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広島ドラゴンフライズ
☎（082）555-8355
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力 西区役所地域起こし推進課

西区青少年健全育成連絡協議会
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内の小学生６２人が、西区が誇るスポーツチームのアンジ
ュヴィオレ広島、広島ドラゴンフライズ、広島メイプル
レッズの選手と一緒に汗を流しました。
競技は、大縄とび、綱ひき、リレーの３種目。５チー
ムに分かれて競いました。競技前には参加選手によるデ
モンストレーションが行われ、トップアスリートの美技
に大きな歓声。競技後にはサイン会が開かれ、参加Ｔシ
ャツや持参したチームグッズなどへお目当ての選手から
サインをもらいました。
今回が初めての催しに西区の福岡美鈴区長は「プロ選
手の技と力を見て、スポーツの楽しさを感じてほしい。
西区ゆかりのスポーツチームを応援して西区を盛り上げ
よう」と挨拶しました。

２面へつづく
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2018.11.18(Sun)

２０１８年 秋

西区とんぼ新聞
［もくじ］

とんぼ ＝
ドラゴンフライ

西区トップアスリートと
わくわくうんどうかい

第７号

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。

11:00~17:30

西区の小・中学生がダンスやパフォーマンスを披露！
警察車両の展示、
とんぼ新聞のコーナー
広島ドラゴンフライズのコーナーもあるよ！

２面・４面を見てね！

ＰＴＡ新聞

古田中 / 己斐上小
井口台小 / 高須小

とんぼ祭【出演者紹介】
西区吹奏楽発表会
中学校生徒会通信
己斐中 / 観音中

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

アルパークでとんぼ祭
西区のイベント情報

電車でホームゲームへ！
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
開幕ダッシュ！８連勝！
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︒

「西区トップアスリートとわくわくうんどうかい」が７
月２４日、広島サンプラザホールで開催されました。西区

西区トップアスリートとわくわくうんどうかいへ参加のみなさん

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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西区トップアスリートと

わくわくうんどうかい

第

西区青少年健全育成新聞
西区の小・中学生の祭典、「アルパー

開催されます。当日は、西区の小・中学
生によるダンスやパフォーマンス発表の

11:30 〜 11:50

ǣȬȒȹǰƲǝǆᅜ

キッズステージや、広島西警察署の協力
とんぼ祭２０１８実行委員会。

かな成長を見守ろうと、とんぼ新聞のオ
フィシャルサポーターである三井ショッ

2018

12:30 〜 12:50
13:00 〜 13:20

Close friend
駆流舞（カルマ）
古江ジャズダンスキッズ
cherish

13:30 〜 13:50

広島チアリーディングクラブ GUTZJr
〈休 憩〉

14:00 〜

11:00~17:30

西区の青少年健全育成新聞「とんぼ」
では、イベント開催で子どもたちの健や

12:00 〜 12:20

2018.11.18(Sun)

で警察車両の展示も行われます。主催は、

ピングセンター

ǮȄǻǺȇȹǹȸȀǥȡǺǲǹȦȹȬ

ᬂඞଛ௯ྡᚋଛឍഉ

クとんぼ祭２０１８」が１１月１８日（日）
、三
井ショッピングセンター・アルパークで
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15:00 〜 15:20

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

15:30 〜 15:50
16:00 〜 16:20

Browbeat
（ブロービート）
SWARM（スワーム）
Re:Road（リロード）

16:30 〜 16:50

Hula Halau O Haunani
（フラ ハラウ オ ハウナニ）
Jr. ジャザサイズ
17:00 〜 17:20

アルパークの全面協力

で「アルパークとんぼ祭」を開催します。
ぜひ、お越しください。

※出演団体のプロフィールは４面へ。
※出演順・時間は変更になることがあります。

主 なイベント
●キッズステージ 西区の小・中学生がダンスや
パフォーマンスを発表！

●警察車両の展示 広島ドラゴンフライズロゴ入り

エコバッグプレゼント（限定２００個）

●広島ドラゴンフライズコーナー
●とんぼ新聞紹介コーナー

※内容は変更になることがあります。
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写真はイメージです

総合司会は
サンフレッチェ広島
スタジアムＤＪで活躍中の
く どう とう ろく

貢 藤 十六さん

ƍƔƷƓƢƠ
覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語

西区トップアスリートとわくわくうんどうかい

西 区の 催し 物 情 報

「試合を見たくなったよ」
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１面からつづく
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11/ 4 日 広島サンプラザ＆西部埋立第五公園
9:20 〜16:00 ［雨天決行］

神楽、ダンス、音楽演奏などのステージ、４０を超える飲食・物販・PR コーナー、
こども広場、スポーツの広場、スピードくじ、お楽しみ抽選会など、
わくわく、ドキドキ、笑顔がいっぱいの西区民まつりへお越しください。

（写真は昨年の様子）

わくわくうんどうかいに参加した

廣瀬惣一朗くん（鈴が峰小３年）は「ハンドボールの
選手を見て興味が出た。試合を見てみたい」と話し、
初めて見たハンドボールに興味を示しました。
小学生と一緒に競技を楽しんだ広島メイプルレッズ
の中村桃子選手は「みんなと一緒に楽しめてうれしい。
ハンドボールをもっと知ってね」と呼びかけました。
参加選手はアンジュヴィオレ広島（女子サッカー）
から足立英梨子、小松未奈、友近貴那、亀田恵、近藤

① いかない

主催 ■ 西区民まつり委員会・西区役所（西区民まつり事務局・西区地域起こし推進課☎082-532-0927）
後援 ■ 広島西警察署 / 広島西交通安全協会 / 広島西交通安全運動推進隊 / 広島市西消防署 / 広島市西消防団 /
広島サンプラザ / ちゅピ COM ふれあい / 西区医師会 / 広島市西区地域保健対策協議会

大縄とび

綱ひき

あすか、天野明日実の６選手、広島ドラゴンフライズ
（男子バスケットボール）から村上駿斗、岡本飛竜、
佐藤優樹、坂本ジェイの４選手、広島メイプルレッズ
（女子ハンドボール）から中村桃子、三田未稀、狩野
弥生、三橋未来、田渕美沙、井内理絵の６選手。

リレー
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知らない人について行かない

10:00 〜12:00
11/ 10 土 広島市立古田中学校
体育館
《オープニング》
古田中学校吹奏楽部の演奏

《小学生・中学生の声を聴く会》
小学校児童４人

ӞဋӨɶԉڌಏᢿ

（山田小・古田台小・古田小・高須小）
中学校生徒８人（西区内８中学校） 昨年の発表

次代を担う青少年が今、何を考えているのか、青少年の意見に耳を傾け、
地域、社会、家庭の取り組むべき問題について関係者が考える場をもち、
さらには、これを生かした地域活動を展開し、定着させることを目的としています。
主催 ■ 西区青少年健全育成事業実行委員会（西区青少年健全育成連絡協議会・西区役所）
後援 ■ 西区ＰＴＡ連合会、西地区保護司会、西地区更生保護女性会、西区民生委員児童委員協議会、広島西防犯連合会

᩸ͥ࠱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）

ฬᦠ

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。

ኅᣖᦠ

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。

イベント情報
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。

□ 二葉の里
「和奏光夜」
エキキタウォーク２０１８
【日 時】１
（日）17：00〜 21：00
・４日
１月３日（土）

【場 所】明星院 / 饒津神社 / 広島東照宮 / 國前寺（東区二葉の里）
【内 容】神社仏閣を幻想的にライトアップ（社寺入場は有料）
音楽やパフォーマンス、
飲食ブース
出 演

１１月３日（土）17：40〜18：10 会場 / 明星院

太鼓ユニット「我龍」とコラボ、。迫力の演奏と書道パフォーマンス。

作品 Heart Beat Exhibition 2018
展示 【期間】１１月２日
【会場】旧日本銀行広島支店
（金）
〜１１日
（日）

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

西区青少年健全育成新聞
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古田中ＰＴＡ

ὄὈἵ 新 聞

己斐上小ＰＴＡ

ＰＴＡ新聞で生徒たちの
頑張る姿を届ける

古田中学校ＰＴＡでは、広報

また、３月発行の「翔鳩７５号」

ステージやバザーを楽しむ
やまびこ楽校祭

毎年１１月に開催する己斐上小

誌「翔鳩」を年２回発行してい

では、３年生へ先生方からの贈

の大イベント『やまびこ楽校祭』
。

ます。

る言葉、３年生の好きな四文字

午前のステージの部では１年

熟語、文化祭、修学旅行、野外

生から６年生までがそれぞれに、

活動の様子と盛りだくさんの内

美しい歌声や音楽劇、迫力のあ

現在は秋発行の「翔鳩７４号」
を制作中です。
７４号では、先生方の紹介と体

容で、生徒たちの頑張る姿が伝

る合奏などで体育館いっぱいの

育大会での生徒たち精一杯頑張

えられるような紙面づくりを心

聴衆を魅了します。

る姿を紹介しています。

がけています。

午後の部は子どもたちが楽し
みにしているバザーです！

体育館に響く児童の合唱

Ａの趣向を凝らした遊びコーナ
ーで楽しみます。

修学旅行や文化祭︑
音楽交歓会など
生徒たちの様子を届けた
︵ 号︶

おいしい食べ物や各学年ＰＴ

なかでも、おやじの会のお父
『逃走
さん企画『逃走
人気！
中』が大人気！
今年はどんな
ンが
ミッションが
るで
待っているで

７３

）
しょうか（笑）

古田中学校ＰＴＡ新聞「翔鳩」第７３号 1 面→

井口台小ＰＴＡ

己斐上小学校ＰＴＡ新聞「わかば」第１３８

高須小ＰＴＡ

児童の様子、先生の取り組み
分かりやすく紹介

井口台小学校ＰＴＡでは年２

先生の意外な一面も掲載
親しまれる紙面を目指す

広報紙「たかす」を年２回発

運動会で白熱の騎馬戦

回、
ＰＴＡ新聞「井口台」を広報

紹介を掲載しました。

行しています。

「自分を動物に例えると？」な

７月６日発行の第６６号では、

部が制作、発行しています。

ど、意外な一面を知ることがで

１回目は７月に第７９号を発行

新１年生のクラス写真、春の遠

き、顔写真付きの紙面は毎年好

し、新入生紹介、先生紹介、運

足、新しく赴任された教頭先生

評で家庭の保存版になっていま

動会などを掲載しました。現在

へのインタビュー、そして第６６

す。

は３月に発行する第８０号の制作
にあたっています。
次回の第８０号では卒業にあた
り、校長、教頭、
ＰＴＡ会長の挨
拶文、６年生似顔絵、野外活動、

号一番のメインである先生方の

これからも皆さんから親しま

修学旅行、ふれあい広場、
ＰＴＣ

れる広報紙を目指

各学年の様子などを掲載します。

していきたいです。

これからも学校の児童や先生
方の取り組み

６年生ＰＴＣで
広島ドラゴンフライズと
バスケを楽しんだ

を分かりやす
く紹介する広
って
報紙を作って
と思
いきたいと思
います。
毎年好評の
「先生紹介」
。
今年は
「動物に例えると？」
井口台小学校ＰＴＡ新聞「井口台」第７９号１面→

高須小学校ＰＴＡ新聞「たかす」第６６号１面→

 ڶۉۅൕ ં ഝ
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山口県岩国大会
如➿欰ֹ㖑㚖ך㹇
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記 念 講 演
演題

子どもの底力を圧倒的に引き出す５つのポイント

講師

坪田 信貴氏

累計１２０万部突破の書籍『学年ビリのギャルが１年で偏差
値を４０上げて慶応大学に現役合格した話』（通称ビリギャ
ル）
などの著者。心理学を駆使した学習法に定評がある。

実 践 発 表
発表テーマ・団体
【岩国市立錦清流小学校】
〇支援から参画へ
【岩 国 市 立 通 津 小 学 校】
〇子ども時代をもっと楽しむ
〇コミュニティールームでつながる和・話・輪

〜未来へつなぐ

【防 府 市 立 国 府 中 学 校】

ウェルカムコンサート＆アトラクション

࠰ 30 ࠱

〇ウェルカムコンサート
〇アトラクション

11ஊ10ᲣמᲤ
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主
主
後

催
管
援

岩国市立麻里布中学校吹奏楽部
北中山子ども神楽

中国ブロックＰＴＡ協議会・山口県ＰＴＡ連合会
岩国市ＰＴＡ連合会
文部科学省・公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会・山口県・山口県教育委員会・岩国市
岩国市教育委員会・公益財団法人山口県ひとづくり財団
参加者 中国ブロック各県・市ＰＴＡ協議会
（連合会）のＰＴＡ会員、並びに教育関係者約 1,500 名

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

西区青少年健全育成新聞

西区吹奏楽の祭典
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2018.11.18(Sun)
11:00~17:30

2018

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 の 紹 介

1

11：30 〜

Close friend

TWICE の楽曲で踊ります。

出演 / 女子２名（あおたん・なっちゃん）

2
演奏中の写真です
演
奏中の写真です

12：00 〜

駆流舞（カルマ）

私たちは廿日市の地御前に拠点を置いて月曜の夕方に練習を行っています。
地域のお祭りや敬老会など、いろいろなステージで踊らさせてもらっていま
す。興味のある方はぜひ見学にいらしてください。
出演 / 男子４名、女子５名

3
ʟӝଢᅕܖݱఄ ԉڌಏᢿ
私たち井口明神小学校ブラスアンサンブルは、地域の方に作
っていただいたクラブです。今年も新しく仲間が加わり、１年
生から６年生１５名で楽しく活動しています。６年生を中心に
声を掛け合いながら、昨日より今日、今日より明日と、よりよ
いブラスをめざし日々切磋琢磨しています。

4

演奏中の写真です
演
奏中の写真です

5

古江ジャズダンスキッズ

古江ジャズダンスキッズです。私たちのグループは、西区古江の古田公民館で４歳〜
１２歳までの年齢層で、毎週月曜日にみんなで楽しくレッスンしています。内容は、な
わとび、跳び箱、徒競走、体幹トレーニング等をしながら、基礎体力を身に付け、ク
ラシックバレエを基礎とした、ジャズダンスやモダンジャズの振り付けで皆さまに
披露しています。とんぼ祭では、元気いっぱいな笑顔で６曲続けてお送りします。
出演 /１７名（４歳〜１２歳）

13：00 〜

cherish

今年から新しく加わった４年生３名と、少しお姉さんな６年生４名のとって
も、可愛い女の子 7 人組で活動しています。
ダンス歴は皆バラバラですが、助け合いのできる優しく楽しいグループです。
毎月３回レッスンに励み、西区の様々なイベントにて練習の成果を発表して
います。
出演 / 女子７名

13：30 〜

広島チアリーディングクラブ GUTZJr
広島チアリーディングクラブは、広島市内を中心にチアリーディングの活動をしているチームです。イベントで
演技を披露し、笑顔で地域を元気づける「地域貢献」やチアリーディングの大会で上位入賞を目指しています。
現在は小学５年生〜社会人までと幅広い年齢層のメンバーで活動をしています。随時メンバー募集中です！
とんぼ祭りでは、見てくださる皆様へ元気や笑顔を届け、広島では知名度の低い「チアリーディング」を知ってい
ただくきっかけになれれば嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします。

出演 / 女子８名

ᒬܖݱఄ ԉڌಏᢿ
草津小学校吹奏楽は、３年生から６年生までの２５名の仲間
で活動しています。今年度、新しいメンバーを９名迎え、みん
なで練習に励んでいます。今年の夏も吹奏楽コンクールに出
場し、銀賞を受賞することができました。少ない人数ですが、

12：30 〜

6

15：00 〜

Browbeat（ブロービート）

広島市西区、古田公民館で活動しているダンスサークル「Jazz-Hiphop
Lusty（ジャズヒップホップ・ラスティ）」の、上級クラスです。

一人一人が自分の役割に責任をもち、演奏できるようにがんば
っています。

講師の KAORI 先生のもと、日々楽しくダンスをしています。
出演 / 女子１４名（小３〜小６）

7

8
ႊဦஂ୮

ᧉɼݩɟଐᙱғᧈ

「今年は優勝します」
女子ハンドボールチームの広島メイプルレ

9

ロビーでは大勢の区民
を前に「今年は優勝します。試合場での応援
をよろしくお願いします」と呼びかけた。

Re:Road（リロード）

西 区 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」からのＯＧメンバーです。
全員が選抜クラス出身の実力派です。
講師の KAORI 先生のもと、ダンスを楽しんでいます！

16：30 〜

Hula Halau O Haunani（フラ ハラウ オ ハウナニ）
西区を中心に活動している３歳〜７０歳代までのフラチームです。

出演 / 女子１５名（小・中学生）

日区長の辞令交付後は

シーズン続けて 2 位。

16：00 〜

アも積極的に行なっています。

西区長」を務めた。一

ンドボールリーグ・2

広島市西区、古田公民館で活動しているダンスサークル「Jazz-Hiphop
Lusty（ジャズヒップホップ・ラスティ）」の、選抜クラスです。
Lusty に所属する５２人のキッズダンサーのうち、トップの７人です。
講師の KAORI 先生のもと、日々楽しくダンスをしています。大人顔負けのダ
ンスを披露します！
出演 / 女子７名（小５〜小６）

フラワーフェステバル等のイベントや、デイサービス慰問などのボランティ

真下）が 9 月、「一日

イプルレッズは日本ハ

SWARM（スワーム）

出演 / 女子５名（古田中１年生）

ッズ・2018 年新キャプテン門谷舞選手（写

庁舎内を巡回した。メ

15：30 〜

10

17：00 〜

Jr. ジャザイズ

アメリカ発祥のダンスフィトネスです。最新のヒット曲に合わせて簡単な振付
で踊ったりバランスボール、フラフープなどを使って楽しく体幹を鍛えること
ができます。簡単な動きなので運動の苦手な子も身体を動かせやすいプロ
グラムになってます。
出演 / 男女５０名
出演順、出演時間は変更になる場合があります。

西区青少年健全育成新聞
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中学校
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観 音 中 学 校
〈校長〉村井芳弘
〈創立〉昭和 22 年 〈生徒数〉614 名
〈校訓〉生きる力を育てる教育の創造

vol. 3

己 斐 中 学 校
〈校長〉岡崎善文
〈創立〉昭和 47 年 〈生徒数〉290 名
〈校訓〉自主・協同・責任

ဃࢻ˟ǹȭȸǬȳ

ဃࢻ˟ǹȭȸǬȳ

友 情と連 帯
〜飛翔〜

Fly to the new sky

〜 仲間とともに歩み続けよう〜

秋風に響く合奏

ފᲦঘΪׁᶞࠛ࣋άᵼ֫˿

西区小・中学校吹奏楽発表会が１０月２０日、ア
ルパーク東棟２階の時計の広場で開催されました。
井口中、井口明神小、草津小、庚午中（出演順）
の４校の小・中学校吹奏楽部が演奏を披露。買い
物客は足を止めて爽やかな音色に聴き入りました。
出演した井上菜那さん（井口明神小６年）は「緊
張したけど、強弱に気をつけて演奏することができ
ました」と大勢の観客前での演奏に満足しているよ
うでした。

演奏中の写真です
演
奏中の写真です
観音中学校生徒会執行部

己斐中学校生徒会執行部

観音中学校生徒会では「つながり」を大切

己斐中学校は、創立４７年目を迎え『自主・

に日々活動しています。縦割り学級群の活動

協同・責任』の校訓のもと『あ（挨拶）
・じ（時間）
・

では、３年生がリーダーシップを発揮してく

み（身だしなみ）
・そ（無言清掃）
』という取

れています。体育大会や文化祭前には、先輩

り組みを行っています。

が後輩に励ましの声かけや技術的なアドバイ

生徒会執行部では、今年度から無言で集中

スをするなど、学年を越えて結束し、行事に

して行うことができるように執行部が中心と

取り組んでいます。また、生徒主体の活動を

なり、取り組んだ結果、今では無言で集中し

目指して、代議員を中心に自分たちに必要な

て清掃を行うことができるようになりました。

取組を企画・運営しています。

また、着ベルや身だしなみ、あいさつ運動

今年度は、特にボランティア活動に力を入

も積極的に行い、生徒会のスローガン『Fly to

れています。朝の挨拶ボランティアや清掃ボ

the new sky』にあるように、新しいことに取

ランティア、掲示物作成や定期テスト前の予

り組みながら、みんながいつも笑ってすごせ

想問題の作成などたくさんのボランティア活

る学校になるようにがんばっていきたいと考

動を行っています。生徒からどのようなボラ

えています。

ʟӝɶܖఄ ԉڌಏᢿ
私たち井口中学校吹奏楽部は、１年生２４人、２年生１１人、
３年生１８人、総勢５３名の部活動です。とても先輩後輩の仲
が良く、教えあい、励ましあい、「全員で演奏」をモットーに
学校行事での伴奏や定期演奏会等にむけて練習しています。
また地域行事など、演奏させていただける機会を与えていた
だいていることに感謝し、より良い井口中サウンドを目指して
がんばっています。

演奏中の写真です
演
奏中の写真です

ンティア活動ができるか案を募集して、実践
していくことも考えています。
これからも、つながりを大切に自主的・主体
的な活動を企画していきたいです。
観中クリーン大作戦

︵清掃ボランティア︶
で側溝掃除

ࡄҜɶܖఄ ԉڌಏᢿ
私たち庚午中学校吹奏楽部は部員数６５名という大所帯で活
動しています。吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテストに
出場はもちろんのこと、近年では西区民まつりや、ひろしまト
ラックまつり、親と子の夕べ、とんど祭りといった地域のお祭
朝、正門に立って、
登校する全校生徒へ
呼びかけながら挨拶運動を行っています

りや、西警察署からの依頼など様々な演奏の機会をいただい
ています。

Ɩ ǝ ƺ ǖ Ნ ࠽ ȊȪǵ ȴȖȪǥǻ

ᩔ Ʊ᳂ᳪᲜŴǶȴȘȪǷ ǂ᳂ᳪᲜ
２０１
８ー１
９シーズンのホーム開幕直前、
我らが広島ドラゴンフライズを熱く応援するパネルと電車が登場！
勝利へ向かってブースターの気持ちはひとつだ！ Ｇｏ！ ドラゴンフライズ！

ラッピング電車を一新・お披露目
出発式で「旅」してファンと交流

テープカットのあと、出席者はラッピ
ング電車で商工センター入口駅まで往
復「小旅行」
。車内でサインをしたり
歓談したりしてファンと交流した。
式典であいさつした広島ドラゴンフ

一緒に写真撮影もできるパネルもある︒
﹁タッチしてね﹂
と︑
朝山正悟選手のパネルに
ハイタッチする西区の福岡美鈴区長

広電Ʊ応援ƵᘎƝƐᲜ

ȒȎȬƱႯǔɦƖǗƐᲜ
ἇὅἩἻἈἭὊἽồዓẪἙἕỿồ
ἛἻἆὅἧἻỶἌࣖੲἣἽᚨፗ

右の応援パネルが設置された同じ

ライズの福岡慎二会長（左）は「この

ＪＲ新井口駅・広電商工センター入

10 月 2 日、広島電鉄の「広島ドラゴ

電車はホームタウンの西区を走り、フ

口駅からアルパーク東棟までのペデス

ンフライズラッピング電

ァンに喜ばれている。今

トリアンデッキに広島ドラゴンフライ

車」出発式が広電西広島

年は最後まであきらめな

ズを応援するパネルを西区役所が設

駅であった。村上駿斗選

い粘り強いチームになっ

置、１０月２日にお披露目されました。

手（下 の 写 真 左 端）
、山

た。電車に乗って応援に

花をモチーフとしたパネルは広島国

田謙治（同右端）が参加。

来てください」と語った。

際学院大学の学生がデザイン。デッキ

の両側に広島ドラゴンフライズの選手
の他、西区にゆかりのあるスポーツチ
ームのアンジュヴィオレ広島や広島メ
イプルレッズ、
ヴィクトワール広島の
選手のパネル２４枚が飾られています。
同デッキは、広島ドラゴンフライズの
ホームアリーナの広島サンプラザホー
ルへ続く通路。
ＪＲや広電から会場へ

パネルを除幕する左から広島ドラゴンフライズの
佐藤優樹選手、
田中成也選手、
岡崎修司アンバサダー
ヴィクトワール広島の桂慶浩選手、
下島海人選手

歩くと、試合へ向けて盛り上がること
間違いなし！

西区青少年健全育成新聞
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広 島 西 警 察 署 より

ἥἥጣଜ

ತെ␐␀⌉ಿԜ⏨⌉⎜⎣⎤⌱⏜⏹␇␜⏧⌲
平成３
３０年度
０ 「児童虐待防止推進月間」
標語

៰ᩨჩᵵᑥ
ሺᱻጣᵜଔଆἕ

⏼⌉␂

܇ƲǋǛᖋࢳƔǒܣǖƏ
܇ƲǋǛᖋࢳ
ࢳƔǒܣǖƏᲛ
「オレンジリボン」は児童虐待防止のシンボルです。
児童虐待をなくすために自分でできることを考えてみましょう。
「児童虐待かな？」と思ったら、児童相談所へ連絡
（☎１８９いちはやく・全国共通ダイヤル）を！
子どもが危険な状態等の緊急の場合は迷わず１１０番へ通報を！

үᨖǛ
ǒᲛ
ज़ơƨ

ଖଯἥἥἤᚪଛ࿄
知らない人に
声をかけられ
怖かった

ႇɦఄɶỉ
̓܇ỉᙸܣụѣ
子供が被害者となる悲惨な事件や事

無理に車に
乗せられそうに
なった

ẐễầỤᙸܣụẑ ỉ
ấᫍẟ
「ながら見守り」とは、日常生活や仕
事をしながら、登下校中の子供の安全

故が多発しています。
ボランティアとして見守り活動を実施

ƍƔƷƓƢƠ
覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語

していただいている方は、今後も継続

を見守っていただく活動です。
仕事で移動しながら、家事をしなが
ら、散歩をしながら…子供の見守りを

をお願いします。

お願いします。

学校への行き帰りや外で遊んでいて、
危険を感じたら「こども１１０番の家」に、
助けをもとめてください。
「こども１１０番の家」の人が１１０番を
してくれますから、
そこで警察官を待っていてください。

もし、不審な者がうろついている、子
供に声をかけている者がいる等があれ
ば１１０番通報をしてください。
通学路に草木が茂って周囲から見え
にくい場所がある、横断歩道が消えか
かっている等に気づかれた場合は、広
島西警察署や最寄りの交番に情報提

このステッカーが目印

供をお願いします。

「 こども１１０番 の家 」の 皆さまへ

ବୀଗଔྫྷ

② のらない

ྖଖଯଛྭ

子供が助けを求めて来た場合は、
次の対応をお願いいたします。
・子供を落ち着かせる
・簡単に状況を聞く
・１１０番通報する
・警察官が到着するまで子供を待たせる
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小学生

知らない人の車に乗らない

俳句・川柳 募 集

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。
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〈A〉

trick or treat !
〜お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ！
お化けやゾンビの仮装で盛り上がるハロウィン。
今年は１０月３１日（水）です。どんなお化けになっ
ちゃうのかな？
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 ● 名前（フリガナ）

TrI

● 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７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
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

Trea
t!

CK!

〈B〉

（金）必 着
【応募締切】１１月１６日

ᛡ ᎎ Ș ȭ ǽ ȴȉ

◆ 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、
１１月下旬頃を予定。

① 交通安全反射ステッカー

② エコバッグ

アルパーク・広島県警・広島ドラゴンフラ
イズがコラボした交通安全ステッカー。
夜間のお出かけも安心の反射材。
提供 / 三井ショッピングパーク アルパーク

広島ドラゴンフライズのロゴ入り特製
携帯できます
携帯で
きます。
。
エコバッグ。
折りたたんで携帯できます。
使用時 W410ｍｍ×H500ｍｍ。
収納時 W210ｍｍ×H115ｍｍ。
提供 / 広島西防犯連合会

20 名様

キリトリ線

20 名様

K!

C
TrI

Trea
t!
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᧐ࠨȁȄǸȦᲜ ᲳᡳѩᲜᲜ
࠽ȊȪǵȴȖȪǥǻŴᲽᲭᙲףҔŴᬎ˯ឦ
男子プロバスケットボールＢリーグ２部

る。目指すバスケットは、ハードなディフェ

（Ｂ２）の広島ドラゴンフライズが開幕から

ンス（守備）からのオフェンス（攻撃）
。粘

、
Ｂ２西地区で
無敗の８連勝（１０月２１日時点）

り強く勝利へつなぐプレーが連勝につながっ

首位を独走している。

ている。得点を生むディフェンスからの速攻

９月２８日の愛媛オレンジバイキングス戦か

は今季の見どころのひとつだ。

らスタートした２０１８ -１９シーズン。今季から

会場をチームカラーの朱色に染めて応援し

広島出身の尺野将太ヘッドコーチが指揮を執

よう！ Ｂ２優勝、
Ｂ１昇格の日まで！

ホーム開幕戦。広島ドラゴンフライズの得点が入り盛り上がる会場

᧐ ࠨᲱᡳ ѩǈƱƸ ӹǸȹȴ
ᇺᲬሬ GAME 1

AWAY

愛媛ǫȭȴǹȑǥǮȴǱǺ

᳑Ჩ

1

9月 28日（金）

ᇺᲭሬ GAME 1

奈良ȑȴȔǸȤǺ

᳑Ჩ

香川ȖǢǥȗǣȮȹǻ

᳑Ჩ

5

広島サンプラザホール
（広島市西区）

ᵕᵗ ᵋ ᵕᵑ

今季開幕はアウェイから。序盤はターンオーバーも多く、愛媛の速い展
開にディフェンスを崩され、リズムが掴めなかった。
シーソーゲームが続
く中、フリースローを確実に決め、
初戦を勝利で飾った。

愛媛ǫȭȴǹȑǥǮȴǱǺ

HOME

Ȝȹȡ
᧐ࠨ েᲜ

ᵖᵔ ᵋ ᵖᵏ

᳑Ჩ

ᇺᲮሬ GAME 1

10 月13日（土）

広島サンプラザホール
（広島市西区）

᧐ࠨেᲜ

AWAY

3

10 月 6日（土）

松山市総合コミュニティセンター
（愛媛県松山市）

ᇺᲬሬ GAME 2

HOME

2

9月 29日（土）

松山市総合コミュニティセンター
（愛媛県松山市）

ᵕᵒ ᵋ ᵔᵏ

待ちに待ったホーム開幕戦。立ち上がりでリズムを掴むも良い状態を持
続できず、苦しい展開。終始クロスゲームとなったが、チーム全員で粘り
強く戦えたことがホーム開幕戦の勝利へつながった。

ᇺᲭሬ GAME 2

HOME

奈良ȑȴȔǸȤǺ

᳑Ჩ

4

10 月 7日（日）

広島サンプラザホール
（広島市西区）

前半はシュートを決められない時間帯が続くも粘り強いディフェンス。
後半の連続得点からリードを広げ勝利を掴み５連勝。ジャマリ・トレイ
ラーはチームトップの 14 得点と豪快なブロックショットで盛り上げた。

ᇺᲮሬ GAME 2

HOME

香川ȖǢǥȗǣȮȹǻ

᳑Ჩ

6

10 月14日（日）

広島サンプラザホール
（広島市西区）

ᲱᡳѩᲜ

ᵕᵓ ᵋ ᵔᵕ
課題のターンオーバーを一桁に、愛媛のオフェンスリバウンドを３に抑
えることができた。インサイドで得点を重ねたエリック・トンプソン、持
ち味でもあるリバウンドへと積極的に絡む活躍で連勝。

ᵖᵔ ᵋ ᵓᵗ
ディフェンスから流れを掴み終始広島のリード。GAME1 の課題だった
奈良の外国人選手の得点を抑え、今季最少失点で４連勝。
一度もリード
を許さず、ロスター全員が得点した勝利にモチベーションが上がる。

ᵖᵖ ᵋ ᵕᵖ
試合開始直後から田中成也が連続して３Ｐで得点。チームに勢いが生ま
れ、このゲーム最多得点で勝利へ貢献。後半は苦しい展開となったが、
香川の反撃を退け、
開幕から怒涛の６連勝を達成。

西区青少年健全育成新聞
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西区青少年健全育成新聞﹁とんぼ﹂は︑西区内の市立全
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︒
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12.8［土］/ 9［日］
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西宮ǺȉȹǰǺ
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12.30［日］/ 31［月］
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青森ȰȄȅ
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