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部 会 活 動 報 告  

福祉部会 

平成２９年度 風早地区敬老会を開催 

１０月１５日（日）、風早小学校で第３回風早地区敬老会を開催

しました。当日は、対象者５４７名中１５９名の敬老者が参加され

ました。 

開会式では、植向実行委員長の開会のあいさつに続き、藏田市

長、地元市議会議員が祝辞を述べられました。続いて、風早小学校

５年生の代表２名がそれぞれの祖父母との心温まる交流や感謝の思

いを込めた作文を読み上げました。 

 開会式後のアトラクショ

ンは、全員が声を合わせて

唱歌「ふるさと」を歌いスタートしました。風早幼稚園児の歌と

踊り、風早小学校２年生の歌、風早保育所児の歌と体操、トンボ

キッズの太鼓、風早小学校琴クラブの琴の演奏、と子どもたちに

よるパワー溢れるステージを楽しんでもらいました。 

 昼食をはさんで午後からは、全員で唱歌「おぼろづきよ」を歌

い、幼い頃を懐かしんでもらいました。そして、県立安芸津病院

の転倒予防体操、清舞会の新舞踊、風早寿大学の詩吟の発表を通

して同世代の方々の活躍を見て喜んでいただきました。 

ホームページアドレス 

http://kazahaya.info 

風早自治協だより 
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ペットボトルを持って一斉訪問活動 

平成２９年６月３日（土）、「民生委員・児童委員」「在宅高齢者見守り協力員」「福祉委員」の８０

名が、ペットボトルをもって、７７才以上の高齢者だけで生活されているすべてのお宅（１７２世帯・２

２９名）を一斉に訪問しました。 

 

訪問の目的は、次の２点です。 

 

① 高齢者の熱中症予防のため、水入りのペットボトルなどをもって高齢者宅を訪ねる。 

② 気にかかる世帯の状況を知り、今後の見守り活動に生かす。 

 

９時から始まった出発式では、「風早地区福祉推進員会」の構成と活動目標を確認し、研修会を持ちま

した。 

 

【テーマ】 

「介護保険制度について」 

【講 師】 

安芸津地域包括支援センター 

今村曉子主任介護支援専門員 

 

研修後、８地区に分れて訪問計画を立て、水入り

ペットボトル・塩分入りお菓子・熱中症予防のパンフ

レットを持参して高齢者宅を訪ねました。 
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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！ 

「のこぎりで竹を切り、マイカップを作り、楽しい一日を過ごそう！」 

平成２９年７月２３日（日）、風早小学校で風早青少年育成市民会議が主催した第１０回「おじさ

ん・おばさんたちとそうめん流しをやろう！」が行われ、小学生や幼児約１００名の子どもたちが参加

しました。 

そうめんを茹で、つゆや薬味を準備した

のは女性会と民生委員・児童委員の皆さ

ん。竹のマイカップ作りは、「風早子ども

を守る会」の会員や風早小学校の先生、地

域のおじさんとお父さんたち、約５０名の

地域の人が協力しました。 

今回は、総勢１６０名の大そうめん流し

となりました。すっかり、風早地区の夏休

みの恒例行事になりました。 

散乱ごみ清掃活動 

東広島市は、６月１１日（日）、『きれいな町づくりキャンペーン』を実施し、風早地域でも約２６０

名の方に参加いただきゴミ収集を行いました。 

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「ごみ０（ゼロ）のまち」・「日本一きれ

いなまち」を目指して、ポイ捨て・不法投棄防止の運動・意識を広

げましょう。 

干拓堤防松並木の整備作業 

７月１６日（日）、干拓堤防松並木のせん定や下草刈りを行いました。 

晴天にも恵まれ、３１名の多くの方の参加を頂き、大変きれいにすることができました。 

次回も多くの方のご参加をお待ちしております。 

環境部会 

開 催 日 参加人数 可燃ごみ 不燃ごみ その他 

 6月11日（日） 約２６０名 約３４kg 約３６kg 少々 
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第２９回 東広島市民スポーツ大会 陸上の部 ７年ぶり２度目の優勝！ 

６月４日（日）、第２９回 東広島市民スポーツ大会 陸上の部が東広島運動公園で開催されました。 

快晴で運動日和となったこの日、選手、応援者を含めて延べ4,000人の市民が参加し、リレーや大玉こ

ろがし、ストラックアウトなど全9種目で熱戦を繰り広げました。 

優勝争いは大混戦の中、風早小学校区は接戦を勝ち抜き７年ぶり２度目の陸上の部優勝を果たしまし

た。 

８月２０日（日）には球技の部が開催され、風早小学校区は全種目に出場しました。 

ソフトバレーボール男子、女子が共に第３位に入賞し、総合で第５位入賞を果たしました。 

健康体育部会 

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 川上 397 点 13 河内 281 点 25 中黒瀬 211 点 

2 西条 376 点 14 御薗宇 278 点 26 平岩 208 点 

3 高屋西 362 点 15 造賀 271 点 27 志和堀 192 点 

4 寺西 332 点 16 下黒瀬 268 点 28 板城西 184 点 

5 風早 323 点 17 高屋東 266 点 29 原 174 点 

6 八本松 319 点 18 高美が丘 259 点 30 豊栄 170 点 

7 西志和 317 点 19 木谷 249 点 31 久芳 169 点 

8 板城 312 点 20 郷田 248 点 32 乃美尾 166 点 

9 東志和 309 点 21 上黒瀬 239 点 33 吉川 159 点 

10 三ツ城 302 点 22 三永 222 点 34 河内西 118 点 

11 東西条 297 点 23 三津 216 点 35 竹仁 113 点 

12 小谷 294 点 24 入野 211 点    

【総合成績】 

順位 陸上の部 

球技の部 

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 風早 川上 郷田 三ツ城 三津 河内 御園宇 高屋西 川上 西条 下黒瀬 寺西 東志和 

2 三ツ城 板城 西志和 寺西 川上 吉川 寺西 高屋東 東西条 上黒瀬 高屋西 板城 板城西 

3 造賀 風早 東志和 河内西 風早 入野 板城 西条 
東志和 

西志和 

八本松 

河内 

御園宇 

木谷 
八本松 川上 

【各部門の結果（3位まで）】 

開会式の様子 年代別リレー男子 年代別リレー女子 
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防災防犯部会 

土砂災害、高潮災害に備えて「土のうづくり」 

９月２４日（日）、安芸津市民グラウンドで、土砂災害や高潮災害に備えて、消防署員１名、自主防災

委員４１名、風早地域住民１８名、計６０名が参加して、下記の内容で土のうづくりを行いました。 

 

（１） 安芸津支所長メッセージ紹介 

（２） 土のう袋詰方法受講 

（３） 土のう袋積み方法受講 

（４） 土のう袋製作 

（５） 消防安芸津分署受講（救急車、消防車等が一緒に同行する理由） 

（６） 平成２９年度防災訓練構想 

（７） 防災グッズ展示 

 

今回は約１,８００個制作し、残数約１,０００個と合わせて、土のうの備蓄数は約２,８５０個になり

ました。 

メタセコイヤ文化祭 《会場：風早小学校》 

イルミネーション点灯式 

開催日  平成２９年１２月３日（日） 

作品展示 

開催日  平成２９年１２月３日（日）・５日（火）・６日（水） 

風早地域 防災訓練 
開催日  平成３０年３月２５日（日） 

今後の行事予定  

世帯数 人口 男 女 

１,８４２ ４,１４７ ２,０１２ ２,１３５ 

風早の人口 

平成29年10月末現在 

「風早 子どもを守る会」 ～児童との顔合わせ会～ 

４月１３日（木）、新入生を迎え、

「風早子どもを守る会」より２０名出

席し児童と顔合わせを行いました。 

各部団に分かれて、児童が作成した

安全マップの確認などを行い、各部団

毎に下校しました。 

平成２９年度 「風早 子どもを守る会」 総会を開催 

 １０月６日（金）、風早小学校屋内運動場において、平成２９年

度「風早子どもを守る会」総会を開催しました。 

 風早小学校長 田中宏憲先生にご臨席いただき、子ども守る会の

会員１７名が出席しました。 

 新規約、新役員、事業計画について審議を行い、原案通り可決し

ました。 


