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地元の大芝小学校
（大田恒二校長）
の吹奏楽団が３月１１日、広島サンプ
ラザホールで開催された広島ドラゴンフライズ対熊本ヴォルターズ戦
で演奏しました。ハーフタイムで披露したマーチング演奏は２千人の観
衆を魅了しました。
【４面へつづく】

ハーフタイムで演奏する大芝小吹奏楽団

女子サッカーのアンジュヴィオレ広島の足立英梨子選
手が３月２３日、広島市西区の「一日西区長」を務めました。
区役所内を見て回り、子ども会のリーダーとも交流。１
階ロビーでは集まった区民らに「２部昇格を果たします」
と４月１５日から始まった今シーズンの健闘を約束しまし
た。
２面につづく

安全で暮らしやすい西区へ

「減らそう犯罪」西区民大会
安全で住みよい西区を作ろうと「減らそう犯罪」西区
民大会が３月１０日、西区民文化センターで行われまし
た。広島県警の減らそう犯罪情報官の佐藤百實さんによ
る講演や、県警音楽隊の演奏などで地域の防犯活動への
協力を呼びかけました。
【３面へつづく】

２０１８年 春
第５号

とんぼ ＝
ドラゴンフライ

とんぼの英名はドラゴ
ンフライ。勇猛果敢な
「勝ち虫」と呼ばれ、広
島ドラゴンフライズの
名前は勇気と勝負強さ
を持ち合わせた「とん
ぼ」から名づけられま
した。

西区とんぼ新聞
［もくじ］
大芝小吹奏楽演奏
アンジュ一日西区長
アルパークでとんぼ祭り
アンジュヴィオレ広島情報
ＰＴＡ新聞

庚午中 / 庚午小
古田小 / 草津小

小学校ＮＥＷＳ

大芝小・入学おめでとう

中学校生徒会通信

井口中 / 庚午中 / 古田中

広島西警察署から
まちがいさがし
とんぼ新聞の題字は、
書道アーティスト
hiro 河内裕美さん。

「特殊詐欺被害と交通死亡事故をなくそう！」と、
呼びかける広島県警音楽隊

子どもたちの健やかな
成長を願う思いを「書」
に込めて届けます。
【２面にプロフィール】

特別対談
スポーツで西区を盛り上げよう
広島ドラゴンフライズ
ホームゲーム情報

１８
小学校・全８中学校を通じて区内の児童・生徒の家庭に配られています︒

一日西区長
﹁ に し く ニ コ ニ コ ひ ろ ば ﹂で 幼 児 と
触 れ 合 う 足 立 選 手︵ 左 ︶

足立英梨子

選手

アンジュヴィオレ広島

西区青少年健全育成新聞﹁とんぼ﹂は︑西区内の市立全
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西区青少年健全育成新聞
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「とんぼ新聞」の編集会議

会議では、
「成果を発表できる場は子
どもたちも求めている」
「会場がアルパ

ǤșȳȈư܇ƲǋƨƪǛࣖੲᲛ
「アルパーク」で「とんぼ祭り」開催へ
「時計の広場」がメイン
編集会議で企画進行中
西区の青少年健全育成新聞「とんぼ」

察署、西区 PTA 連合会から合わせて１５

開催に向けてチーム一丸、力が入って

人くらいが参加。この５号の編集会議

いるところです。

からはアルパークのみなさんも出席し
の場を提供したい」とアルパークでの

発行元のプロバスケットボールチーム

イベント開催を提案。東棟の「時計の

広島ドラゴンフライズをはじめ、協力

広場」をメイン会場にステージを設け、

は、西区 PTA 連合会や校長会、西区青

関係にある広島市西区役所、広島西警

展示スペースも設置する予定です。

少年健全育成連絡協議会、広島市西区

を特設ステージで
果
成
発表
の
習
練
アルパーク東棟の﹁時計の広場﹂

ろうと、この秋を目標に、子どもたち
の活躍を応援する「とんぼ祭り（仮称）」
を企画しています。
会場は、とんぼ新聞のオフィシャル
サポーターである「アルパーク」。アル
パークの全面支援と、とんぼ新聞関係
少年少女時代の「記憶の目印」になる
ようなイベントを目指します。

とサッカー談議。西区子ども会年少リ
ーダーの県外研修出発式では、小さく
ても責任感たっぷりのリーダーたちを

塩山前区長︵左︶と足立選手
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者の献身的な協力で、子どもたちの、

前に「新キャプテンとして私もリーダ
ーシップを発揮します」と話し、４月１５
日（日）より始まったリーグ戦について、
「昨年１１月から準備して来た。緊張より

一日西区長の辞令交付後は、サッカ

ų

ー経験者である西区の塩山慎二前区長

の夢を叶えてやりましょう」と、秋の

て「子どもたちの練習成果や活動発表

でも子どもたちの健やかな成長を見守

【１面からつづく】

「とんぼ新聞の力を合わせて子どもたち

とんぼ新聞では、１カ月に１度くら

えて、多彩なイベントを開催すること

アンジュ・足立選手一日西区長

きやすい」
「雨降りの心配もいらないし」

いのペースで編集会議を開いています。

では、年４回の定期的な新聞発行に加

জشॲش३ॵউ॑มखथজॢشਅष

ークなら参加しやすいし、応援にも行

「とんぼ」は小中学校へ
西区の青少年健全育成新聞「とんぼ」

役所、広島西警察署などの協力を得て
昨年４月に創刊しました。
年４回（4・7・10・1 月）発行の季
刊紙で今回が第５号。西区内の市立全
１８小学校、全８中学校に配布して児
童・生徒に直接手渡しています。西区
の全９公民館、西区役所などにも設置
しています。無料です。
なお、このイベントに関しての問い
合わせは、とんぼ新聞の印刷を担当す
る西広島タイムスの国重（くにしげ）
まで。☎
（０８２）２７７−１１４５。
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全育成連絡協議会と西区役所からな
る西区青少年健全育成事業実行委員
会。

Ჱஉƴ͵

井口地区青少年健全育成連絡協議

井口地区の活動報告、神楽も

会が、日頃から取り組んでいる町内

７月は「青少年によい環境をあた

パトロールや子どもたちとのふれあ

える運動」月間です。市民意識の啓

い活動について報告をします。また、

楽しみでいっぱいです」と力強く語った。

発を図り青少年の健全育成活動を推

アトラクションでは井口民芸保存会

「にしくニコニコひろば」では幼児と

進することを目的に「青少年によい

神楽部の皆さんが神楽を披露する予

も触れ合った。子どもが好きなのだろ

環境をあたえる運動」西区啓発大会

定です。問い合わせは、西区役所地

う、子どもたちが自然に集まって足立

が７月７日（土）
、井口小学校で開

域起こし推進課（☎082-532-0927）

選手と遊んでいた。

催されます。主催は、西区青少年健

まで。

HOME GAME SCHEDULE
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一
般
賛助会員

俳句・川柳
募 集 小学生

大人 １，
０００円
大人
８００円

子ども
（中・高校生） ５００円
子ども
（中・高校生） ３００円

˟ẅئ
コカ・コーラウエスト
広島スタジアム
広島広域公園
第一球技場
広島広域公園
第一球技場
※小学生・未就学児は
無料です。
※チケットは試合当日、
入場ゲートで販売。

小学生から俳句や川柳を募集しています。
時節のお題で応募してください。
優秀作品は左の
「ノド」部分へ掲載。
応募はメールで sugitaya@fch.ne.jp まで。

᩸ͥ࠱ݳνᏌ૽ᎦŴƲǝǆŴのステキな題字を
広島で活躍中の書道家・ｈｉｒｏ
（河内裕美）さんに毛筆で
願いを込めて書いていただきました。

題字に込められた願い
子どもたちが強く、まっ
すぐに、のびのびと育っ
て欲しいという願いを込
めています。

ｒｏ（河内裕美）の紹介
ᢊܼｈｉ
ᢊܼｈｉ
ｒｏ（河内裕美）1980.03.30 広島県生まれ。師範

ฬᦠ

平和都市広島で活動する書道アーティスト。１０歳より書を学び、高校在学中より
坪井工鷹氏に師事。学生時代から多数の賞を受賞。大学卒業後、中学、高等学校で国語、
書道講師を務める傍ら、２００３年より安佐南区緑井にて「河内書道教室」を開講。そ
の後本格的に書道アーティストとしての活動をスタートし、商品
や看板のロゴ、書による空間デザインなどを多数手がける。
また、他の分野で活躍するアーティストとのコラボレーション
作品の制作や、イベントでの書道パフォーマンス等、表現者とし
て活動の幅を広げている。
平和都市広島から書道を通じて、平和を繋ぐ活動も行っている。

書道家・hiro（河内裕美）の作品は、ホームページでご覧いただけます。 hiromoji.com

両親からの初めての贈り物
「名前」
を、一
文字ずつ真心を込めて書いています。

ኅᣖᦠ

イベント情報

□ ワークショップ 母の日に向けて

感謝の気持ちを込めた「ありがとう」

ドラゴンフライ（dragonﬂy) を英字でデザイン。
宮島の花火大会をイメージすると共に、子どもたちの
未来が花開きますようにと願いを込めています。
鳥居の足元には広島の「Ｈ」が隠れています。
とんぼの英名はドラゴンフライ（ｄｒａｇｏｎｆｌｙ）。
広島ドラゴンフライズは、廿日市市宮島に生息するミヤジマトンボを
チーム名の由来にしています。

【日 時】５月４日（金・祝） 11：00 〜 18：00
【場 所】THE OUTLETS HIROSHIMA
ジ アウトレット広島（佐伯区石内東 4-1-1）
シティコート内キューブ BOX①
【内 容】母の日に向けて、感謝の気持ちを込めて「ありがとう」
の文字を書こう。おりづる再生紙で出来たポストカー
ドに想いを込めて…

□ Japan Expo Paris 2018

【会 期】７月５日（木）〜８日（日）
【会 場】ノール・ヴィルパント展示会場（フランス・パリ）
【内 容】作品展示、書道パフォーマンス、ワークショップ開催予定

成人や卒業、入学、ご結婚などご家族の
記念に家族書。ご家族のお名前とメッ
セージもお書きします。

「命名書」
「家族書」
のお問合せは
ホームページへ。
hiromoji.com

西区青少年健全育成新聞
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庚午中ＰＴＡ

ὄὈἵ 新 聞

子どもを思う保護者と
地域の力が結集

庚午中学校では年３回広報誌

プロジェク

アムちゃん

古田小ＰＴＡ

みんなと協力して成長
思いやりを育んだ野外活動

５年生の子どもたちが、平成

を発行し、第９６号は卒業生の一

ト」学習会は、

２９年８月２３日（水）〜２５日（金）

言の他、平成２９年度「優良ＰＴＡ

先生や地域の

に広島市青少年野外活動センタ

文部科学大臣表彰」
「地域学校協

方の協力で生

−にて野外活動を行いました。

働活動推進に係る文部科学大臣

徒が自主的に

農業体験、野外炊飯、スコア

表彰」のＷ表彰を掲載しました。

学習し、毎回

オリエンテ−リング、キャンプ

多くの生徒が参加しています。

ファイヤ−、ディスクゴルフな

ＰＴＡでは毎朝、挨拶運動を
昭和６０年から続けています。保

この度、庚午中に美術部作成

護者が笑顔で挨拶をし、生徒を

のマスコット「アムちゃん」が

できました。

誕生！庚午中の特徴「挨拶運動

＜野外活動 学年のテ−マ＞

励まし、お互いの信頼関係を深
めることが目的です。
また、放課後を利用した「絆

ど、たくさんの体験、思い出が

「無言清掃」
から、

みんなで協力！

「あ」
」
、
あいさつの

みんなで笑顔！
！

「む」
むごんの「む」

◎先生方より野外活動を終えての感想

ゃ
から「アムちゃ
ん」と 名 付 け
ました！

がで
暑い野外活動でしたが、成長を感じることがで
るこ
きた３日間になりました。友達と一緒に考えるこ
らし
と、協力すること、人を思いやることのすばらし
さを、これからも忘れないでほしいと思います。

ＰＴＡ新聞第 96 号の編集メンバー

古田小学校ＰＴＡ新聞「ふるた」第 176 号 1 面→

庚午中学校ＰＴＡ新聞 第 96 号 1 面→

庚午小ＰＴＡ

学校と地域と家庭を
つなげるＰＴＡだより

庚午小学校ＰＴＡでは、月に

とのふれあい活動などを掲載し、

草津小
教育振興会

子どもたちの将来の夢と
思い出を伝える新聞

草津小学校では「くさつ新聞」

からのお祝いの言葉と、６年生

１回ＰＴＡだよりを発行してい

学校と地域と家庭をつなげる役

を年に３回、製作・発行してい

４クラス１３６名の将来の夢を掲

ます。年に２回、先生紹介号や

割を目指しています。

ます。

載しています。

ふれあい増刊号の特別号も発行
しています。
季節ごとの行事や地域の方々

これからもＰＴＡだよりを通

遠足や運動会などの学校行事

また、昨年１１月に５年生が行

して、学校での子どもたちの様

の様子を、子どもたちや各ご家

った野外活動の思い出を写真付

子を伝えていきたいです。

庭、地域の皆様にお伝えしてい

きで紹介しています。みんなと

ます。

楽しく協力して活動している様

最新３月号では、
「６年生卒業

子が伝わると思います。

おめでとう」と題して、先生方
草津小学校では︑保護者・学校・地域が
協力して︑
心身共に健やかな子どもの
育成を応援する
﹁教育振興会﹂として︑
ＰＴＡ活動を行っています

庚午小学校ＰＴＡだより平成３０年１月号→

【１面からつづく】
大会を主催する「減らそう犯
罪」西区まちづくり協議会会長

「くさつ」第 89 号 1 面→

ᐯЎƨƪƷထƸŴᐯЎƨƪư˺ǓŴܣǔ
「減らそう犯罪」西区民大会

くりへ、日頃からのご協力に感
基調講演を行った
佐藤減らそう犯罪
情報官

ＰＴＡ 掲示板

欺の事例や防ぐ方法を話されま
した。特殊詐欺は「自分は被害
にあわない」と思っている人が

の塩山慎二前西区長は、
「安全・
安心な犯罪の起こりにくい街づ

身近に起こる犯罪である特殊詐

žұૺſǑǓžႻᛩſưŴᚴഖᘮܹ᧸ഥ

詐欺被害にあいやすい。不審な

謝します」と、集まった区民を

や子どもの見守り活動を自主的

郵便物、電話、メールが来たら、

前に日頃の地域活動へねぎらい

に行っている個人・団体が対象。

一人で「即断」しないで周囲へ「相

のあいさつ。また、
「広島市安全

平成２９年度は西区から１団体と

談」して、と呼びかけました。

なまちづくり功労表彰」を受賞

個人２名が選ばれました。

アトラクションは県警音楽隊。

された井口地区社会福祉協議会

基調講演は減らそう犯罪情報

聞きなじみのある曲が演奏され

と古江の石田尚幸・洋子夫妻を

官の佐藤百實さんが「めざそう！

ると、会場がひとつになって楽

紹介。功労表彰は、地域の防犯

安全・安心・日本一」と題して、

しみました。

◎ 西区の小・中学校ＰＴＡから寄せられたニュースをお届けする「ＰＴＡ掲示板」では、学校や地域であったニュースを募集しています。
◎「地域と学校で取り組んでいること」
「学校自慢」「ＰＴＡ自慢」など、楽しい情報やほほえましい情報をお待ちしています。
◎ ご連絡はメールで sugitaya@fch.ne.jp 西区とんぼ新聞・杉田まで。

情報募集中！

西区青少年健全育成新聞
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大芝小学校
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覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語
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隊形を変えながらの演奏に観衆は魅了された

吹奏楽団の皆さん
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「こくご」
の授業が始まりました
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知らない人について行かない

先生の質問に元気よく手を上げる一年生
（古田台小学校）

黄色いカバーがかけられたランドセルで、安全な登下校

在校生が
「学校の楽しいこと」
を教えてくれました

西区青少年健全育成新聞
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中学 校
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庚 午 中 学 校

ƍǖǜƳƜƱƴ
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vol. 4

井 口 中 学 校

〈校長〉原之園和弘
〈創立〉昭和 22 年 〈生徒数〉758 名
協同敬愛、
責任尊重、
勤労愛好
〈校訓〉自主自律、

古 田 中 学 校

〈校長〉清水克宏
〈創立〉昭和 53 年 〈生徒数〉650 名
〈校訓〉心豊かな実行の人

〈校長〉宮正千鶴雄
〈創立〉昭和 60 年 〈生徒数〉727 名
〈校訓〉自主・自律・博愛・創造

ဃࢻ˟ǹȭȸǬȳ

ဃࢻ˟ǹȭȸǬȳ

ဃࢻ˟ǹȭȸǬȳ

ひとりはみんなのために
みんなはひとりのために

思い やり FIRST
〜 踏 み出す勇気

古田の森に響け

〜あいさつの声、生徒の声〜

庚午中学校生徒会執行部

井口中学校生徒会執行部

古田中学校生徒会執行部

私たち庚午中学校生徒会は「ひとりはみん

誰の心の中にも、困っている人や苦しんで

古田中学校生徒会では、
「気づく・考える・

いる人がいたら、
「力になりたい」
「助けてあ

やり抜く・思いやる」ことを意識し、みんな

ローガンを掲げ、朝のあいさつ運動、ボラン

げたい」という気持ちが自然に湧いてきます。

で豊かな「古田の森」をつくることを目標に、

ティア活動、無言清掃といった取り組みを中

井口中学校生徒会は、そうした想いを素直に

さまざまな活動に取り組んでいます。

心に活動しています。

行動に移せるような生徒会活動を目指してい

なのために

みんなはひとりのために」のス

昨年度は、身のまわりの環境を見直すため、

行事では体育祭や合唱祭などで、縦割り学

ます。その活動の中心に据えているのがボラ

無言清掃やロッカークリーンキャンペーンに

級群による交流を行っています。体育祭では、

ンティア活動です。特に、地域との繋がりを

本格的に取り組み、自ら「見つけて」きれい

昨年始まった応援合戦の演技内容を実行委員

深めるために、地域の体育祭や秋祭り、潮干

にしていく美化活動に力を入れました。また、

考え、練習を積み重ね、生徒みんなで頑張って、
とても充実した体育祭になりました。また、学
校で作成したプランターを地域に設置してもら
う「花いっぱい運動」を生徒会が中心となって
活動しました。その他にも地域に依頼されたボ
ランティア活動に積極的に参加しています。

ここ数年特に強化しているあいさつの取り組
みでは、授業始めや終わりのあいさつだけで
縦割りクラスや部活動ごとに
﹁あいさつ運動﹂
へ取り組んでいます

生徒が植えて育てた満開の芝桜

や応援団が中心となって学級群ごとに１から

狩りなどの行事の手伝いをしたり、地域の良
さを小学生に伝えるボランティアガイドにも
取り組んでいます。

プランターへ花を植え、地域へ配布する「花いっぱい運動」

また、執行部は青少年赤十字活動として行

来るよう、執行部、生活委員会、部長会、学

われる国際交流で韓国を訪問してホームステ

年代議員会がそれぞれの立場から さまざま

イを体験したり、海外支援のための募金活動

な取り組みを企画・提案し、みんなで質の高

も積極的に行っています。校訓「心豊かな実

い爽やかなあいさつが出来るよう日々頑張っ

行の人」に成長することが目標です。

ています。

ドラゴンフライズの ホームゲームで 販売中

ベーカリーハウス「ノイエ」のパンづ
くりは、社会復帰を応援する取り組み
の１つ。広島県・市の指定精神科救急
医療センターに指定されている「瀬野
川病院」を中心に、医療と福祉のトー
タルケアを実施している「医療法人せ

のがわ」の取り組みです。
広島ドラゴンフライズの協力で、広
島サンプラザで開催されるホームゲーム
で、いろんなパン類を販売しています。
無添加にこだわった丁寧な仕事が評判。
買い求めやすい値段も好評です。
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広島市内の中学校のバスケットボ
ー ル 大 会、第１１回ＰＯＬＩＣＥ ＣＵＰ
ジュニアバスケットボール大会が２
月３日と４日、広島県立総合体育館
の大アリーナ（グリーンアリーナ）
で開催されました。主催はポリスカ
ップ実行委員会。

なく、正門や廊下でのあいさつがしっかり出

げました。
この大会では、あいさつや掃除、

青少年の健全育成を目的に開催さ

きびきびした行動などを表彰する

れ、市内の男女それぞれ１６校が参

「チーム賞」があり、庚午中女子が

加。西区からは古田、庚午、井口、

受賞。会場の掃除を自主的に最後ま

観音の４校が参加し、熱戦を繰り広

で行ったことが評価されました。

広島ドラゴンフライズ
ホームゲーム会場で
販売しています！
ぜひ、
お買い求め
ください！

4.28（土）/29（日）
5.2（水）

広島サンプラザホールにて

ジョブハウス ノイエ
広島市安芸区中野東４−５−３０
電話番号 ０８２−８９２−０４４２/０４４３
営業時間 １
０：００〜１５：００
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1

2

広 島 西 警 察 署 より
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ネットで知り合った人と待ち合わせ、連絡を取り合って…
● 性的関係を迫られ、裸の写真を撮影され、脅される。
● 自分で裸の写真等を撮影して送信するよう迫られ、
られ、
ネットに流出される。

உ୳ஞ
୪கஞଔ

ྭྭᄁ

フィルタリングとは、インターネット上の不適切なサイトの
閲覧や不適切なアプリの利用を制限するサービスです。子供

アダルトサイトを利用して…

を犯罪被害から守り、また、加害者にしないためにも適切な

● 料金を支払うまで請求メールや電話が来る。
● 身に覚えのない請求で、だまされる。

フィルタリングをしましょう。

ⵍኂ㯇ㆣ㯫㯆㮠㮻㯝㯇㯋㲏

ƍƔƷƓƢƠ
覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語

3

ＳＮＳ等にプロフィールや人の悪口を書き込んで…
を書き込んで…

1

スマホのフィルタリングを設定して、
安全にネットを利用する

2

出会い系サイトやアダルトサイトにアクセスしない

3

ネットで知り合った人と会わない

4

ＳＮＳ等に自分のプロフィールや
顔写真を掲載しない

5

ᲭᲪ࠰ᲢᲬᲪᲫᲲ࠰Უବӭ ź Ჰ Ż

● 名前等の個人情報がネットに流出、見知らぬ人から
ら
たびたび交際等を求める連絡が来る。
● 逆に自分の悪口を書き込まれて拡散される。

スマートフォンには３種類 の
フィルタリングの 設定 が 必要！
1

2

携帯電話回線

他人の悪口等を書き込まない

覚せい剤、大麻、シンナー、危険ドラッグ
君のカラダが壊れていく… 自分らしさが消えていく…

3

無線ＬＡＮ用

アプリ用

フィルタリング

フィルタリング

フィルタリング

携帯電話回線に
よる有害サイトの
閲覧をブロック

無線ＬＡＮ回線に
よる有害サイトの
閲覧をブロック

不適切なアプリを
ブロック

※フィルタリング設定の詳細は、ご契約の携帯電話会社にお問い合わせください。

非行、友人関係、学校問題、犯罪被害など少年に関する相談は

② のらない

Ȁȡŵ
ǼȃǿǤŵ
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ŵ

● 少年サポートセンターひろしま（平日 10:00 〜 17:00）

薬物乱用はあなたの大切なものを全て奪い取ります。
もし、あまい言葉で誘われても、きっぱり断りましょう。
う。
未成年の身体には、タバコやお酒も有害です。
（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター

【相 談 窓 口】 ☎０
８２-２４２-７８６７（なやむな）
【メール 相 談】 ikusei＠city.hiroshima.lg.jp

● ヤングテレホン ☎０８２-２２８-３９９３（24 時間受付）

と ん ぼ 新 聞 は 、子 ど も た ち が 安 心 し て 健 や か に 暮 ら せ る 西 区 の ま ち づ く り を 支 援 し て い ま す 。

知らない人の車に乗らない

西区青少年健全育成新聞

西区の人たちでつくる、西区の「青少年健全育成」

次号

第

6 号は

７月発行予定

平成３０年

夏
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少年健全育成」活動に協賛い

Ѫ ᨼ ɶ≆

ただく企業・団体・個人によ
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お問い合わせ

☎
（０８２）
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〈A〉

５月５日は「こどもの日」。子どもの健やかな成
長を願う日と思っている人がほとんどでしょう。国
民の祝日に関する法律によると「こどもの人格を重
んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝す
る日」とありますから、
「母の日」でもあるんですね。
Ａ・Ｂの絵をよく見比べると、違っているとこ
ろが７つありますよ。印刷のズレ・かすれなどは
含みません。
正解者の中から抽選で、プレゼント賞品が当た
ります。

必要事項
● 郵便番号 ● 住所

● 年齢（学年） ● 電話番号 ● ご希望のプレゼント番号
● とんぼ新聞第５号で興味を持った記事、または

宛

違っている部分７カ所を見つけたら、問題〈Ｂ〉の

広島ドラゴンフライズ
「とんぼ新聞まちがいさがし」係

切り取り（コピーも可）、ハガキのウラ面へしっか
り貼りつけて、右の必要事項を忘れずに書いて郵
送してください。

先

〒７３０-００１３ 広島市中区八丁堀１１−８ ７Ｆ

方へ○印を付けてください。キリトリ線に沿って

ǈƫƖƎƟƖơ
ơ
Ƶ௦ƒư
ૢ൳ơưƷᲜ

● 名前（フリガナ）

感想や、
広島ドラゴンフライズへのメッセージ

応募方法

（木）必 着
【応募締切】５月１７日

ᛡ ᎎ Șȭ ǽȴȉ

◆ 当選発表は、
プレゼントの発送をもって
代えさせていただきます。
◆ プレゼントの発送は、
６月上旬頃を予定。

① 広島ドラゴンフライズ ② サンフレッチェ広島・反射リストバンド
ミニタオル
10 名様
20 名様
ドラゴンフライズと西区の
「安全・安心」
を応援するミニタオル。
提供 / 広島西防犯連合会など

夜間の交通安全に、
散歩や自転車でのお出かけに付けて安心。
サンフレカラーの反射リストバンドです。
提供 / 広島西警察署管内警備業対策協議会

Ҥង࠽Ԕ
とんぼ新聞は、
西区地域の「青

キリトリ線

〈B〉

る「協賛広告」掲載料で発行
しています。
「協賛広告」へご
協力をお願いいたします。

西区青少年健全育成新聞
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若 岡 利 男（広島西警察署長）

岡 崎 修 司（広島ドラゴンフライズ選手）

福 岡 美 鈴（西区長）

広島市安芸区出身。平成３０年３月より広島西警察署長。
長年、子ども・女性の安全や地域の防犯にかかわる。

広島市東区出身。広島大学在学中からプロとして活躍。
薬剤師の資格を持つ文武両道。身長１８３ｃｍ。背番号８。

広島市西区在住。平成３０年４月より西区長。スポーツ観戦
が大好き。スポーツを通じた西区のまちづくりを進めている。

ǺȞȹȅƱᙲҔǜႯǔɦƜǒƐ
とんぼ新聞・春 4 月の特別対談
署長

広島西警察署

若岡 利男

広島ドラゴンフライズ
SG

岡崎 修司

西区には男子プロバスケットボールの広島ド
ラゴンフライズ、女子サッカーのアンジュヴィ
オレ広島、女子ハンドボールの広島メイプルレ
ッズという3つのトップスポーツクラブがありま
す。スポーツには地域を盛り上げる力があり、

◇

◇

広島市西区役所

区長

福岡 美鈴

青少年の健全育成に直結すると言われています。
この3月４月、ともに新しく着任された広島西
警察署の若岡利男署長と西区の福岡美鈴区長、
そして、広島ドラゴンフライズの岡崎修司選手
に、スポーツをテーマに語っていただきました。

がありそれぞれが役割を果たすことで点が入ります。
若岡署長

個人の力も必要だけど、やはりチームワ

ーク、コミュニケーションが大切なんですね。
子どもたちの場合、相手の気持ちを考える思いや
る心や、ルールを守る意識が身につくことで青少年
の健全な育成につながります。
岡崎選手

ドラゴンフライズの社長の浦が、このと

んぼ新聞の創刊号にも書いていましたが、バスケッ

チームメイトがフロアに倒れたら手を差し伸べて

岡崎修司選手（以下岡崎選手） ありがとうございま

「文武両道」はどのようにして

す。そう言っていただき光栄です。
左から、広島西警察署生活安全課の川崎課長、
若岡署長、
岡崎選手、
西区役所の福岡区長、橋場副区長

の試合を初めて会場で見ましたが、そのスピードや

素晴らしかったです。

迫力、大きさや華やかさに圧倒されました。

若岡署長

若岡利男署長（以下若岡署長） 私はテレビ観戦だっ

観戦しなければと思っているところです。

を感じましたね。会場の素晴らしさが伝わりました。

岡崎選手 得点するのは1人ですが、選手全員に役割

助け起こします。仲間を大切にするスポーツです。

よろしくお願いいたします。

たのですが、昨シーズンの最終戦を見ました。迫力

ュニケーションができているんだなと感心します。

とがプレーを通じて学べるスポーツです。

お会いできることをとても楽しみにしておりました。

ホールでさっそく観戦しました。バスケットボール

バスケの試合を見ていましたら、驚くよ

うな連携プレーで得点が入ります。チーム内のコミ

ニケーションといった子どもたちの成長に必要なこ

福岡美鈴区長（以下福岡区長） 今日は、岡崎選手に

実は、４月1 4 日の試合を広島サンプラザ

福岡区長

トボールはチームワーク・リーダーシップ・コミュ

スピードと迫力に感動

福岡区長

含めて地域を 1 つにするのですね。

私も近いうちに広島サンプラザに行って

バスケは仲間を大切にします

福岡区長

岡崎選手は薬剤師の資格を持つなど文武

両道、
今どきで言うと「二刀流」のような選手ですが、
どのようにして育って今があるのでしょう。
岡崎選手 好きなことを見つけたら集中して続ける。
夢中になることができる何かに出合えたら大切にし
て継続することです。そう育ててもらいました。
福岡区長

次世代を担う子どもたちが岡崎選手のよ

福岡区長 西区には3つのトップスポーツクラブがあ

うに夢中になれる何かに全力で打ち込み、成長して

では選手のプレーを近くで見ることができます。客

ります。その恵まれた環境を生かして、これからも

いただきたいですね。

席とコートが近い…このことがバスケットボールと

スポーツで西区を盛り上げたいと思っています。

いうスポーツの大きな魅力です。他の競技よりも試

若岡署長 以前に勤務した地域で、地元の高校野球

なくなってきました。最後まで応援しています。

合の持つ迫力を体感できるはずです。

部が県大会の決勝まで勝ち上がったことがあります。

若岡署長

旋風を巻き起こした。その時、地域がとても盛り上

る姿が子どもたちの手本にもなります。

ョー、MC など、どれもエンターテイメント性にあふ

がりましてね。地域と子どもたちの接点も増えた。

岡崎選手

れていましたし、会場内の皆さんの声援の一体感が

岡崎選手

岡崎選手

福岡区長

ありがとうございます。アリーナ（会場）

フライガールズの応援やハーフタイムシ

スポーツの持っている力が子どもたちを

最後になりますが、今シーズンも残りゲームが少
ドラゴンフライズが最後まで頑張ってい
はい。みなさんの応援には、全力プレー

でお応えすることを約束します。

西区青少年健全育成新聞
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