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“自主防災風早”の結成 

自分たちの地域は自分たちで守るというスローガンをかかげた

『自主防災風早』の設立総会は，8月19日（土）午後7時から西集会

所で行われ，市内で9番目の自主防災組織が誕生しました。 

１ 「自主防災組織」の設立趣旨 

毎年のように襲来する台風・高潮に加え，地球的規模の潮位の上
昇等による高潮被害は，風早の自然災害の象徴ともいえ，海岸部の
人家は常に生命や生活が危険にさらされています。このほか風早の
過去の災害を見ても，急傾斜地帯の土砂崩壊，河川氾濫など多くの
痛ましい災害の歴史があります。 

このような災害に対して生命の安全を守るしくみは，消防署の救
急体制をはじめ，消防団の防備体制等は大きく整備されてきました
が，社会構造の流れの中で地域の独居高齢者，病弱高齢者など「災
害弱者」は増え続け，行政主導の救急制度だけでは緊急時の手配，
初動の対応が遅れ等が予想されるなど，住民へのきめこまやかな安
全保障は困難な状況にあります。 

このことをふまえ，風早地区に『自主防災組織』を立ち上げ，市
からの防災備品の援助を受けて小地域での防災・救急システムを作
り，『一人もとりこぼさない救急活動』をめざします。こうして緊
急時に即座に対応できるしくみとしての『自主防災風早』を組織
し，各区1名の防災委員を中心に『生きろ・逃げろ・助けろ』とい
う運動を進めて，災害に敏感で安全な風早づくりをめざします。 

２ 「自主防災風早」規約 

（名称） 

この自主防災組織の名称は「自主防災風早」と称する。 

（目的） 

この会は，地域防災計画の規定により，自主的な防災活動を

行い，災害(地震その他)による被害防止及び軽減を図ること

を目的とする。 

（事業） 

この会は，第2条の目的を達成するため，次の事業を行なう。 

防災に関する知識の普及につとめる。 

災害発生時における情報収集と伝達，初期消火，救出と救

護，避難誘導，応急手当に関すること。 

防災訓練の実施。 

防災資材の備蓄に関すること。 

（構成） 

この会は防災委員で構成し，各区1名を選出して充て，担当

区の任務遂行にあたる。 

（役員） 

この会に，次の役員を置く。 

会 長      １名 

副会長      ２名 

事務局長     １名 

地区理事    １５名 

監 事      ２名 

２．顧問 若干名を置くことができる。 

（役員の選出） 

会長，副会長，事務局長，監事および顧問は役員会において

選出し，総会の承認を得る。 

２．地区理事は次に示す防災委員から選出する。 

上・小畑区１，南区２，東区２，わらびヶ丘区１ 

中区1，浜区１，西区３，向区１，灘区2，来島区１ 

（役員の任期） 

役員の任期は，定期総会から次期定期総会までとする。 

（役員の任務） 

会長は，この会を代表し，災害発生時には応急対策の指揮を

とる。 

２．副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，または，

会長が欠けたときはその職務を行なう。 

３．事務局長は，会計及び事務を取り扱う 

４．地区理事は，会務の処理を行なう。 

５．監事は，会計を監査する。 

（会議） 

この会の会議は，防災委員による定期総会，臨時総会及び役

員会とする。 

２．定期総会は年1回４月に開催する。 

３．臨時総会は，役員会または会長が必要と認めたとき召集す

る。 

４．役員会は，会長が必要と認めたとき招集する。 

５．会長は会議の長となり，議事を進行する。 

６．会議の議事は，出席者の過半数で決し，可否同数のときは

議長の決するところによる。 

（防災計画） 

この会は，災害による被害防止及び軽減を図るため防災計画

を作成する。 

２．防災計画は次の事項について定める。 

防災組織の編成及び任務分担に関すること 

防災知識の普及に関すること 

防災訓練に関すること 

災害発生時における情報収集と伝達，出火防止，初期消

火，救出救護，避難誘導及び給食給水に関すること 

その他防災上必要とする事項 

（会計） 

この会の運営に関する費用は，自治会費その他の収入をもっ

て充てる。 

この会の予算は，総会の議決を経て定める。 

この会の会計年度は，毎年4月1日に始まり，3月31日に終わ

る。 

（監査） 

監査は毎年1回監事が行なう。ただし必要がある場合は，臨

時にこれを行うことができる。 

２．監事は会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 

（雑則） 

この会則に定めない事項で，この会の運営に必要な事項は，

会長が役員会に諮り定める。 

（付則） 

この会則は，平成 18 年 8 月 19 日から実施する。 
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役 職 名 氏   名 

会   長 日浦 昭博  

副 会 長 土居 昭二 奥山 幸一  

事 務 局 長  斎藤冨美子  

監   事 三宅 正和 鍛冶  保  

西本 勲生 出来田敏之 山本 博美 

理   事  
平尾  隆 元田 隆重 金本  積 

水戸川盛人 新川 修二 山本 直彦 

中村  一 阿部  豊  

環境福祉部 

“つばさ”との交流事業 運動会 
７月９日（日），風早小学校屋内運動場に於いて，小規模授産施

設“つばさ”との交流事業として運動会を開催しました。 

風早女性会が中心となり，暮らしの応援隊（社協を通してのボラ

ンティア団体），母子健康推進員，介護相談協力員そして民生委員

の皆様にお手伝いいただきました。 

「玉入れ」「ボール送り」「ボウリング」「仮装競争」「風船割

り」など，みんなで楽しめ，からだにやさしいゲーム感覚のプログ

ラムで，９６名の方に参加していただきました。 

進んで競技に参加してくださる方，大勢の楽しそうな笑顔，そし

て，初めて会った人，久

しぶりに会った人との弾

む会話の光景を見て，こ

の運動会を通して人と人

とのつながり，地域との

つながりが強くなったよ

うな気がしました。 

最後は安芸津音頭をに

ぎやかに踊って閉会しま

した。 

部 会 活 動 報 告   

風早寿大学 ボランティア活動に汗を流す 

風早寿大学は，年２回，風早地区の道路や公共広場の清掃活動を

続けています。 

真夏の７月２３日，早朝約１時間，各地区に分かれて，駅前やお

宮・お寺の広場など５ヶ所の清掃活動に汗を流しました。９月２０

日には，老人クラブ全国一斉道路清掃活動の一環として，約１時

間，缶などのゴミ収集を行いました。 

坪井会長は「地域の人々に，きれいになったと声をかけてもらう

と励みになります。ボランティア活動以外にも，安芸津連合会とし

て演芸会や日帰り旅行なども行っています。６０才以上の人はどし

どし加入してください。」と話されています。 



防災防犯部 

安芸津で東広島市防災訓練 
平成18年度東広島市総合防災訓練は，８月２５日（金）安芸津町

風早の市民グラウンドを会場として行なわれ，海上保安庁，市消防

局，西条警察署，各種企業，安芸津町内各自治会など市内外の５２

機関１，１１９名が参加しました。 

この訓練は，地震災害や台風災害を想定したもので，ヘリコプ

ターによる吊り上げ救助訓練や巡視艇の救助活動，救急車の搬送活

動などをはじめとした新市での陸・海の各種災害への対応訓練を行

ないました。風早自治会は，結成されたばかりの「自主防災風早」

の防災委員を中心に３５名が参加し，集団避難訓練と模擬負傷者の

トリアージ(負傷者の分別)訓練や水害対策の土のう作り訓練に参加

しました。 

さらに，これに関連して９月３日（日）朝の広島ホームＴⅤ番組

「はい!!東広島です～あなたの

命を守る～」のなかで，自主防

災風早の日浦昭博会長は「自主

防災風早の今後の課題として，

住民同士顔の見える範囲での，

きめ細かな地域防災ネットワー

クづくりを進めて，どんな災害

に際しても一人も取り残さない

救助活動をめざしたい。」と語

りました。 

風早「子どもを守る会」 

子どもの見守り活動支援事業モデル団体発足式 
風早「子どもを守る会」が

広島県警から平成１８年度子

ども見守り活動支援モデル事

業の実施団体に指定（県内で

は１０団体）され，発足式が

９月１４日（木）来賓・会

員・全校児童・保護者・学校

関係者ら３５０名が出席し，

風早小学校屋内運動場で開催

されました。 

発足式では，西条警察署の南原晴男署長より防犯活動で使用する

ジャンバー，ステッカー，のぼり等が支給されました。 

子どもを守る会としては，支給物品を有効に活用した活動を続

け，子どもの安全を守りたいと思います。 

 なお，９月１５日から児童

の下校方法が，木曜日は一斉

下校，その他の日は自由下校

に切り替わりました。 

夏休み子ども折り紙教室 
８月２日（水）安芸津西公民

館で「夏休み子ども工作教室」

として，「折り紙教室」を開催

しました。 

風早小学校の児童を対象に，

当初定員３０名で募集しました

が，予想をしていた以上の４２

名が応募してくれました。指導

者を２名に増やし，教育文化部

会員も補助員として参加しました。 

多くは，低学年の子どもでしたが，２時間，休憩もしないで集中

してがんばり，全員がウオール・ポケットを完成させました。 

来年以降も「夏休み子ども工作教室」を教育文化部主催の行事と

して，定例化したいと考えています。 

教育文化部 

東広島市民スポーツ大会 球技の部 
８月２０日（日）東広島市

運動公園ほか２会場で東広島

市民スポーツ大会 球技の部

（男子ソフトボール・男女ソ

フトバレーボール・男女グラ

ウンドゴルフ及びゲートボー

ルの４種目６チーム）が開催

されました。 

選手役員約６０名が参加し

て健闘しましたが，陸上の部

と球技の部を併せた総合順位で２５位でした。 

健康体育部 

用具などの寄付のお願い 

体育振興会ではグラウンドゴルフ及びゲートボール用具のス

ティック（打棒）とボールが不足しています。 

つきましては経費節減のため区内の皆様が所有し，不用になっ

た用具がありましたら是非ご寄付ください。 

寄付された用具は，会の備え付けとしてスポーツ大会の選手や

区民の方々に広く利用に供したいと考えております。 

お申し込み・お問い合わせ先 

安芸津西公民館（４５ー００２３） 

体育振興会事務局長 上原 寿寿香 

 

散乱ごみ撲滅キャンペーン 

開 催 日  平成１８年１１月２６日（日） 

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。 

活動内容  風早小学校に向かってゴミを拾いながら来てくだ

さい。 

メタセコイヤ文化祭 

イルミネーション点灯式 

開催日  平成１８年１２月９日（土） 

時 間 夕方（時間未定） 

場 所  風早小学校グラウンド 

作品展示 

開催日  平成１８年１２月 １７日（日） 

 １８日（月） 

 １９日（火） 

時 間 １３：００～２０：００ 最終日のみ１７：００ 

場 所  風早小学校屋内運動場 

洋画，日本画，水墨画，版画，書道，彫塑・工芸，陶芸，

写真など，地域の皆様の出展作品を募集しています。 

お申し込み・お問い合わせ先 

風早小学校（４５－００５２） 

ＰＴＡ事務局  堀 恵子 

今後の行事予定  

 

 

 

開催日  平成１８年１１月１０日（金） 

時 間 １４：００～１５:００ 

場 所 風早小学校屋内運動場 

曲 目 ドレミの歌・トゥーランドット・世界に一つだけの花 ほか 

皆様お誘い合わせの上，ぜひご参加ください。 

小島光博さん 

金管五重奏コンサート 
トランペット・ホルン・トロンボーン・チュ－バ 

 

展示作品募集 

 
小島光博さんは，風早小学校の卒業生，武蔵野音楽大学

を卒業後，現在，トランペット奏者として，東京都内を

中心にオーケストラなどで活躍中。 


