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寒中お見舞い申し上げます。
何事にも恐れず，前を向いて，
出来ることから始めます。
ご厚誼の程，お願い申し上げます。西公民館職員一同

《善行市民賞》

受賞おめでとうございます！

2020 年度(令和２年度)善行市民賞の表彰式が１２月１２日(土)広島県民文化センターふくやま
で開催され，西学区では，「ばら賞」を森元俊廣さん，「せんだん賞」を伊達利幸さんが受賞されまし
た。善行市民賞は，明るく住みよいまちづくりに功労のあった個人又は団体を対象として送られてき
たもので受賞誠におめでとうございます。

◎伊達利幸さん (西学区推薦)
長年にわたり，町内会活動に日夜邁進する傍ら，まち
づくり推進委員会の副委員長や情報部会長として，市
で初めて学区のホームページを立ち上げられました。
メール配信を利用して，災害時の緊急連絡や行事等を
広報するなど，地域づくりに大いに貢献されました。

情報部会長

とんど祭り司会

◎森元俊廣さん (西小学校推薦)
福山市東交通安全推進隊として，長年にわたり，
西小学校近くの交差点で登校時の交通指導に尽力。
まちづくり推進委員会安全部会長として，子ども達
の命を守るため下校時の見守り・学区内危険箇所の
確認などの活動により，安全への意識の向上に貢献
されました。

交通安全推進隊員

交通指導実施中
勇
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表 彰 の 事 由
どんぐり文庫の本の整理と補修，絵本の読み聞かせに貢献された

高齢者に百歳体操と健康長寿への取り組みに貢献された
町内会役員として文化体育の発展に貢献された
女性会役員として事業運営に尽力し女性会の発展に貢献された
町内会副会長，民生委員，防災リーダーとして福祉・防災に貢献された

校門で挨拶運動をして児童たちの手本となっている
町内会の役員，民生児童委員として町内と学区に貢献された
町内会長，交通防火防犯部長として住みよい街作りに貢献された

老人会会長，副会長を務めて地域に貢献された
町内会役員として体育・会計の役を務め，町内発展に貢献された
女性会役員・桜寿会副会長として尽力し町内会発展に貢献された
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西学区の町内夜警活動ルポ
■１２月の下旬，地域の人々が拍子木を打ちながら町内を「火の用心！」と掛け声をかけて，夜回りする
「町内夜警活動」を取材しました。ある一人暮らしのお年寄りが「夜警の声を聴くと，自分も皆さんに守ら
れていると，安心しました」と喜んでおられました。

南本庄自治会の夜警

本庄中二丁目の夜警

■１２月２８日(月)１８時，金
山自治会長宅に集合した
役員５人は，夜警に出発
しました。２０年前放火が
あって毎年２７・２８日の 20 時から２時間，のぼり
を先頭に拍子木を打ちながら「火の用心！」と
全員で掛け声をかけながら歩きます。世帯数３０
世帯の自治会ですが，会員の住む南本庄町を隈
なく夜警しています。

■12 月 28 日（月）20 時
夜警の人に会いました。
今年は２８日 29 日 30 日
の 20 時と 21 時に 25 人
の有志が巡回夜警をしています。毎年，男女を
問わず回覧板で有志を募集して「火の用心」と
防火防犯の大切さを呼びかけています。終わ
ると詰所で若い者と年配者が仲睦まじく町内
の行く末について話をされるそうです。

長者町の夜警

西町協和会の夜警

■長者町町内会は初めて
の夜警。２８日２１時に「年末
夜警詰所」の荒神社に集合，
役員 9 人は誘導灯・拍子木
を手にして出発されました。拍子木を打ち「火
の用！」と掛け声もろともに夜の道を歩いて行
かれました。最初は２１時，次は２１時３０分から巡
回されます。町内の住民の安心と安全のために
活動される熱意に敬服いたしました。

■協和会は戦後町内
会発足と同時に年末の
夜警が始まったと言わ
れています。年末にな
ると５日間，毎夜２２時・２４時・午前２時の３回夜
警をしていました。今年はコロナ禍でゆっくり
皆さんと話も出来ないのが残念だと伊達会長
さんは言われていましたが，28・29 日の２１時 30
分と 22 時に夜警に回られます。

佐波町内会の夜警
■１２月２９日(火)１８時，佐波公民館前に集合した佐波町内会の夜警担当
者は各自が誘導灯・拍子木・ライト・「イノシシ除け鈴」を持って出発しま
した。去年までは３０人の担当者が２６日～３０日までの５日間，東と西
に分かれ３人１組で２１時から２３時まで夜警をしていましたが，今年はイ
ノシシが夜出没するので，役員だけで二日間１８時から約１時間ばかり夜警をされました。

福山市消防団西分団の夜警
■福山市消防団は，消防組織法と福山市消防団条例に基ず
いて福山市が設置しています。現在２，８４８人の団員がいて，
５９の分団と女性消防団が所属し，第１～８方面隊で構成され
ています。その中の西分団(分団長 佐藤登志海)は，西学区
と明王台学区を管轄しており，福山市の中心に位置する９つ

【西分団年末夜警出動】

の分団で組織する第３方面隊に所属しています。第一 班の
消防ポンプ車は西小学校南門前の器具庫に，第二班は明王
台に上がる坂道の途中にある器具庫に可搬式消防ポンプを
有して，２５名の団員が所属しています。
【防犯防火の広報活動とパトロール中】
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『福山市消防団西分団防災拠点施設』
完成祝賀会が開催されました。
令和 3 年 1 月 10 日（日）西公民館にて福山市消防団西分団防災
拠点施設（第 1 班器具庫）完成祝賀会が改築委員会（委員長
雄

徳山威

構成員 西学区町内会連合会及び明王台自治会連合会）の主催の

もとに開催されました。
西小学校南門前にある西分団第 1 班器具庫は老朽化のために改築
し、器具庫と併せて標記の防災拠点施設を建設することとなり、福山
市からの補助金（645 万円）と、地域の住民や企業及び各種団体か
らの寄付（1,250 万円）により昨年 7 月に着工、12 月完成しました。そこでこの防災拠点施設
の完成を祝うとともに、西分団（分団長 佐藤登志海

団員 25 人）の日頃の活動に感謝する完成

祝賀会が開催されました。
完成祝賀会に先立ち、出席者の皆さんに新しい防災拠点施設が分団員の案内のもとお披露目され
ました。祝賀会では福山市消防団本部、福山市消防局、南消防署、北消防署の幹部の皆さんや西学
区及び明王台学区の関係者の来賓を含めて総勢 55 人の参加のもと盛大に開催されました。来賓の
お祝いや激励のあいさつがあり、最後は北消防署長のご発声のもと全員で完成を祝うとともに、西
分団の今後の活発な活動を祈願して万歳三唱して終了しました。
今回はコロナ感染対策のために検温や消毒のほか、マスク着用をして、祝賀会も短時間で終了し
ました。

【工事請負契約】

【棟上げ工事】

【改築委員会徳山委員長挨拶】

【防災拠点施設(西分団第一班消防器具庫)竣工】

【完成祝賀会列席者の皆さん 55 名】
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センター人権・社会教育活動事業

学校現場で，子どもたちとのかかわりの中で大切
にされてきたことや感じたことを通し，困っている子
どもたちに寄り添うことの大切さなどをお話してく
ださいます。
誰もが安心して暮らせる社会や支え合える地域を
つくるため，私たち一人ひとりができることを考えて
いきたいと思います。

※新型コロナウイルス感染症対策のため，マスクを着用してご参
加ください。当日，受付で検温，消毒をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により，やむを得ず中止
する場合があります。ご了承ください。

主催

福山市中部生涯学習センター

電話

084-932－7265

共催

西学区まちづくり推進委員会
西公民館 電話 084－925－0442

fax 084-928－8609

