まれない， 

交通事故に遇わないで過ごせることを目指して活動していき 

たいと思います。 特に子ども・高齢者・障がいのある方々 

の安全を確保したいと思います。（來山伸部会長） 

  

【安全部会の行事】 

  ●「登下校見守りボランティア交流会」(６月 26日) 

  ●「交通安全教室」 (未定) 

  ◎いきいきサロン『高齢者の交通安全教室』(12月) 

【グラウンドルフ大会 5月 20日】 

日日 

大会 

【JFE プラリソース】 

 

【給食今昔物語】 

【バラ講習会】 

【
自
転
車
乗
り
方
教
室
】 
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文 

化 

部 

会 

西学区まちづくり推進委員会は，「住民主体の地域づくりに向けて， 

協働のまちづくりを推進することを目的としています。文化部会は 

その目的達成のために，「文化の伝承」を通して地域の活性化とコ 

ミュニティ育成が達成できるように活動をしています。昨年度は 

①第 42回盆踊り大会を西小学校校庭で約 1,350 名で行いました。  

②第 38回新年互礼会を 1月 1日元旦に 79名で行いました。いずれ 

も，伝統文化を大切にして，新しい時代を切り開く力になるものと 

願っています。(石井文子部会長) 

【文化部会の行事】 

●「ふれあい盆踊り大会」(8月 5日) 

●「新年互礼会」 (1月１日) 

◎いきいきサロン『歴史講座～西郷どん～』(5月 8日)36名 

総

務

部

会 

西学区まちづくり推進事業（総務部会）の『まちづくりシアター』 

は，地域の人との交流を図り映画を通して人権にかかわることを

学ぶ映画会です。講演会・現地学習は学区の歴史を学び，再認識

すると共に知識や見識を広げることを目指しています。「西学区知

っとる検定」では，学区内の歴史をクイズ形式で学び，より地域

に関心を持ってもらうことを目的としています。いきいきサロン

講座は 6月 7日「初めての手話講座」聴覚障害を理解するために開

きます。(松川尚曉部会長） 

 【総務部会の行事】  

●まちづくりシアタ『聲（こえ）の形』 

●歴史勉強会『ホロコースト記念館現地学』 

   ◎いきいきサロン『初めての手話講座』(6月 7日) 

情

報

部

会 

インターネットを西学区で共有し，「知ってほしい情報・参加を呼 

び掛ける情報」をホームページやメールで発信しています。運用開始後３年が経過し各行事

に沿って情報（原稿）も順調に寄せられＨ/Ｐの閲覧数は昨年度末

に５万件に達し情報部員，関係者ともども喜びを分かちあったとこ

ろです。さて，新年度となり西学区まちづくり役員の多くの方々が

新しく任につかれていますが，会議開催通知・Ｈ/Ｐアップ記事等

メールで案内しています。（伊達利幸部会長）     

【情報部会の行事】 

●スキルアップ講習会 『ＳＮＳの便利性と注意点』(７月)  

    ◎いきいきサロン    『使って便利！ スマートホン』(８月２８日) 

 

※西学区まちづくりホームページ Google 検索➡西学区まちづくり http://w-machizukuri.com/ 

       ― 心に太陽をもち 胸をはって元気に働きましょう ― 

【新年互礼会】 

【県立博物館見学】 

【盆踊り大会】 

 【まちづくりシアター】 

【ホームページ壁新聞】 
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各団体の活動  「我が団体の目標と行事」 

― 小さな親切を 勇気をもって行いましょう ― 

「学校も団体戦である」 福山市西小学校校長 小畠八重 

 西学区の皆様，いつも西小学校の子どもたちがお世話になっております。毎日の見守

り活動・放課後子ども教室・放課後チャレンジ教室・授業でのゲストティーチャーなど，

西学区の皆様のおかげで，安心安全な学校生活を送っております。感謝の気持ちでいっ

ぱいです。オリンピック・パラリンピックでも日本選手団のチームとしての活躍が伝わ

って感動しました。 

西小学校はだれからも信頼される小学校であり，西学区の皆様からも愛される小学校でありたいと思っていま

す。広島東洋カープ，緒方監督の言葉に，「若手には１軍の舞台に上がれる下地はつくっている。良かったり悪

かったりを繰り返すだろうが，それが選手を育てる。舞台に上がれば年齢は関係ない。力があれば生き残れるし，

足りなければ・・・」。 

 子どもたちの前に立てば，年齢等ではなく教師力。それぞれの力を発揮して，子どもたちから目を離さず心を

離さずがんばっていきたいと思っています。学校も団体戦。チーム西小教職員集団は，力を合わせて頑張ります。 

「子ども会育成の目標」西学区子ども会育成 会長 竹原弘佳  
今年から人数が少ないこともあり，役員の役割りを育成内で報告・連絡相談とをし

っかりしていければと思っています。 

5月の行事で「59回福山市少年少女親善球技大会があります。子どもたちは大会に

向けて練習を頑張っています。日頃の力が出せるように精一杯応援したいと思ってい

ます。後放課後子ども教室も 2度あります。 

６月の行事としてはＰＴＡバレーボール大会があります。スポーツを通して汗を流

し交流し合えたらと思います。末には安全講習会があります。急な時知っておくことが大切です。止血方法・Ａ

ＥＤ使用方法を勉強します。一つ一つ勉強し自分の中へ取り入れて行きたいと思います。 

それぞれ今自分が出来ることを私達育成が一人一人行動し学べば大きな力になると思います。日々前へ向かい 

頑張りたいと思います 

「西堀端町内会の目標」   西堀端町内会長  本田博通 
 昨年度より，目標として基本方針を定め，それに基く行動にしました。 

1,福山市美観地区に隣接する品格の高い町内会・ゴミステーションの順次取り換え。 

2,福山市文化ゾーンに隣接しており，施設の有効活用により教養に満ち溢れ親しみ 

 易い町内会・博物館・美術館等の利用促進，昨年度は博物館の「土佐から来たぜよ坂本 

竜馬展」を見学。 

3，防災・防火に備えた町内会―昨年度 1区・2区の防災倉庫の設置を行い，今年度は 

  3区の防災倉庫を設置。 

4，町内会員皆様の協力による，明るくて安心な町内会・今年度 4 月より 22 名の協力によ

り児童の登下校の見守りを開始。                                                                

5,「5月・６月の町内行事」としては  

①美術館で「伊藤若沖」の美術鑑賞会 ( 5月 20日) 

 ②全市一斉清掃に先駆け 6月 2日に蓮池公園の草刈り清掃  (6月 3日) 

 ③2回目の資源回収活動（年間 6回活動） ( 6月 9日)   ④バーベキュー大会 

【放課後子ども教室】 

みんな大事な仲間
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問合せ  西公民館  ９２５－０４４２

 

コロコロパーク～さつまいもの土づくり～ 

          

 

 

 5月 19日(土)の曇り空の中，25

組の親子が参加し，6月 2日にさ

つまいもの苗を植える土づくり

をしました。初めに，生えていた

草をとり，石を拾いました。畑を

耕し，畝を作りました。 

これから大きなサツマイモが出

来るまで，自分たちで決めた場所

で大切に育てていきます。収穫が

楽しみです。 

【編集後記】 

「西公民館だより」の編集に時間を費やしましたが，やっと出来ました。この「西公民

館だより」で一番伝えたい事，それは『まちづくり・人づくり』のテーマです。 

戦後すぐ憲法の発布と同時に，全国に公民館が作られました。それは民主主義・基本的

人権・平和主義・戦争放棄・主権在民といった憲法の重要な思想を社会教育として全国

に広めるためでした。公民館が新たな日本を再建・再興する原動力となったのでした。

いま日本は経済大国・長寿国になって何不自由のない生活をエンジョイしています。し

かし，日本は物で栄えて心で滅んだ「無縁社会」になりました。人々のお役にたてる人

づくりと助け合う福祉社会を建設することが，これから求める成熟した日本の姿です。 

それを西公民館で皆様と共に学んでいきたいと考えています。「西公民館だより」のご愛

読を宜しくお願い致します。                   （西公民館長） 

【公民館 社会教育事業】 

【子育て応援団の「ほっ～とカフェ」】 
5月 22日 10:00～11:30。西公民館で 4組の親子と子育て応援団 7名 

で，手遊び・簡単おやつのお話・おしゃべりをして，日ごろの悩み 

を聞きあったりしてホットな気持ちになりました。 
 

 
【げんこつ山のたぬきさん】 【簡単おやつの作り方】 【おやつの食事中です】 【簡単おやつのレシピ】 


