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部 会 活 動 報 告   

種 目 出場資格 性別 風早チーム順位 

4×100mリレー 小４～６年生 男女 １ 

玉入れ １８歳以上 男女 １ 

100ｍ 中学生以上 女 １ 

100ｍ 中学生以上 男 ２ 

みんなでジャンプ 小学４年生以上 男女 ４ 

大玉ころがし 中学校卒業以上 男女 ２ 

ストラックアウト 中学校卒業以上 男女 １ 

年代別リレー 小学４年生以上 女 １ 

年代別リレー 小学４年生以上 男 １ 

陸上の部 総合順位 １位 

第２２回 東広島市民スポーツ大会 総合８位入賞 

陸上の部は悲願の初優勝！ 

球技の部ではｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子が第２位！ 

６月６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。 

第１９回大会から４位、３位、２位と一段一段、順位を上げて

きた風早小学校区。必勝を期して臨んだ今大会、順調に得点を重

ね最後の種目を残したところで２位につけていました。 

最終種目の年代別リレーで男女とも１位を獲得し、逆転優勝を

果たしました。 

８月２２日（日）に行わ

れた球技の部では、ソフト

バレーボール男子が、昨年

決勝で敗れたチームに勝利

し、決勝トーナメントに進

出。昨年に続き第２位と健

闘しました。 

総合成績は８位で２年連

続の入賞です。 

健康体育部会 

陸上の部 

陸上の部 風早選手団 優勝のトロフィーと賞状 

球技の部 

種 目 出場資格 性別 獲得ポイント 

ゲートボール  男女 ２０ 

ソフトボール １８歳以上 男女 ４０ 

グラウンドゴルフ 
小学5年生以上 男 １０ 

小学5年生以上 女 １０ 

ソフトバレーボール 
中学校卒業以上 男 ５０（２位） 

中学校卒業以上 女 ２０ 

第2位 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 

1 高美が丘 409 点 20 志和堀 231 点 

2 川上 352 点 21 高屋東 224 点 

3 東西条 343 点 22 東志和 218 点 

4 西条 336 点 23 寺西 213 点 

5 河内 334 点 24 西志和 211 点 

6 造賀 330 点 25 平岩 202 点 

7 三ツ城 326 点 26 郷田 197 点 

8 風早 322 点 27 木谷 196 点 

9 下黒瀬 305 点 28 河内西 189 点 

10 八本松 299 点 29 豊栄 187 点 

11 小谷 291 点 30 入野 186 点 

12 三津 285 点 31 久芳 185 点 

13 御薗宇 275 点 32 板城西 182 点 

14 板城 275 点 33 原 177 点 

15 高屋西 272 点 34 大田 171 点 

16 吉川 245 点 35 小松原 162 点 

17 上黒瀬 244 点 36 竹仁 144 点 

18 中黒瀬 237 点 37 乃美尾 124 点 

19 三永 232 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 風早 高美が丘 造賀 下黒瀬 吉川 下黒瀬 八本松 三ツ城 河内 東志和 志和堀 高美が丘 造賀 

2 高美が丘 高屋西 - 西条 小谷 八本松 東西条 風早 東西条 上黒瀬 三ツ城 御薗宇 寺西 

3 西条 中黒瀬 
板城 

川上 

上黒瀬 

三津 

御薗宇 

河内 
原 川上 豊栄 川上 平岩 八本松 東西条 川上 

【総合成績】 

【各部門の結果（3位まで）】 

防災防犯部会 

「土のうづくり」に７３名参加 

９月１９日（日）安芸津市民グラウン

ドで、土のうづくりを行いました。作業

終了後、消防署員による火災報知器設置

の必要性と消火器の取扱い方法の説明も

行いました。 

以前に作り貯めていた１８００個の土

のうは、８月の集中豪雨による災害箇所

に全て使われ備蓄がゼロになってしまい

ましたが、台風シーズンに備えて、風早

地区と消防署員の７３名が、１２００個

の土のうをつくりました。 

「風早 子どもを守る会」 ～児童との顔合わせ会～ 

４月１５日（木）新入生を迎え、「風早

子どもを守る会」より３３名出席し児童と

顔合わせを行いました。 

各部団に分かれて自己紹介、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。 

● 現在、「風早子どもを守る会」は８１名の登録者にて、児童

が安全で安心して通学できるよう活動しています。 

区民の皆様方のご協力をお願いします。 

東広島市総合防災訓練に参加 

８月２５日（水）東広島市高屋台の東広島市中核工業団地を会場

として開催され、救助訓練・家具等の搬出訓練・土のうの積み上げ

訓練などが行われました。 

風早自治会からは「自主防災風早」の委員５名が参加し、家具等

の搬出訓練・飲料水の入手運搬に参加しました。 

住宅用火災警報器、消火器設置状況の調査にご協力を 

自主防災風早の活動計画の重点施策の取り組みとして、火災警報

器及び消火器の設置状況の調査とPRの為、皆様の家庭を訪問させて

頂きますので、ご面倒とは存じますが、ご協力くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

調査の目的 

● 自分達の地域は自分達で守るを基本理念として、防災意識

の高揚をはかる。 

● 火災による人身事故と被害の拡大防止を図る。 

なお、今回の調査は、各地区防災委員が巡回訪問します。火災警

報器、消火器の設置について情報を知りたい方は、遠慮なくお尋ね

ください。 

※火災警報器は、平成２３年５月３１日までに設置が義務付けされ

ています。（但し、罰則規定はありません。） 

【風早小学校区 成績】 

土のうづくり作業風景 

災害場所に積まれた土のう 



教育文化部会 

環境福祉部会 

「おじさんたちと」第3弾！ 今回は、そうめん流し 

７月２５日（日）、風早小学校で「おじさん達とそうめん流し

をやろう！」を開催しました。竹でマイカップ・マイはしを作

り、そうめん流しをするという企画です。 ７０名を超える子ども

の参加申し込みがあったので、そうめん流しの材料、竹の切り出

し、そうめん流し装置つくりなどの事前準備も入念にしました。 

当日は、風早女性会・風早子どもを守る会・地域まるごと連絡

会・風早小学校ＰＴＡ・小学校の先生・風早自治会役員等、総勢

３０名のご協力をいただきました。会場には、三津の大藤さんが

手づくり水車と看板を設置してくださり、ムードも大いに盛り上

がりました。 

１・２年生２４名をふくめて小学生

６１名は、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

自分で竹を切り、マイカップ（ネーム

入り）・マイはしを作りました。一

方、女性会の方と男性陣は、猛暑の中

汗をふきふき、そうめんゆがき、トッ

ピング・つゆ作り、９ｍと４ｍの２基

のそうめん流しを準備しました。 

 いよいよ、総勢９０名余の風早一の

大そうめん流しが始まりました。マイ

カップとマイはしを手に持って、おい

しそうにそうめんをすくい、口に運ぶ

子どもたちの顔が印象的でした。子ど

もたちにとって、思い出に残るよい経

験となったと思います。 

第１回 ～「風早」という地名～ 

「風早」という地名の由来は、言い伝

えもなく確かなことは分かりませんが

『伊予国の中部（現在の愛媛県松山市北

条）で力を持っていた風早氏が、６世紀

ごろ北上し、安芸国のこの辺り一帯の

島々や陸地にも勢力を広げた。その一族

が風早の地に住み着いたので、風早氏に

ちなんでこの地を「風早」と称するよう

になった。』とも言われています。 

天平８年（７３６）新羅の国に派遣さ

れた使節団が乗った船が、風早（風速）

の浦に泊った夜に作った歌が２首、「万葉集」に載せられていま

す。この２首は、約１３００年以前に「風早」と呼ばれていたこ

と、しかも、中央にも知られた国指定の重要な「海の駅」であった

ことを示す確かな証拠です。 

時代は下がって、平安時代の歴史書「続日本後記
しょくにほんこうき

」には「安芸国

風早」と、室町幕府三代将軍の足利義満が厳島（宮島）を参詣した

際の紀行記には「かざはや」と書かれています。当時は安芸国賀茂

郡風早と呼ばれていました。 

その後、「風早」の示す範囲（地域）や行政名がどのように変

わっていったかを紹介します。 

もともと「風早」は、現在の風早・小松原・大田の三地域辺りを

総称した地名だったようですが、慶長６年（1601）に福島正則が広

島城に入り検地を行った際に、「風早」を風早村・小松原村・大田

村の３村に分けて支配しました。この３村分立状況が約２９０年近

く続きました。 

明治になると、時の政府は「各町村はおおよそ３００戸以上を常

例とする。」という方針に沿って、明治２２(１８８９)年４月１日

市制・町村制をしきました。 

当時、小松原村は８３戸、大田村は１１８戸だったので単独村と

はせず、元々一村であった、風早村（３２２戸）と合併することと

なり、人口約３０００人・戸数約５２０戸の村が誕生しました。 

祝詞山八幡神社の万葉歌碑 

村名は風早、大田、小松原の一字をとって「早田原村」とし、風

早は広島県賀茂郡早田原村風早と称されることとなりました。 

昭和１８年１月１日には三津町・木谷村と合併し賀茂郡安芸津町

風早、昭和３１年４月１日の郡境変

更で豊田郡安芸津町風早、さらに平

成１７年２月７日には東広島市安芸

津町風早となりました。 

このように、「風早」という地名

は、時代は変わっても、村の分離・

合併が行われても、東大寺の大仏が

作られた約１３００年前から、消え

ることなく受け継がれてきた由緒あ

る地名であるといえるでしょう。 

第２回は、「観音浜新開（塩田）」の予定です。 

（記：二宮 康成） 

風早寿大学の清掃活動とサロン活動 

８月２９日（日）４０名が参加して４か所の公共広場の清掃活動

を行いました。 

また、毎週火曜日に風早東集会所で「サロンはるかぜの家」を開

設しています。７月６日（火）には利用者、応援者、ボランティ

ア、来賓等、約６０名が参加して設立１０周年の記念行事を行いま

した。 

この「サロンはるかぜの家」の活動は、１１月の市老連研修会で

発表します。 

散乱ごみ清掃活動 

開催日  平成２２年１１月２1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２２年１２月９日（木） 

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 

イルミネーション点灯式 

開催日  平成２２年１２月１２日（日） 

作品展示 

開催日  平成２２年１２月１２日（日）～１４日（火） 

今後の行事予定  

区長会からのお知らせ 

今年も１０月１１日（月）【体育の日】に安芸津中学校グラウン

ドで町民体育大会が開催されます。 

先日「早田原東団」と「かざはや団」の要請に

より開かれた風早区長会において、一世帯当たり

５００円の寄付をお願いすることになりました。 

皆様のご協力と町民体育大会への参加をお願い

いたします。 

花の植替え作業 ～フラワーロード～ 

９月７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３９名と行いました。 

地域まるごと連絡会のメンバー７名と社協職員で古い土と肥料を

混合しプランターに入れるところまで準備し、その後児童と一緒に

ペンタスの花の植替え作業を行いました。 

当日はプール納めの日と重なっていたり、作業の後半に雨が降っ

てきたりと慌ただしい一日でしたが、なんとか花の植替えを無事終

えることができました。 

マイカップ、マイはしづくり 

昭和５年に建てられた早田原村役場 


