
部 会 活 動 報 告  

第２３回 東広島市民スポーツ大会 総合４位入賞 

陸上の部は準優勝！ 球技の部ではソフトバレーボール男子が第３位！ 

 ６月５日（日）東広島運動公園で東広島市民スポー

ツ大会 陸上の部が開催されました。 

 今大会は、風早小学校の統合に伴い、風早、大田、

小松原の３つの体育振興会が合同でチーム編成を行い

ました。 

 早田原地域の力を結集して臨んだ今大会、序盤から

目まぐるしく１位が入れ替わる大混戦でした。 

 昨年に続き連覇とはいきませんでしたが、選手の皆

さん、スタッフ共に力を出し切り、準優勝というすば

らしい結果を出すことができました。 

 

８月２２日（日）に行われた球技の部は、雨天のためソフ

トバレーボール以外の種目は中止となりました。 

そんな中、ソフトバレーボール男子チームが、予選リーグ

で劇的な逆転劇を演じ、決勝トーナメントに進出。見事、第

３位と３年連続で表彰台に上がりました。 

陸上の部と球技の部を合わせた総合成績は第４位でこちら

も３年連続の入賞です。 

健康体育部会 

教育文化部会 

おじさん・おばさん達と そうめん流しをやろう！ ８５名の児童が参加 

校区青少年育成会議が、７月２４日（日）夏休み恒例の「おじさん・

おばさん達とそうめん流しをやろう！」を風早小学校で開催し、８５名

の児童が参加しました。竹でマイカップ・マイ箸をつくり、流しそうめ

んを食べるという企画です。 

当日は、風早地区の女性会・子どもを守る会・地域まるごと連絡会・

自治会、さらに小学校ＰＴＡ・先生等多方面から総勢３０名を超える人

がサポートしてくださいました。 

子どもたちは、おじさん達に教えてもらいながら、慣れないノコやナ

イフを使って、マイカップ・マイ箸を作りました。 

 一方、女性会の方と男性陣は、汗をふきふき、そうめんを

湯がき、トッピングとつゆを作り、２基のそうめん流し台を

準備しました。 

 いよいよ、総勢約１２０名による大そうめん流しが始まり

ました。子どもたちは、自分が作ったマイカップとマイ箸を

手に、ひたすらそうめんを口に運んでいました。１３㎏のそ

うめんをきれいに平らげました。 

陸上の部 風早選手団 

ソフトバレーボール男子 選手のみなさん 

順位 小学校区名 得 点 順位 小学校区名 得 点 順位 小学校区名 得 点 

1 三ツ城 220 点 13 郷田 158 点 25 平岩 113 点 

2 東西条 209 点 14 寺西 157 点 26 板城 108 点 

3 西条 209 点 15 志和堀 155 点 27 造賀 107 点 

4 風早 203 点 16 八本松 150 点 28 中黒瀬 107 点 

5 川上 194 点 17 小谷 149 点 29 木谷 107 点 

6 西志和 185 点 18 豊栄 142 点 30 上黒瀬 106 点 

7 河内 184 点 19 入野 134 点 31 乃美尾 106 点 

8 東志和 180 点 20 三永 129 点 32 久芳 106 点 

9 高美が丘 178 点 21 高屋東 128 点 33 板城西 105 点 

10 三津 174 点 22 高屋西 122 点 34 吉川 100 点 

11 河内西 172 点 23 原 116 点 35 竹仁 95 点 

12 御薗宇 160 点 24 下黒瀬 114 点    

陸上の部   

球技の部 

順位 ゲート

ボール  

ソフトボール グラウンドゴルフ ソフトバレーボール 

Aﾌﾞﾛｯｸ Bﾌﾞﾛｯｸ Cﾌﾞﾛｯｸ 男子 女子 
男子 

（1組） 

男子 

（2組） 

男子 

（3組） 

女子 

（1組） 

女子 

（2組） 

女子 

（3組） 

1 西条 中止 中止 中止 中止 中止 中止 三ツ城 東西条 河内 志和堀 高美が丘 御薗宇 

2 風早 中止 中止 中止 中止 中止 中止 河内西 三津 郷田 東志和 東西条 河内西 

3 三ツ城 中止 中止 中止 中止 中止 中止 東志和 風早 高美が丘 三津 川上 西志和 

【総合成績】 

【各部門の結果（3位まで）】 

防災防犯部会 

「風早 子どもを守る会」 ～児童との顔合わせ会～ 

４月１４日（木）風早小学校にて児童との顔合わせ会を行い

「風早子どもを守る会」から２６名参加しました。 

全体会議に続き各地区に分かれて 

● 各部団の自己紹介 

● 安全マップの確認 

などを行い児童と一緒に安全確認をしながら下校しました。 

東広島市総合防災訓練に参加 

８月２３日（火）平成２３年度東広島市総合防災訓練が東広島市河内町入野の広島空港流通工業団

地を会場として開催されました。あいにくの雨の中での訓練となりましたが、消防団や各地域の自主

防災組織など４７機関から約７００名の参加がありました。 

訓練想定は直下型地震による同時多発災害や台風による風水害などで、自主防災風早からは５名が

参加し、風水害対策としてボランティアセンターの開設を担当しました。 
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環境福祉部会 

シリーズ風早ものがたり 第３回 龍王島 

今から約３００年前に書かれた「広島藩御覚書帖」によると、当時、風早村に属する島は、人家の

ある「大芝島」と人家のない「桃島」「小芝島」「塔乃島」の４島でした。 

その後、これら４島がどのような変遷をたどったかを３回シリーズで紹介する予定です。第１回は

龍王島を取り上げてみます。 

島の名  現在、島名は「龍王島」に統一され、「桃島」と呼ぶ人は私のようは高齢者に限られて

いるようです。前記の「広島藩御覚書帖」では、「桃島」と表記し、「龍王島とも唱え候」と書き添

えおり、古くから桃島と龍王島２種類の名前で呼ばれていたようです。 

昭和１０年２月、三呉線（呉線）開通を目前にひかえ、三津町が三津小唄を募集しました。その三

等の入選句には「三津の桃島 花咲くころは 浪の色まで赤くなる」という歌詞があります。また、

昭和２６年に制定された風早小学校校歌に「海のたいきも 清らかに かすむもも島 あいの島」と

歌われています。昭和期までは「龍王島」は「桃島」の名で呼ばれていました。 

島の開発  江戸時代、龍王島は広島藩が管理する「御建山」（おたてやま）で、山の木を伐採す

るなど、開墾することは固く禁じられていました。 

明治になって民間に払い下げられ島の開墾が始まりました。明治３０年代の終わりごろに、大崎下

島の大長から移り住んだ人の手によって、開墾が進められ、桃の栽培がおこなわれるようになりまし

た。大正５年（1916）発行の「賀茂郡志」には、「周囲２０町で、丘陵をなし果樹の栽培が盛んに行

われる」とあります。 

シリーズ 「風早ものがたり」 

大正１３年（1924）、龍王島で生まれた脇本政清さんに、島で

の生活をお聞きしました。 

・父親から「島には良い水が出て荒谷酒造が酒水として利用

していたので、その水番に大長から来た」と聞いた。 

・家が４軒（大長出身が３軒・大芝から１軒）で１０人くら

いの人が島に住んでいた。大芝島から通い作をする人もい

たので、全部で７・８軒が果樹栽培をしていた。 

・昭和１０年ごろは、桃の木が多く植えられており、花の咲

く時期には三津の人が花見に来ていた。しかし、次第に枇

杷に切り替えられ、昭和１６年ごろには、枇杷とみかんが

中心となっていた。 

・昭和３４年（1959）に、最後の一人が島を離れて以来、住む人のいない無人島になった。 

 その後、安芸津町が島をまるごと買い取り、平成９年（1997）７月

に、キャンプ場、研修棟、炊事棟、トイレ・シャワーを備えた自然体験

村をオープンさせました。現在、年間約８００名程度の利用者があるよ

うです。 

（記：二宮 康成） 
 

次回は、「消えた塔乃島」の予定です。 

散乱ごみ清掃活動 

開催日  平成２３年１１月２０日（日）（小雨決行） 

時 間 ８：３０～（１時間程度） 

集合場所 各地区の区長及び衛生推進委員の指示に従ってください 

活動方法 各地区から風早小学校に向かってゴミを分別しながら拾って来ていただく 

「ふれあい弁当」サービス 
月 日 平成２３年１２月 

女性会、民生・児童委員、見守り協力員が協力して行います。  

メタセコイヤ文化祭 

開催日  平成２３年１２月１１日（日）・１２日（月）・１３日（火） 

風早自治会防災訓練 

開催日  平成２４年３月１１日（日） 

場 所 風早小学校 

今後の行事予定  

花の植替え作業 ～フラワーロード～ 

 ７月２６日（火）風早小学校で、フラワーロードの花の植替え作業

を６年生の児童５９名と行いました。 

 予定していた日が何度か流れ、とうとう夏休

みになってしまいましたが、なんとか花の植替

えを無事終えることができました。 

 プランターは小学校前の県道沿いに並べら

れ、水やりは６年生が担当してくれます。 

昭和３９年の龍王島 

きれいな町づくりキャンペーン ゴミ収集に１７０名参加 

東広島市は６月を『環境月間』とし、６月１２日（日）『きれいな町づくりキャンペーン』を実施

しゴミ収集を行いました。 

時おり雨が降る中、風早地域では約１７０名の多くの皆

様に参加いただき、約１３０kg（内訳：可燃ごみ約６４

kg、不燃ごみ約６６kg他）のゴミを収集することができま

した。 

地域の皆様のマナー向上により散乱ゴミも少なくなって

きたように思います。これからも【ポイ捨てゼロ】を目標

にして散乱ごみのない美しい、気持の良い地域づくりへの

目標達成に向けて多数の皆様が参加してくださいますよう

お願いします。 

龍王島自然体験村 

「風早まちづくりに関するアンケート調査」へのご協力のお願い 

風早自治会は、安心して暮らせる住みよいまちづくりを進めていくために、「風早まちづくり計

画」を策定します。地域の皆さまのご意見を反映した計画にするため、全世帯を対象にアンケート調

査を行います。調査は、無記名ですので回答者が特定されることはありません。 

お忙しいところ大変お手数をおかけしますが、本調査の趣旨にご理解をいただきご協力いただきま

すようお願いいたします。 


