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西区の小・中学生の祭典

3

子どもたちの輝きに
大きな拍手
アルパークでとんぼ祭 開催！
広島西警察署 地域の安全・安心を呼びかけ

5

西区の小・中学生の祭典「アルパ

コットキャラクターのモシカ君と同

ークとんぼ祭２０１８」が１１月１８日、

警察の反射材活用促進キャラクター

三井ショッピングセンター・アルパ

のキラリ☆マンも登場し、会場を盛

ーク東棟２階の時計の広場で開催さ

り上げました。白バイとパトカーに

れました。主催は、とんぼ祭２０１８

は乗ることもできるとあって、訪れ

実行委員会。

た子どもたちに人気でした。

西区を拠点に活動している小・中

子どもたちが躍動する華やかなス

学生によるステージイベントをメイ

テージに買い物客も足を止め、大き

ンに、広島西警察署の協力でパトカ

な拍手を送りました。

ーと白バイの展示、広島県警察の「減
らそう犯罪」県民総ぐるみ運動マス

6

4

２０１９年 冬
第８号

とんぼ ＝
ドラゴンフライ

アルパークとんぼ祭
開催！

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。

西区民まつり
青少協健全育成大会
わくわくスタンプラリー
ＰＴＡ新聞
井口台中 / 己斐上中
古田台小

とんぼ祭〈ステージ〉
小学校 NEWS
とんぼ祭〈ステージ〉
PTA 研究大会

ステージの様子は４・５面へ！

写真１ 観客も一体となった子どもたちのステージ ２ 広島ドラゴンフライズのシャツ
を着て登場した広島県警察の「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動マスコットキャラクター
のモシカくんと広島西警察署生活安全課の川﨑哲彦課長 ３ 広島県警察の反射材活用
促進キャラクターのキラリ☆マン ４ ステージを盛り上げた総合司会は貢藤十六さん
５ 警察官の制服を着て白バイの乗車体験に笑顔 ６ 広島西警察署の協力による白バイ
とパトカーの乗車展示に買い物客も足をとめた

西区とんぼ新聞
［もくじ］

とんぼ新聞の題字は、
書道アーティスト
hiro 河内裕美さん。
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】

広島西警察署から
まちがいさがし
広島ドラゴンフライズ
学校訪問
広島ドラゴンフライズ
ホームゲーム情報

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︒

1

西区青少年健全育成新聞﹁とんぼ﹂は︑西区内の市立全

2
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声を 選手に届けよう！
あなた の
みん なで

アリーナへ！スタジアムへ！

1

2

3

4

小・中学生が思いを発表 青少年健全育成大会
西区青少年健全育成大会が昨年１１月１０日、古田中学校体育館を会場に開
催され、小・中学生が今、何を考えているのか、自らの思いを発表しました。

2019

スタンプを集めて、西区ゆかりの
トップスポーツチームを応援しよう！
！

5

6

7

１.ＰＴＡ会員や青少協会員で満席の会場 ２.３.４. 発表を行う各校代表の児童・生徒 ５. オープニングは古田中吹奏楽部の演奏
６. 開会のあいさつ、西区青少年健全育成連絡協議会の内藤邦雄会長 ７. 宮川聖章さん（古田中３年）

広島市内で開催される

覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

〇アンジュヴィオレ広島（女子サッカー）
〇広島ドラゴンフライズ
（男子バスケットボール）
〇広島メイプルレッズ
（女子ハンドボール）
のホームゲームで、
各チーム１試合観戦でもらえるスタンプを
集めると先着６０人に選手のサイン色紙と
広島広域都市圏ポイントをプレゼント！
開催 期
期間

１１
２

平成３
９年） 月
１年（２０１
主

第３４回

５ ３１

日から

月

西区民まつりが昨年１１月４日、西区商工センターの広島サ

心のふれあう ふるさと西区

ンプラザと西部埋立第五公園で開催されました。区内外から

西区民まつり 多くの来場があり、それぞれ秋の一日を楽しみました。

日まで

催

広島市西区役所 地域起こし推進課
広島市西区福島町二丁目２番１号

☎０８２-５３２-０９２７
共

催

③ おおごえをだす

アンジュヴィオレ広島
広島ドラゴンフライズ
広島メイプルレッズ
協

力

株式会社モルテン

スタンプラリー
の台紙は、
各試合会場で
配布中！

「減らそう犯罪」西区民大会

何かあったら大声を出す

2 月 9日（土）１３：３０〜１５：３０（開場 /１３：００）
西区民文化センターホール（広島市西区横川新町６番１号）
講

演

アトラクション
主
協

「地域で対策！子供の安全と特殊詐欺」
講師

広島県警察本部

減らそう犯罪情報官

吉岡 誠司 氏

広島市消防音楽隊の演奏

催 /「減らそう犯罪」西区まちづくり協議会（西区役所・広島西警察署・広島西防犯連合会など２３団体で構成）
西区コミュニティ交流協議会
賛 / 広島西防犯連合会
問い合わせ / 西区役所地域起こし推進課
（☎082-532-1023）

青少年健全育成新聞 とんぼ 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
書道家ｈｉ
書道家ｈｉ
ｒｏ（河内裕美）

命名書

1980.03.30 広島県生まれ。師範
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。

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。

家族書

２０１８年７月、パリで開催の Japan Expo Paris 2018 へ出展。パフォーマンスを行った。

活動情 報
□ 分譲マンションコンセプトロゴ揮毫

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。

トータテの分譲マンション「ベルズ牛田中」のコン
セプトロゴ「結う」を揮毫。歴史と文化の街にふさ
わしい気品と艶やかさが融合した書になっていま
す。
公式サイト、テレビＣＭで好評放送中。
【公式サイト http://belles-m.jp/ushitanaka/】
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

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
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わたしたちの

井口台中ＰＴＡ

ＰＴＡ 新 聞

子どもたちの学校での様子
伝わる新聞づくりを目指す

己斐上中ＰＴＡ

生徒たちが和気あいあい
頑張る姿を紹介

井口台中学校では９月と３月

台中オリジナルを紹介。美術部

己斐上中学校ＰＴＡでは、広

の年２回、
ＰＴＡ新聞を発行して

の皆さんが生徒会スローガンを

報誌「茶臼山」を年２回発行し

います。

制作する様子を取材しました。

ています。

９月１４日発行の第５９号では、
先生方の紹介、体育祭や野外活

現在は３月に発行する６０号を
制作中です。

己斐上フェスタの様子

７月発行の第６９号では、野外
活動、体育祭、職場体験を掲載

ＰＴＡバレ
動などの学校行事や、

今後も子どもたちの様子が伝

ーボール部、売店の紹介などを

わる新聞づくりをしていきたい

掲載しています。

と思います。

しました。
現在は２月に発行する第７０号
の制作にあたっています。第７０

特集記事では、台中ブランド、

を掲載します。

生徒会スローガンを制作中の
美術部の皆さん

号では１０月に開催された己斐上

これからもさまざまな行事を

フェスタ、１２月に行く修学旅行

分かりやすく、楽しく読んでい
う
ただけるよう
指
な新聞を目指
す。
していきます。

体育祭で上中ソーラン
（第６９号で掲載）
井口台中学校ＰＴＡ新聞「井口台中学校」第５９号 1 面→

古田台小ＰＴＡ

己斐上中学校ＰＴＡ新聞「茶臼山」第６９

知りたい！伝えたい！に
応える広報紙を心がけ

西区のＰＴＡ情報

古田台小学校ＰＴＡでは、広

また、救急救命講習会や酷暑

報紙「けやき」を年３回制作、

の中行ったプール開放の工夫、

発行しています。

募金活動のお礼などＰＴＡ活動

１１月に５月〜１０月の行事等を

「各校の広報紙紹介」は
今回でおしまいです

の詳細を伝えました。

紹介した５０号を発行しました。

児童や保護者の「知りたい！」

児童たちが活躍した運動会や、 「伝えたい！」に応える広報紙で
５年生の野外活動等を載せてい

あることを心がけています。こ

ます。

れからも先生方や地域の方にも

次号からは
「ＰＴＡが参加する学校行事」を

編集作業の様子と第 号の
救急救命講習会とプール開放のページ

楽しんでもらえるような親しみ

紹介します！

やすい広報紙を作っていきたい

お楽しみに！

です。

５０

古田台小学校ＰＴＡ新聞「けやき」第５０号１面→

ＰＴＡ 掲 ⽰ 板

岩国で中ブロ開催 来年度は広島市で

平成３１年度は広島市を舞台に
開催されます。次期開催地ＰＲでは、

日本ＰＴＡ中国ブロック研究大

坪田信貴さんが登壇。子どもをや

折 り 鶴 神 輿 で 広 島 市 開 催 をＰＲ。

会の山口県岩国大会が１１月１０日、

る気にさせるためのポイントを科

西区から参加

岩国市のシンフォニア岩国で開催

学と情熱の視点からユーモアを交

した会員も西

されました。中国５県から１５００

え話されました。

区の折り鶴神

実践発表では地元岩国市のＰＴＡ

輿をかついで

れＰＴＡ活動へ役立て

が地域と連携した

登壇、会場を

ようと、実践発表や

活 動 な ど を 報 告。

沸かせました。

講演会を熱心に聴き

地域で子育て支援

広島市大会

ました。

の輪が広がる事例

は２０１９年１１月２日に国際会議場

は参考になること

で開催されます。皆さんのご協力

ばかりでした。

をよろしくお願いします。

人を超える会員が参加し、それぞ

記 念 講 演 は、「ビ
リギャル」で有名な

平成３１度の広島市大会をＰＲ

西区の折り鶴神輿

ＰＴＡ 掲示板
情報募集中！
◎ 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
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Close Friend

2018.11.18(Sun)11:00~17:30

三井ショッピングパーク アルパーク東棟２階 時計の広場
《 キ ッ ズ ス テ ー ジ 》出 演 団 体
ステージ出演ありがとう！
みんな、とってもステキな
パフォーマンスだったよ！

友達２人組のユニット。韓国の女性アイドルグループ TWICE の楽曲を、かわいく
踊ってくれました。

cherish

駆流舞（カルマ）

４年生３人と６年生４人の７人組。学年が違うとは思えないほどの息のあったダン
スを披露しました。

ステージから熱気が伝わってくるほどのダイナミックなソーラン節を披露。カッコ
よかったよ。

古江ジャズダンスキッズ
広島チアリーディングクラブ GUTZ Jr

アクロバティックなチアリーディングで、観客をハラハラドキドキ。観客も一緒に
ステージでチア体験も。元気あふれる女子８人でした。

わたしたちの

鈴が峰小学校

児童数 / 207人

普段は古田公民館で練習している４歳から１２歳までのグループ。１７人が６曲を
踊り、DA PAMP の USA を全員で楽しく踊りました。

小学校

校長 / 藤原 卓哉

自分で守る通学路の安全 防犯ブザー点検
「子ども安全の日」の１１月２２
日、安全朝会を行い、児童が登

NEWS

下校時の安全について考えまし
た。
運営委員会の児童が平成１７
年１１月２２日に広島市安芸区で
下校中の木下あいりさん（当時
小１）が亡くなった事件につい
て、なぜ事件が起こったのかパ

ワーポイントを使って発表。そ
安全朝会後には、ＮＰＯ法人
の後、安全に登下校するために
広島県生活安全防止協会（植野
「一人で帰らない」
博喜理事長）の
「防 犯 ブ ザ ー を
協力で、児童の
持 つ」「こ ど も
防犯ブザーを点
１１０番の家を覚
検。一つずつ音
える」ことの重
を鳴らし、電池
要性を全児童に
の交換などを行
防犯ブザーを一つひとつ点検
伝えました。
いました。

ひろしま男子駅伝を熱く応援！
メッセージのぼり旗 ゆるキャラも応援
選手を送り出すメッセージのぼり旗

天皇盃第２４回全国男子駅伝
（ひろしま男子駅伝）が１月２０
日、平和記念公園前を発着に行
われました。西区でも選手の力
走を後押しする熱い応援がおく
られました。
コース沿道の天満小、観音小、
己斐小、庚午小、草津小、大芝小、

井口小、井口明神小の８小学校
は応援のぼりを作成。選手へメ
ッセージを届けました。

西区役所前の平和大通り緑地
帯では応援広場が開設され、区
内の公民館のゆるキャラも一緒
に応援しました。

西区役所前を走る選手を応援
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Re:Road（リロード）

客席も一緒に盛り上がったステージ
西区の小・中学生によるステー
ジイベント『キッズステージ』に
は１０チームが出演。ダンスなど

古田公民館で活動している小学生ダンスサークル「Jazz-Hiphop Lusty」の OG
メンバー。全員が選抜クラス出身の実力ある古田中１年生５人です。

Hula Halau O Haunani（フラ ハラウ オ ハウナニ）

を盛り上げました。
音楽に合わせて躍動する姿に、

のパフォーマンスで観客を魅了

客席から歓声が上がり、買い物客

し、大きな拍手をいただきました。

も立ち止まって見入る姿が見られ

そろいのコスチュームで登場し

ました。参加した子どもたちから

た子どもたち。この日のために練

は、「楽しかった」「少し間違えた

習してきたことを精一杯に表現。

けど、うまく踊れた」
「次も出たい」

子どもたち自身がＭＣを行うチー

といった声が聞けました。

Browbeat（ブロービート）

西区を中心に活動している３歳〜７０歳のフラチームから、小・中学生１５人が出場。
優雅なフラダンスを披露しました。

Jr. ジャザサイズ

ムもあり、客席も一緒にイベント

古田公民館で活動している小学生ダンスサークル「Jazz-Hiphop Lusty（ジャズ
ヒップホップ・ラスティ」の上級クラス。

SWARM（スワーム）

アメリカ発のダンスフィットネス。ステージいっぱいの男女５０人が最新ヒット曲
にあわせて、ダンスフィットネスを紹介しました。

古田公民館で活動している小学生ダンスサークル「Jazz-Hiphop Lusty（ジャズ
ヒップホップ・ラスティ」の選抜クラス。大人顔負けの迫力あるダンスを披露。

子ども自身が夢に向かって
考えることを応援しよう
西区小学校ＰＴＡ研究大会

山縣浩一さん

第３２回西区小学校ＰＴＡ研究大会が１２月１日、鈴が
峰小体育館で開催され、西区の１８小学校のＰＴＡ会員
約３００人が参加しました。
講演は、地元鈴が峰小出身で陸上選手の山縣亮太選手
のお父さん山縣浩一さんが登壇。親は子どもの成長する
力を信じ、自身が夢に向かって考えることを応援するこ
とが大切など、山縣選手を育てた体験を語られました。

上左 / 山縣亮太選手が取得したメダル
左は２０１６年リオデジャネイロ五輪の
男子４×１００ｍリレーでの銀メダル
上右 / 山縣さん（中央）と鈴が峰小の
藤原卓哉校長（左）、井口台小の岸俊之
校長（右）
左 / オープニングで合唱を披露する
鈴が峰小６年児童
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広 島 西 警 察 署 より

たすけて！

フィルタリングは
保護者の責任です！

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。

「ながら見守り」活動 に
ご協力を！
ウォーキング、買い物、花の

スマートフォンには３種類のフィルタリング！
1 携帯電話回線のフィルタリング

「ながら見守り」 水 や り 等 の 日 常 生 活 を 行 う
際、防犯の視点を持って子ど
とは
もの見守りを行うものです。

「ながら見守り」活動中に子どもの安全に関して気になること、

2 無線ＬＡＮ用フィルタリング

例えば…

3 アプリ用フィルタリング

● 行動が不審な者がいる

※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。

● 小学生等につきまとい声をかけている者がいる

被害に遭わないためには？

● 通学路に人の目の届きにくい場所がある

覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

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

● 横断歩道等の標示が消えかかっている 等々

出会い系サイトやアダルトサイトにアクセスしない

があれば、
★ 緊急の場合は １１０番通報

ネットで知り合った人と会わない

★ 緊急以外の場合は

ＳＮＳ等に自分のプロフィールや
顔写真を掲載しない

広島西警察署（☎０８２-２７９-０１１０）
または最寄りの交番への情報提供を
お願いします。

他人の悪口等を書き込まない
おそ

きょうい

襲いかかる さまざまな脅威から子どもを守ろう！

「ながら見守り」活動中は、交通事故および負傷等防止に
十分注意をお願いします。

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…

④ すぐにげる ﹁こわい﹂と思ったら︑すぐにげよう

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

ダメ。
ゼッタイ。
薬物乱用。
。

● 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。
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

小学生
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。
優秀作品は紙面で発表します。応募はメールで sugitaya@fch.ne.jp まで。

なやむな

【相 談 窓 口】 ☎０
８２-２４２-７８６７
【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
応 援して います 。
〈A〉

冬場のスポーツは屋内ばかりじゃないですよ
ね。屋外だとマラソンもいいですね。先日行われ
た「ひろしま男子駅伝」では沿道からの応援を受
けて走る選手に感動しました。とんぼ新聞は、ゴ
ールを目指して走る皆さんを応援してますよ！
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８号で興味を持った記事、または
感想や、広島ドラゴンフライズへのメッセージ

宛

応募方法
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

まちがいさがし
し
に答えて
応募してね！

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

送してください。

● 名前（フリガナ）

（金）必 着
【応募締切】２月２２日

読 者 プレ ゼント

◆ 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、
３月上旬頃を予定。

アルパークオリジナル マスキングテープ

20 名様
アルパークオリジナルキャラクターのアルパカくんとロゴが
入ったピンク色のマスキングテープ。花柄がかわいいです。
提供 / 三井ショッピングパーク アルパーク

キリトリ線

〈B〉
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尺野ヘッドコーチ︵後列中央︶と美鈴が丘女子ＭＢＣの皆さん

バスケでつながる風景プロジェクト

広島ドラゴンフライズ 尺野ヘッドコーチ

美 鈴が丘女子ＭＢＣを熱 血指導
血指導！
広島ドラゴンフライズ（男子プロバスケットボールＢリーグ２部）は、
バスケットボールを通じて青少年の健全育成に努める「バスケでつなが
る風景プロジェクト」として、小・中学校を訪問。小・中学生へバスケ
の楽しさを伝える活動を行っています。
２０１８ -１９シーズンから指揮を執っている尺野将太ヘッドコーチが、
美鈴が丘女子ＭＢＣ
（代表・池田武志）を訪問。熱血指導と選手からの
質問に答えました。
美鈴が丘女子ＭＢＣは、山田小（西区）
と美鈴が丘小、八幡東小（ともに佐伯区）
に通う１〜６年生の女子児童によるミニ
バスチーム。美鈴が丘小体育館（佐伯区） り」と、ディフェンス時の姿勢や足の踏

練習後には子どもたちからの質問に答

を練習場所に１９人がバスケを楽しんで

み出し方などを、手本を見せながら指導。 え、「一回ではできないと思うので、繰

います。

パスからシュートまでの練習などで汗を

り返し練習して」と、練習が上達につな

流しました。

がるとアドバイスしました。

尺野ヘッドから「基本の姿勢をしっか

おしえて！尺野ヘッドコーチ！
身 長 が小さい選 手でも活 躍す
るにはどうしたらいいですか？

一問一答

ディフェンスでは、
手をどのように出せばいいの？

家で練習するときの
ポイントは？

ドラゴンフライズにも小 柄

どうやってディフェンスをす

シュート練習をしたらいい。

な 選 手が います。彼はチ ー

るかなんだけど、下からボー

シュートが入らないと得点

ムの中で一番努力していま

ルへ向かって手を出すのが

にならないからね。そして、

す。そして、走る、守るなど「がんばる」

いい。そして、相手に食いついていくよ

床 や地面に寝っ転 がって真上にボー

ことを当たり前にやっています。がん

うにがんばること。

ルを投げて、投げた手にボールが戻っ

ばることを当たり前にできるようにな

てくる練習をしよう。それから、ボール

れるといいですね。

にたくさんさわることがいいね。

フリースローを決めるコツは？
ディフェンスの練習は、
どこに注意したらいいですか？
１対１、クローズアウトに対

ボールを持ってから打つま

背を大きくするにはどうすれば？

での動きを毎回同じように
することです。いつもと同じ

好き嫌いしないで、なんでも

する練 習を。守るのは 難し

状態で、体をいつも同じように保とう。

たくさん食べることが一番。

いけど、できるだけ抜かれ

息をフッと吐いて、止めてから投げる

野菜もたくさん食べよう。そ

ないように意識してください。

学校訪問
広島ドラゴンフライズ
は、小・中学校へ訪問
してバスケットボール
に親しんでもらう活動
を行っています。
授業やＰＴＣなどで一
緒にバ スケを楽しみ
ましょう！

といい。練習をいっぱいしよう。

古田小 学 校
５年生のＰＴＣへ１１月２１日、佐藤優樹選手と小澤智将選手が訪問。
児童と保護者と一緒にボールを使って体を動かしました。

して、しっかり寝ることです。

鈴 が峰小 学 校
４年生のＰＴＣへ１２月１８日、小澤智将選手が訪問。
児童と保護者とバスケを楽しみ、ミニゲームで盛り上がりました。

西区青少年健全育成新聞

ホームゲーム開催日程
広島サンプラザホール

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︒

2.8［金］/ 9［土］

８日１９：００／９日１４：００

ＶＳ．
茨城ロボッツ

2.23［土］/ 24［日］

２３日１８：００／２４日１３：３０

ＶＳ．
山形ワイヴァンズ

3.9［土］/ 10［日］

９日１８：００／１０日１３：３０

ＶＳ．
Ｆイーグルス名古屋

3.23［土］/ 24［日］

２３日１８：００／２４日１３：３０

ＶＳ．
香川ファイブアローズ

3.30［土］/ 31［日］

３０日１８：００／３１日１３：３０

ＶＳ．
島根スサノオマジック

猪突猛進

西区青少年健全育成新聞﹁とんぼ﹂は︑西区内の市立全
１８
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