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入学おめでとう！

観音小学校（三上正浩校長）で今春入学した１年生９２人
へ反射ステッカーが配られました。
この反射ステッカーは「児童の交通安全」を願う三井
ショッピングパーク・アルパークと広島ドラゴンフライズ、
広島西警察署が合同で作成し、西区の全１８小学校の新１

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︒

観音小１年生９２人へ配布

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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クルマに気をつけて歩くよ！

第

１８
広島ドラゴンフライズ アルパカくん

キラリ☆マン

モシカくん

年生へ贈られたもの。（４面に関連）
児童（上写真は１年１組の皆さん）はキャラクターが
デザインされたステッカーを早速、ランドセルへ貼り、
「車
に気をつけて歩く」と交通安全を誓いました。

２０１９年 春

西区とんぼ新聞
［もくじ］

とんぼ ＝
ドラゴンフライ

新１年生へ反射ステッカー

第９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。

はたらくクルマショー
アンジュ・試合日程
ＰＴＡ紹介
中広中 / 大芝小
三篠小 / 天満小

小中学校 NEWS
新１年生へ反射ステッカー
庚午中犯罪防止教室

中学校生徒会通信
庚午中 / 井口中 / 古田中

アンジュ応援幕お披露目
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】

（左）
１年生へ配られた反射ステッカー （中）ランドセル背面の左下へ貼りました （右）
「暗くしたら光ってる！」手でおおって光るか確認もしました

広島西警察署から
まちがいさがし
ドラゴンフライズ、シーズン終了
減らそう犯罪西区民大会
広島ドラゴンフライズ
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警察車両

みんなの安全を守る！

ひろピー

（ＣＸ-５）

広島市消防団
マスコット
キャラクター

展示

救急車
展示

白バイ
展示
搭乗体験

警察と消防の車両が大集合！ 救急教室
マスコットキャラクター も やって来るよ

4/27(土) ・28(日)

モシカ

10:00 ～16:00

「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

覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

ળ႐

キラリ★マン

コスチューム
フォトスポット

三井ショッピングパーク

アルパーク北棟駐車場

はしご車
展示

反射材活用運動
キャラクター

子どもたちの大好きな警察と消防の車両が大集合

はしご車
搭乗体験

する「はたらくクルマショー」が４月２７日（土）
・２８
日（日）の二日間、三井ショッピングパーク・アルパ

アルパーク
北棟駐車場

ーク北棟駐車場で開催されます。時間は両日とも午

4/27（土）
・28（日）

前１０時から午後４時まで。

午前の部

警察車両は広島県警察のパトカー（ＣＸ-５）と白
バイを、消防車両は広島市消防局のはしご車と救急
車を展示。白バイとはしご車は搭乗体験（はしご車
は先着７０名まで）もあり、
「安全」を守る警察や消防
の仕事に触れることができます。ぜひ、お越しくだ

① いかない

さい。

西区とんぼ新聞
キッズリポーター

※雨天決行ですが、荒天や天災により、
やむを得ずイベントを変更
中止する場合がございます。
※当日の展示車両は変更になる場合もございます。
予めご了承ください。

〈整理券配布時間〉 各日 ① ② ③ 9:30 〜
各日 ④⑤⑥⑦ 12:00 〜
整理券は各回 10 枚（計 70 枚）。
無くなり次第終了です。
（先着順）
写真はイメージです

知らない人について行かない

会 場

（月・休）
スペランツァ大阪高槻
5.6 13：00
（日）
セレッソ大阪堺ガールズ
5.19 14：00
（土）
スペランツァ大阪高槻
6.1 14：00
（月・休）
吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁
7.15 15：00
一
般
賛助会員

午後の部

２０１９プレナスチャレンジリーグ
)0.& (".& 4$)&%6-&

対戦相手

入場料

搭乗体験には
整理券が必要
（先着順）

❶１０:００〜１０:３０ ❹１３:００〜１３:３０
❷１０:４５〜１１:１５ ❺１３:４５〜１４:１５
❸１１:３０〜１２:００ ❻１４:３０〜１５:００
❼１５:１５〜１５:４５

とんぼ新聞では、消防車両搭乗体験などをされた小学生に
「体験記事」を書いて
いただけるキッズリポーターを募集します。
体験記事は７月発行のとんぼ新聞第
10 号に掲載予定。募集人数は 5 名程度。詳しくは、当日イベント会場受付へ。

アンジュヴィオレ広島

先着 70 名

大人 1,000 円 子ども
（中・高校生）500 円
大人 800 円 子ども（中・高校生）300 円

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。

コカ・コーラボトラーズジャパン
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
エディオンスタジアム広島

※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。

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
□ funi＊funi TOKYO

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。

多くの女性の
「輝」
を発見し、明日の笑顔を応援する funi＊
funi が、東京都世田谷区にある放課後デイサービスＯＨＡＮＡ
kids station でイベントを開催します。
その中で、商品販売と障害のある子に向けての無料ワーク
ショップを行います。

【日時】７月２８日（日）
１０：００〜１６：００
【場所】放課後デイサービスＯＨＡＮＡ ｋｉｄｓ ｓｔａｔｉｏｎ
東京都世田谷区若林 3-23-5

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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ＰＴＡ 紹 介

大芝小ＰＴＡ
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中広中ＰＴＡ

安全・安心な地域のつながり
「こども１１０番の家」ウォークラリー
﹁こども１１０番の家﹂の人にあいさつ

大芝小学校では、
「こども１１０
番の家」ウォークラリーを行っ
ています。６年前から続けてい
る行事です。
子どもたちが危険に遭遇した
場合に速やかに避難できるよう、
地域の人と保護者と一緒に縦割
り班のグループで地図を見なが
ら「こども１１０番の家」の場所
を知り、安全意識を高めること

カープカラーのベストが目印
朝のあいさつ運動

中広中学校ＰＴＡでは、さま

保護者は昨年度新調したカー

ざまな学校行事のお手伝い、学

プカラーのスタッフベストを着

年ごとに懇談会の企画・運営、

用し、校長先生、担当のクラス

ベルマーク集計作業、
ＰＴＡ新聞

の生徒たちと声を出し、気持ち

の発行等、保護者の皆さまに協

良いあいさつから元気をもらっ

力してもらい活動しています。

ています。

中でも、年間を通じてクラス
毎で行う
「朝のあいさつ運動」
は、
朝の忙しい時間帯にもかかわら
ず、多くの方に参加してもらっ
ています。
（上）カラーでお見
せできないのが残
念。カ ープ カラ ー
のスタッフベスト
を着た保護者

を目的としています。

（左）登校してくる
生徒へあいさつす
る生徒と保護者

今後もこの行事をとおして、
日ごろから見守ってくださって
いる地域の方に感謝することを
忘れないようにしたいと思いま
す。
「こども１１０番の家」を教えてもらう子どもたち

三篠小ＰＴＡ
天満小ＰＴＡ

三篠小学校ＰＴＡでは、卒業

強制しないことで
大きなつながりを
に活動を強制することになって

に説明するのなら、私たちは、

いたと気がつきました。強制す

ＰＴＡでどんな負担をお願いした

ればするほど安心して参加でき

ＰＴＡが子育て
いのかではなく、

る人は減り、つながりは小さく

にどんなふうに役に立つのかを

硬直したものになってしまいます。

語れるＰＴＡになりたいと思って

そこで今後は、活動を強制し
ないことで、安心して多くの人
に参加してもらい、大きなつな

きなこと、しかもＰＴＡにしかで

がりをやわらかく結べるＰＴＡを

きないことは、保護者の「つな

目指すことにしました。

がり」を作ることです。つなが

このためには意識を変えるだ

りは保護者自身の幸せだけでは

けでは不十分です。行事を遂行

なく、子どもたちの学力と生活

することを第一の目的にして人

の質をも向上させます。

を組織に当てはめていくのでは

さて、天満小ＰＴＡでは「全員

なく、今いる人に合わせて行事

参加のＰＴＡ」の考えのもと「一

と活動を見直せるようなＰＴＡの

家庭一役」で役員を決めてきま

あり方を今年度は模索したいと

したが、実際にはこれが保護者

思っています。

卒業式終了後、卒業生はクラ

の先生に渡すお礼のお花を、卒

ス役員さんから一輪ずつお花を

業生一人ひとりに一輪ずつ用意

受け取って、５年生と卒業生保

しています。３０年度のお花は色

護者が校庭に作った花道を歩き、
拍手で見送られます。それから
校庭にもどり、クラスごとに集
まって担任の先生にお花を渡し
ます。お花を渡した後も穏やか
な青空のもと、卒業生や保護者
が先生方と喜びを分かち合い、
名残を惜しむ姿がみられました。
担任の先生を囲み︑
名残を惜しむ

ＰＴＡが保護者にできる一番大

とりどりのバラでした。

式終了後にお世話になった担任

一輪の花を手に見送られる卒業生

ＰＴＡとは何か―――。新会員

います。

児童から先生へ感謝の花
卒業生一人に一輪を用意
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ＰＴＡ 掲 ⽰ 板
西 区 Ｐ ＴＡ 連 合 会 主 催

西区ＰＴＡ

親善バレーボール大
大会

日時

７月７日（日）9:00 〜開会式

会場

広島サンプラザホール

西区の小・中学校ＰＴＡ対抗のバレーボール
来て
応援に

ね！

大会です。
プレーする選手も応援する応援団も一丸とな
って熱く盛り上がりましょう！

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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小 中 学校

わたしたちの

NEWS

反射ステッカーで交通安全
左から西区小学校校長会の岸俊之区
会長︑アルパークの古瀬岳史所長︑
広島西警察署生活安全課の岡村正孝
課長︑同交通課の住近良勝課長

春がきた どこにきたのか ここにきた

アルパーク・ドラゴンフライズ・西警察署
コラボ反射ステッカーを新１年生へ寄贈
三井ショッピングパーク・ア
月５日、西区の小学校校長会（区
ルパークと男子プロバスケット
会長は井口台小学校の岸俊之校
ボールＢリーグ２部の広島ドラ
長）へ寄贈しました。枚数は西
ゴンフライズ、広島
区の全１８小学校の
西警察署の３者が共
新１年生分となる１
同で作成した反射ス
８００枚。新 学 期 が
テッカーを今春、小
始まってから児童へ
学校へ入学する新１
配られ、ランドセル
などへ貼ってもらう
年生の交通安全に役
予定。
立ててもらおうと４
贈られた反射ステッカー

第８号で募集した「小学生俳句・川柳」へご応募いただきました。

犯罪が発生しやすい連休を前
に、犯罪を未然に防ぐにはどう
したらいいかを生徒自身が考え
る 犯 罪 防 止 教 室 が ４ 月１９日、
庚午中学校で全校生徒が参加し
て開かれました。広島西警察署
が協力し、先生たちがロールプ
レイで犯罪を防ぐ方法を伝えま
した。

はっきり意思表示
広島西警察署の井上女日美少
年育成官から「盗んでいなくて
も、その場にいれば犯罪を加担

生徒数 / 743 人

くれます。
アルパークとドラゴンフライ
ズ、西警察署は、とんぼ新聞の
企画でコラボレーションが実
現。反射ステッカーの他、昨年
秋にはアルパークで西区の子ど
もたちによるイベント「とんぼ
祭」を開催しました。これから
も、西区の交通安全や健全育成
を共に呼びかけていきます。

当日集合された西区の小学校の校長先生

校長 / 網藤 清次

﹁はっきり断ろう﹂と
生徒へ話す
井上少年育成官

Ｓ・Ｋ （古田小学校３年）

庚午中学校

反射ステッカーは直径５ｃｍ
の円形。バスケットボールの背
景に、アルパークのイメージキ
ャラクター「アルパカくん」や、
ドラゴンフライズのエンブレ
ム、広島県警のマスコット「モ
シカ君」と「キラリ☆マン」、
「交
通安全」の文字がデザイン。夜
間、クルマのライトなどに反射
して、歩行中の視認性を高めて

「ハリのワニ」で犯罪を防ぐ
全校生徒が犯罪防止教室
したことになります。誘われて
もはっきりと断ることが大事」
と、犯罪を断る「ハリのワニ」
を 紹 介。「ハ リ の ワ ニ」は、ハ
ハ
ッキリと断る。リユウ
ッキリ
リユウ（理由）
を伝える。ワダイ
ワダイ（話題）を変
ニゲル
ル（逃 げ る）、の 頭
え る。ニ
文字。はっきりと断る意思表示
をすることで、自分が犯罪に巻
き込まれず、犯罪を食い止める
ことにもなります。

また、同署生活安全課の木谷
友美巡査長は、「白い紙をくし
ゃっと丸めたら、しわができま
す。このしわは元には戻りませ
ん。同じように、心にできたキ
ズも元に戻りません。ハリのワ
ニを覚えて、自分も友達も傷つ
かないようにしましょう」と呼
びかけました。
説明を聞いた生徒からは「い
けないことは、いけないと言う」

「ぼくはやりたくないと、はっ
きり言う」などの声が、はっき
りと聞かれました。
網藤校長は「自分のしたこと
で自分の大切な人がどれだけ悲
しむか、まわりに流されずに考
えてほしい。そして、Ｎｏとは
っきり言う勇気を持つことが大
切です」と締めくくりました。

作って！ 遊 んで！ 食 べ て！ 魅 力 あふ れる 催
し 物 が たくさん！！

〜 花 と 緑 の キャンパス〜

ふれあいフェスタ
ふれあ
ふ
れあ
あい
いフェス
フェスタ
〜15 : 00
4/28（日）10 : 000 〜15
（ 開催場所： 広島工業大学）

本のツツジ
,000

約6

満

開！

ペットボトルロケットを スライムをつくろう！ 茶席・野点
凜とした雰囲気の中、
本学茶道部
（上田
飛ばそう！ 〈雨天中止〉 スライムができる仕組みを学び、
実際にスライムを作っていきます。
宗箇流）
の学生がおもてなしいたします。

ペットボトルでロケットを作ります。
その飛距離に思わずビックリ！
500ml 炭酸飲料の空きペットボトル
容器（ふた付き）を持ってきてくださいね。
【受付開始】10:00 〜
（先着６０名）
13:00 〜（先着４０名）
【受付場所】グリーンフィールド H.I.T.

本学の女子学生もサポートします！
【受付開始】10:00 〜
【各回 先着１
（全５回）
】
５名
【受付場所】講義棟 Nexus21
２階アゼリア広場

お抹茶を味わいに来ませんか。
【受付開始】10:00 〜
【先着１,０００名】
【受付場所】茶室（雙鶴堂・そうかくどう）
入口

✿ 和太鼓演奏や駄菓子販売、健康測定など様々な催し物をご用意しています。

イベントに関するお問い合わせは、
広島工業大学にお願いします。

〈 ５ 〉平成３１年（２０１９年）春号
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西区の中学校生徒会です。
日々取り組んでいるボランティア活動や
地域との交流などを紹介します。

中学 校

生徒会通信

庚 午 中 学 校

いろんなことに
挑戦中だよ！

vol. 7

井 口 中 学 校

〈校長〉網藤清次
〈創立〉昭和 22 年 〈生徒数〉743 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〉640 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〉692 名
〈校訓〉自主・自律・博愛・創造

生徒会スローガン

生徒会スローガン

生徒会スローガン

ひとりはみんなのために
みんなはひとりのために

愛 を つ なぐ

古田の森に響け

〜 明 かりを 灯せ

〜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

庚午中学校生徒会は『ひとりはみんなのた
めに

井口中学校生徒会でいま一番力を入れて取

古田中学校生徒会では、「気づく・考える・

みんなはひとりのために』のスローガ

り組んでいるのは、地域ボランティア活動に

やり抜く・思いやる」ことを意識し、みんな

ンを掲げ、朝のあいさつ運動、ボランティア

積極的に取り組み、学校と地域の繋がりをつ

で豊かな「古田の森」をつくることを目標に

活動、無言清掃といった取り組みを中心に活

くることです。

さまざまな活動に取り組んでいます。昨年度

動しています。

具体的には地域からの依頼を受けて、井口

は、無言集合や無言清掃に取り組み、自ら「見

町民運動会ではテント張りなどの事前準備を

つけて」きれいにしていく美化活動に特に力

したり、当日の司会進行、商品渡し、入場行

を入れました。

営のお手伝いや、吹奏楽部の演奏など、たく

進の際の行進曲演奏などを行っています。ま

また、ここ数年特に強化しているあいさつ

さんのボランティアの依頼があり積極的に参

た、秋祭りボランティアとして神輿担ぎ、も

の取組では、授業始めや終わりのあいさつだ

加し、地域の方々との交流を深めています。

ちつき大会での企画と運営、大歳神社しめ縄

けでなく、正門や廊下でのあいさつのレベル

また、地域に貢献する取り組みとして、学校

作りやとんど祭りの手伝い、井口公民館主催

でプランターに植えた花を育て、校区内の保

の西国街道ボランティアガイドの取り組み、

育園、幼稚園、小学校などへ配布し設置して

井口漁協主催の潮干狩りの手伝いなども行っ

もらう花いっぱい運動や清掃活動に取り組ん

ています。こうしたボランティアに参加する

でいます。

ことで、自立性を高め、優しさと思いやりの

正門で行っている﹁あいさつ運動﹂

ボランティア活動では、子ども会まつりや
餅つき大会、とんど祭りなどの地域行事の運

気持ちが生徒一人ひとりに育まれることを目
標としています。
また、本校は青
少年赤十字に加盟

毎年多くの生徒が参加している餅つき大会ボランティア

し、国内外の災害

アップを目指し、執行部、生活委員会、部長会、

復旧支援のための

学年代議員会がそれぞれの立場からさまざま

募金活動、世界の

な取組を企画・提案し、みんなで質の高いさ

子どもたちにポリオワクチンを届けるための

わやかなあいさつが出来るよう日々頑張って

ペットボトルキャップ収集（写真）
、韓国中高

います。

生との国際交流活動にも取り組んでいます。

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 。
西区の人たちでつくる、西区の「青少年健全育成」

次号

第

西区青少年健全育成新聞

10 号は ７月発行予定
令和元年

夏

サポーター
協賛広告

協賛広告

募 集 中！

とんぼ新聞は、
西区地域の「青
少年健全育成」活動に協賛い
ただく企業・団体・個人によ

西区の子どもたちの
「青少年健全育成」
へ！

る「協賛広告」掲載料で発行

お問い合わせ

しています。
「協賛広告」へご

☎
（０８２）
５５５-８３５５広島ドラゴンフライズ

協力をお願いいたします。

がんばれ！ アンジュヴィオレ広島
アンジュ応援幕 リニューアル
右からアンジュヴィオレ広島の
結城ＧＭ兼監督︑赤嶺選手︑
岸野選手

ＪＲ横川駅南口に掲
げられていた女子サッ
カー・アンジュヴィオ
レ広島を応援する応援
幕が２０１９シーズンの開
幕に合わせてデザイン
を一新。シーズン開幕

新デザインの応援幕とお披露目式に出席された皆さん

前の３月２０日、お披露目式が行われま

開幕戦の勝利へ向けて勇気が与えられ

した。

ました。

お披露目式にはアンジュヴィオレ広

横断幕は横６メートル、縦４メート

島から結城治男ＧＭ兼監督、赤嶺美月

ル。花をモチーフに全選手が躍動する

選手、岸野早奈選手が出席。西区の福

姿と２０１９シーズンのスローガン「ＳＴ

岡美鈴区長や、横川商店街連合会の星

ＡＲＴＩＮＧ ＯＶＥＲ」がデザインされ

野哲郎会長から激励の言葉が寄せられ、

ています。

平成３１年（２０１９年）春号 〈 ６ 〉
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広 島 西 警 察 署 より

スマホにはフィルタリングを！
ߞߡᔃ↪ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

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。
子どもを犯罪被害から守り、また、加害者にしないためにも
適切なフィルタリングをしましょう。

インターネット等
インターネ
等 の 利用ルール
覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

② のらない
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スマートフォンには３種類のフィルタリング設定 が必要です！

※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。

知らない人の車に乗らない

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。

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〉

鯉のぼりは、中国に古くから伝わる登竜門の伝説
になぞらえ、竜門の滝を登り切ると鯉が竜になる
ように、我子も健康に育ち、将来は大きく出世し
て欲しいとの気持を込め、江戸時代から端午の節
句に飾られています。
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９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】５月１７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、
６月上旬頃を予定。

広島市西消防署 × アルパーク オリジナル絆創膏

20 名様
広島市西消防署のキャラクター「けすぞう君」と、アルパークオリジナルキャラク
ターの「アルパカくん」がデザインされたオリジナル絆創膏。２枚セット。
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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シーズン最終戦︒ホーム・広島サンプラザホールで
選手の熱闘を後押しする観客の皆さん

シーズン最終戦、意地の追い上げ
最後まで応援ありがとう！
広島ドラゴンフライズ B リーグ 2018-19 シーズン終了
広島ドラゴンフライズ（男子プロバス

２０１８ -１９シーズンは、地元広島出身の

ケットボールＢリーグ２部）の２０１８ -１９

尺野将太をヘッドコーチに、選手も大幅

シーズン最終戦が４月２０日、ホームの

な入れ替えが行われ、９月２８日にアウ

広島サンプラザホールで行われました。 ェイゲームで開幕。開幕から破竹の８連
対戦相手は宿敵、熊本ヴォルターズ。結

勝でスタートダッシュに成功すると、１２

果は７０対８６で、残念ながらシーズン最

月までの前半戦を２０勝８敗で地区優勝

終戦を勝利で飾ることはできませんでし

を狙える勝率で折り返します。しかし、

た。

２月３月で連敗が続き、まさかの失速。
２０１７ -１８シーズンと同じ３位でフィニッ

2018-19 シーズン成績
試合数 / 60 試合
32 勝 28 敗 勝率 .533
2018-19 B2 西地区 順位表
1. 熊本ヴォルターズ
2. 島根スサノオマジック
3. 広島ドラゴンフライズ
4. バンビシャス奈良
5. 愛媛オレンジバイキングス
6. 香川ファイブアローズ

減らそう犯罪

シーズン終了にあたって

ヘッドコーチ

尺野将太

地元広島のバスケの盛り上がりや広島のファンの暖かさを感じたシ
ーズンだった。最後の最後まで諦めず走り切る姿勢は最後に取り戻
せたかなと思う。この悔しさが６シーズン目につながると思うし選
手自身もこのシーズンが何か財産になってくれればうれしい。本当
にありがとうございました。

最終戦をふりかえって

キャプテン

朝山正悟

たくさんのファンの前で自分たちが最後しっかりとプレーを見せよ
う、みんなでバスケットを楽しみながらやろうと話していた。勝負
なので結果で応えたかったし、勝ちたかったという気持ちが率直な
気持ち。その中で、今シーズンを象徴するようなゲームになったが
最後数分間に良い雰囲気の中でバスケットができた。

「見守りは気楽に、気長に、危険なくの３Ｋで」
広島県警察本部の善岡減らそう犯罪情報官

西区民大会

地域の力で子供を守り、
特殊詐欺被害を防ごう

子供の安全と特殊詐欺」と題して広島県警察本部減らそう犯罪情報官の善岡誠司さ
んが基調講演。広島市消防音楽隊がおなじみの曲目を演奏し、
会場をわかせました。
主催は「減らそう犯罪」西区まちづくり協議会と西区コミュニティ交流協議会。
開会にあたり、西区の福岡美鈴区長が
「日頃から地域の見守り活動に感謝しま
す。自分たちの町は自分たちで作り、守

子供の安全は「ながら見守り」で
善岡減らそう犯罪情報官の講演では、

全・安心なまちづくりに励みます」とあ

犯の認知件数は減っているが、子供や女

いさつしました。

性が被害にあう犯罪は減っておらず、地
域の見守り活動の継続が必要。そして、
無理なくできる見守り活動として、いつ
もの行動に見守りを加える「ながら見守
り」を紹介しました。ながら見守りは、
ウォーキングや犬の散歩、買い物、庭先
の掃除や畑仕事などを子供の登下校時間
や通学路に合わせて行う見守り方。その

の中、チームが一体となった終盤、意地
の追い上げで、会場を埋め尽くした観客
に広島らしさを示すことができました。
西区の皆さんと共に熱く戦った広島ド
ラゴンフライズへ応援ありがとうござい
ました。広島ドラゴンフライズはこれか
らも、バスケットボールで西区の青少年
の健全育成を後押しします。引き続き、
応援よろしくお願いします。

リンピック」をキーワードにした手口が
予想されると注意を促しました。その抑

しい。被害予防は皆さんの力で広めてく
ださい」と締めくくりました。

キャラクターも一緒に盛り上げた
アトラクションでは広島市消防音楽隊
際には、見守っていることをアピールす

が演奏を披露。「世界にひとつだけの花」

るベストや帽子、ストラップなどを身に

や「ちびまる子ちゃんメドレー」など、

つけることで、より効果的とも。やるな

なじみのある楽曲を５曲演奏。曲間では、

ら派手に、目立つように、防犯活動の「見 「空気が乾燥しているので、火事に気を
える化」で犯罪者を寄りつかせないまち

つけて」と火災予防をよびかける場面も。

づくりをしようと呼びかけました。

広島県警察のマスコットキャラクターの

また、新しい手口が次々と現れている
特殊詐欺では、これから「改元」や「オ

モシカ君、キラリ☆マンもステージにあ
がり、一緒に演奏を盛り上げました。

会場の皆さんも一緒に﹁ＹＭＣＡ〜！﹂

子供を取り巻く犯罪の状況を解説。刑法

﹁犯罪の起こりにくい西区へ﹂
多くの区民が参加

る、の考えの下、犯罪の起こりにくい安

最終戦は序盤にリードされ苦しい展開

を聞いた皆さんが知らない人へ広めてほ

西区民大

会」が２月９日、西区民文化センター大ホールで開催されました。「地域で対策！

ちこされました。

止には、「事例や予防方法を、この講演

基調講演で犯罪の起こらないまちづくりを学ぶ
西区民の防犯意識と地域の連帯感の向上を目的とした「減らそう犯罪

シュ。待望のＢ１昇格は来シーズンへ持

西区青少年健全育成新聞

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︒

応援ありがとう
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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