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西区の小・中学生の祭典

今年 も 開 催決定！

子どもたちが大好きな警察と消防のクルマが大集合し
子どもたちが大好きな警察と消防
た「はたらくクルマショー」が４月２７日と２８日の二日間、
アルパーク北棟駐車場で開催されました。
広島県警察のパトカー（ＣＸ−５）
、白バイ、機動隊指揮車、
広島市消防局から、はしご車、消防車、救急車を展示。
親子連れなどが二日間で述べ約１８００人が来場し、運転席
へ乗り込むなど、はたらくクルマを体験しました。
体験の様子を西区の小学生が報告する「キッズ・リポ
ート」を４面に掲載しています。

10/22（火・祝）
11:00~18:00

アルパーク 東棟２階 時計の広場
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！

２０１９年 夏
第
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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。
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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
バスケットボール・ワールドカップ
ヒロシマクリテリウム 2019
ストレッチ教室
広島ドラゴンフライズ

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︒

出演者募集中︕ くわしくは
２面へ
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西区の小・中学生の祭典

パフォー
マンス

アルパークとんぼ祭
今秋も開催！10/22
西区の小・中学生の祭典、「アルパー

2019

アルパ ク
火 アルパーク
祝 東棟２階 時計の広場

西区の青少年健全育成新聞「とんぼ」

クとんぼ祭２０１９」が１０月２２日（火・祝）、

では、イベント開催で子どもたちの健

アルパーク東棟２階時計の広場で開催

やかな成長を応援しようと、とんぼ新

します。当日は、西区の小・中学生に

聞のオフィシャルサポーターであるアル

よる歌やダンスなどのパフォーマンス

パークの全面協力で今年も秋に、「とん

発表や、広島西警察署

ぼ 祭」を 開 催 し ま す。

の協力でパトカーや白

現在、小・中学生の出

バイの乗車体験会も行

演者（グループ）を募集

われる予定です。主催

中！とんぼ祭のステー

は、とんぼ祭２０１９実

ジでパフォーマンスを

行委員会。

発表してみませんか。
ご応募待ってます！

昨年のアルパークとんぼ祭

7/6 山田小で開催

広島市では７月を「青少年によい環
境をあたえる運動」月間と定めていま

業実行委員会（西区青少年健全育成連

時】2019 年 １０月２２日
（火・祝）

【会

場】アルパーク 東棟２階 時計の広場

11:00 〜 18:00
【募集内容】歌、
ダンス、楽器演奏、

その他パフォーマンス
【対

象】西区の小・中学生（出演料 / 無料）

【出演時間】１団体
（個人）/２０分前後

※転換 ( 準備・片付け ) 時間含む。
【応募期間】７月１日
（月）〜７月３１日（水）
【主

催】とんぼ祭実行委員会２０１９

【協

力】広島ドラゴンフライズ、西区青少

西区青少年健全育成新聞「とんぼ」
年健全育成連絡協議会、広島西警察署生活安
全課、西区役所地域起こし推進課、西区ＰＴＡ
連合会、アルパーク

１ インターネットでのご応募
http://bit.ly/2EPAqsE にアクセスし、専用
フォームから必要事項を記入して送信くだ
さい。
２ Ｅメールでのご応募
alpark-event@barth.co.jp に、
【氏名】
【出演内容】
【学校名】
【連絡のつくお電
話番号】を記入し送信ください。
３ ＦＡＸでのご応募
082-533-8847 に
【氏名】
【出演内容】
【学校名】
【連絡のつくお電
話番号】を記入し送信ください。
※応募多数の場合は、抽選により決定します。

キッズパフォーマー・保護者の皆さま、ご応募お待ちしています！
第３４回

ＷＥ ＬＯＶＥ トンボ 絵画コンクール

美しい自然のシンボル
トンボを描いてみよう！

絡協議会・西区役所）。
山田地区の青少協活動発表のほか、

す。次世代の社会の担い手となる青少
年の健全な育成へ家庭、学校、地域社

【日

ステージ出演・エントリー方法
ステージ出演エントリーは、以下からお選びいただ
き、ご応募ください。

アトラクションで山田小５・６年生の

応募期間

〜９/２０
２０１
９年７/１

必着

覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

平成３１年度 「青少年によい環境をあたえる運動」

西区啓発大会

イベント概要・募集要項
【タイトル】アルパークとんぼ祭 2019

応募者全員に参加賞！

会が連携し取り組もうと、西

合唱（写真）
、古田中吹奏楽部

西区とんぼ新聞を通じて西区の青少

ボのいる風景」を絵画やスケッチ、イ

区啓発大会が７月６日
（土）、

の演奏が行われます。くわし

年の健全育成に協力している学生服・

ラスト、
ＣＧ画などで本人が創作した未

山田小学校で開催されます。

くは西区役所地域起こし推進

体操服のトンボでは、
「トンボ」の絵画

発表のものが対象。画材は、水彩、ク

主催は西区青少年健全育成事

課（☎０８２-５３２-０９２７）まで。

コンクール、第３４回ＷＥ ＬＯＶＥ ト

レヨンなど表現方法は自由。学年ごと

ンボ 絵画コンクールを開催します。全

で文部科学大臣賞などの各賞があり、

国の小・中・高校生が対象。応募期間

今年１１月中旬に入賞作品が発表されま

は７月１日から９月２０日まで。

す。応募者全員には参加賞があるので、

③ おおごえをだす

アンジュ
ヴィオレ
広島
ヴィクト
ワール
広島

２回

第

広島
ドラゴン
フライズ

あこがれの選手たちとスポーツを楽しもう！！

何かあったら大声を出す

西区が誇るトップアスリートとチームを組んで、リレーや綱引きなどのゲーム
をしませんか。サッカー、バスケットボール、自転車のデモンストレーションや
サイン会、ハイタッチ会を開催します。
事前の
もちろん、参加は無料です。どしどしご応募ください。
申し込みが
必要です

８月２０日（火）

みてはいかがでしょうか。

像力豊かな絵、観察力の鋭い絵、自分
の好きなトンボなどが集まっています。
応募作品は、「トンボ」または「トン

詳しくは、トンボのホームページを
ご覧ください。
「トンボ

絵画コンクー

ル」で検索を。

［ファクス］
０８２-２３２-９７８３
［郵 便］〒７３３-８５３０ 広島市西区福島町二丁目２-１

広島サンプラザホール
（広島市西区商工センター三丁目１-１）

◎ 保護者の引率が必要です。
◎ 応募多数の場合は選考、抽選。

へは毎回、全国各地から夢あふれる想

あなたの思う「トンボ」を描いて送って

引率する保護者が、申し込み用紙に必要事項を
記入してファクスまたは郵送してください。

１０：００～１２：００

西区内の小学生１
００人

今年で３４回目となる絵画コンクール

西区役所 地域起こし推進課
◎西区のホームページからも申し込みできます。

７月１
１日（木）〜８月７日（水）必着

主
催 / 西区役所・西区スポーツセンター・アンジュヴィオレ広島・広島ドラゴンフライズ・ヴィクトワール広島
協
力 / 大塚製薬株式会社広島支店・西区スポーツ推進委員協議会
問い合わせ先 / 西区役所地域起こし推進課 電話：０８２-５３２-０９２７ ファクス：０８２-２３２-９７８３

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
□ 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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ޜࡑ࠹ޛ

㧺㧾㧫߇㑐ࠊߞߡࠆⴕߩ⚫

観音小ＰＴＡ

隅々までクリーンアップ
生徒と教職員とで大作戦

観音中学校ＰＴＡでは、
「朝の
作戦」
「結いの音コンサート」
「Ｐ

しています。子どもたちはとて

ＴＡバザー」など、子どもたち

も積極的に動き、とてもきれい

が安心して充実した学校生活が

になります。

送ることができるよう、さまざ
まな取り組みをしています。

もたちは、最初は小さな声でも

のためにあたたかい一声を』を

続けていくうちに、しっかり挨

スローガンに、登校時の挨拶運

拶してくれるようになります。
これからも明るい笑顔や掛け
声を通して、心と心がつながっ

を行っています。
毎年多くの保護者にご協力を
いただき、挨拶と同時に子ども

ていくことを目標に、活動を続
けていきたいと考えています。

たちの様子を見守ります。子ど
晴れの日も雨の日も︑
登下校を見守ります

保護者の皆さまと一緒に掃除を

観音小学校では『子どもたち

動と、下校時の安全パトロール

周りなどを子どもたち、先生方、

あいさつ運動」
「観中クリーン大

心がつながる笑顔と挨拶
子どもたちのための一声を

学校がきれいになると気持ち
が良いですね。これからも続け

毎年６月には「観中クリーン
大作戦」を行っています。普段

ていきたいＰＴＡ行事のひとつ
です。

あまり掃除しない場所や学校の

昨年の「観中クリーン大作戦」の様子

己斐小ＰＴＡ

己斐小学校の校庭は原爆投下

災害時の生活の知恵を学ぶ
一泊二日の防災キャンプ

後、救護所となり火葬場となり
ました。多くの方々が看取られ
ることなく焼かれ、荼毘
（だび）
に

南観音小学校ＰＴＡでは２０１８

付された場所です。平和学習を

年１１月の二日間、西消防署の職

終えた児童の「自分たちのでき

員の方々にご協力いただき、
「子

毎年８月６日に「ピースメモリ

した。寒い時期ではありました

アルセレモニー」
（慰霊祭）が開

が、災害が起きた際の生活の知

催されています。

恵を得ることができました。ま
にも初めて触れることができ、

２２

ることは何か」という声から、

ども防災キャンプ」を実施しま

た、自他の命を守るための方法

被爆し亡くなった中学生が着ていた
学生服のボタンや被爆瓦などが
埋められた慰霊碑︵平成 年に完成︶

南観音小ＰＴＡ

平和への記憶を受け継ぐ
ピースメモリアルセレモニー

キャンドルを作成するなど、運

ＰＴＡは、当日までに４年生の
胸骨圧迫とＡＥＤの使い方を学んだ。
子どもたちには初めての体験でした

セレモニーは今年で２０周年を

掲示し、セレモニーで使用する

迎えます。私たちが今、幸せに

消火器の使い方を教わりました

折り鶴再生紙で作った
ピースキャンドル

日頃とは違う少し不自由
な体験をしながら、中身
の濃い防災キャンプとな
りました。
今後もＰＴＡと地域諸

営までお手伝いをします。

書いた平和のポスターを地域へ

暮らせているのは、辛い経験が
あったからこそだということ、
その記憶を受け継ぐ懸け橋とな
ることが大事な役目だと考えて
います。

団体とで、学校ではなか
なかできない体験を子ど
もたちにさせていきたい
と思います。
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ＰＴＡ 掲 ⽰ 板

市Ｐ協 広報紙コンクール

古田台小ＰＴＡ
大芝小ＰＴＡ

会長賞
古田台小ＰＴＡ「けやき」

広島市ＰＴＡ協議会主催の平成３０
年度（第３５回）広報誌コンクールで、
古田台小学校ＰＴＡの「けやき」が
優秀賞を受賞しました。同誌は、広
島市ＰＴＡ協議会会長賞もダブルで
受賞。また、大芝小学校ＰＴＡの「大
芝小ＰＴＡ新聞」が広報委員長賞を
受賞しました。おめでとうございま
した。

広報委員長賞

優秀賞

入賞 お めでと 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。

大芝小ＰＴＡ
「大芝小ＰＴＡ新聞」

◎ ご連絡はメールで
sugitaya@fch.ne.jp
西区とんぼ新聞・杉田まで

令和元年（２０１９年）夏号 〈 ４ 〉

西区青少年健全育成新聞

はたらくクルマショー
西区とんぼ新聞

はたらくクルマショー（４月２７日・２８日、アルパーク北棟駐車場）を
西区の小学生が体験し、リポートしてくれました。
いったい、どんな体験をしたのかな？

い

安心してて
いいですよ！
ま

を
パッド ください
て
装着し

さくら

たすけて〜〜

患者を救う救 急 車
き

…

櫻井 舞姫 さん
（大 芝小 学 校５年）

ＡＥＤは
音声ガイドに
あわせて
やれば
できるよ！

私は 救急 車の中を、今回初めて見学しました。

いいね！

私は今まで患者を病 院へ運ぶためだけの車だと
覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

思っていました。しかし、 車内を観察すると 、
キラリ☆マン

患者を救うための道 具がたくさんあり 、 病 院まで

反射材活用運動
キャラクター

すよ！
丈夫で
もう大

運びながらしっかり治療していると知りました 。

交通違反は
タイホしちゃうぞ！

ＡＥＤの 体 験については、使い方はむずかしそうだと
思っていましたが、音声に従って扱えば良いので 、

私もはん送
されちゃった…

誰でも簡単に出来る救 命方法だと感じました 。

たっけ～～！

④ すぐにげる ﹁こわい﹂と思ったら︑すぐにげよう

ドキドキの
はしご車
さか

い

はる

かい

ゆれる～～！

酒井 晴 さん ・ 開 さん
（ 観 音小 学 校６年）
（同５年）

火事は ！？
どこですか

はしご 車の搭 乗 体 験を初めてしました。
消防士さんとバケットに乗り込むまでは 、

モシカも
乗りたかったな〜

←ひろピー

ひろピーは ！
ともだち～

広島市
消防団の
マスコット
キャラクター

ドキドキしました。はしごがのびて上にあがる時 、
白バイ乗らせたら
オレがイチバン
かっこいいぜ～！

思ったよりゆれてワクワクしました 。
ぼくと弟は１０ｍの所まで上がりました。
すごく高くて１０ｍとは思えませんでした。
広島で一番最高は、５０ｍまで上がると聞き、

モシカくん
「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

びっくりしました 。

！
情報募集中

わたしたちの

小 中 学校

NEWS

᳃㙚ᖱႎ߽
߅ᓙߜߒߡ߹ߔ㧋

小学校・中学校の出来事や小・中学生の活躍など
ドシドシお知らせください！ ご紹介いたします！

けん玉をもって、
あそびにきてね！

２０日・２１日運行

９：３０〜１８：００
決 勝

予 選

7.20 21

土 10:00~18:00 日 9:00~18:00

特別ゲスト

鈴木 福

２１日
来場

けん玉ワールドカップ廿日市 2019
公式サポーター

グローバルリゾート総合スポーツセンター

サンチェリー

木のおもちゃや、
２０日
たのしいイベントなど （土）
もりだくさん！！

廿日市市串戸 6-1-1
tel.0829-31-5980

入場
無料

２１日 けん玉〇×クイズ１２：００頃 〜
けん玉メダル
だれでも
（日） 鈴木福さんも、さんかよてい！
チャレンジリレー
さんかＯ
Ｋ！
：
１
１
００頃 〜
けん玉ランド １５：３０頃 〜
けん⽟ワールドカップ

ゆめタウン廿日市
９：
３０〜
サンチェリー
広電廿日市市役所前駅
：
１
０
００〜
サンチェリー
ＪＲ宮内串戸
：
１
０
００〜
サンチェリー
イベントの内容、スケジュールは
変更になる可能性があります。

〈 ５ 〉令和元年（２０１９年）夏号

西区青少年健全育成新聞

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

己斐上中学校

いろんなことに
挑戦中だよ！

vol. 8

井口台中学校

〈校長〉星野和敏
〈創立〉昭和 62 年 〈生徒数〉162 名
〈校訓〉豊かな心を持ち 自主性のある
たくましい人間を育成する

中 広 中 学 校

〈校長〉森 雅利
〈創立〉平成元年 〈生徒数〉327 名
〈校訓〉健康・誠実・実行

〈校長〉野澤久美
〈創立〉昭和 24 年 〈生徒数〉518 名
〈校訓〉清純・平和・希望

生徒会スローガン

生徒会スローガン

生徒会スローガン

新 風

一 華色彩

challenge

〜 共に目指せ！中広維新 〜

〜小さなことから全力で 〜

井口台中学校生徒会執行部

己斐上中学校生徒会執行部

私たち己斐上中学校の今年の生徒会スローガ

中広中学校生徒会執行部

私たち井口台中学校の今年の生徒会では「彩

私たち中広中学校は今年度、
『新風〜共に目

ンは、『challenge 〜小さなことから全力で〜』

る〜自分の色をみつけ、互いの色を認め合う

指せ！中広維新〜』という生徒会スローガン

です。生徒会全員が日々の学校生活に全力で取

〜」という活動方針のもと、新しいスタート

のもと、これまでの伝統を大切にしつつ、新

り組めるように、さまざまな活動を行っていま

をきりました。それをもとに作られた生徒会

たな取組を模索しています。

す。

スローガン『一華色彩（いっかしきさい）』に

代議員会では昨年度から引き続き、月ごと

は一人ひとりの華のような個性の色が彩るよ

の「月間目標」を設定し、生徒自らの手で自

うにという願いが込められています。

分たちの１カ月で達成したい姿を掲げ、それ

主な取組は、朝のあいさつ運動、着ベル点検
週間、服装点検週間、掃除点検週間などで、自
主的に規律ある学校生活を送ることができるよ

また、体育祭や文化祭の行事、日々の清掃

に向かって行動しています。また、いじめを

うに努めています。その他にも、全校で取り組

活動には縦割り学級を導入しており、学校の

なくすために自分たちにできることを具体的

む、縦割りやクラス対抗のクラスマッチを行い、

伝統や良き習慣などを先輩の姿から学び、継

に考えるため、新たな分析アンケートも実施

同級生だけでなく異学年とも交流する機会を

承していくことを目指しています。

しています。さらに、これまでのボランティ

作っています。

生徒会活動では、月１回のプチボランティア

ア活動をより活性化させるために、校長先生

また、年に数回、校内ボランティアの「ボラ

をはじめ、地域清掃（ふれあいクリーンキャン

と教頭先生が立ち上げてくださった「ＮＳＶ

ンチ」を行っています。自主的なボランティア

ペーン）や登山清掃などに参加しています。地

（中広・さわやか・ボランティア部）
」を盛り

活動の参加を目指しています。そして、生徒一

域との交流を深めると共に、地域のために自

上げるため、生徒会としても生徒がこれまで

人ひとりが学校の役に立つことで、学校の一員

分ができることを考え、自主的に行動する人

よりもさらに自主的に、小さなボランティア

としての自覚を持てるようにしていきたいと思

が増えるよう、活動を推進したいと思います。

から始められるようにしていきたいと思って

体育祭前の
﹁ボランチ﹂で
執行部が説明

月１ボランティアで鉢植え

います。

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

第

11

1 1 号では …

号は

１０月発行予定

令和元年

秋

アルパークとんぼ祭 2019

サポーター
協賛広告

西区の子どもたちの
「青少年健全育成」
成」を
ご支援、ご協力お願いします！

広島ドラゴンフライズ
開幕情報！

もちろん、西区の小学校や中学校の情報も
もりだくさんだよ！ お楽しみにね～！

まちがいさがしも
あるよ！

とんぼ新聞は、
西区の「青少年健全育成」活動に協賛いただける
企業・団体・個人による「協賛広告」掲載料で発行しています。
子どもたちの健やかな成長へ、
ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ ☎
（０８２）
５５５-８３５５ 広島ドラゴンフライズ

子どもたちの 健 や かな 成 長 をお 手 伝いします
リニューアルオープン記念

イオン商品券

プレゼント！
キャンペーン
実施中︕
Max Valu 高陽店に口田教室を
７月１日に開校します。
開校記念に夏期講座へ
お申込みいただいた全員へ
イオン商品券 をプレゼントします。

夏期講座

申込
受付中

木）
７月２５日（木）〜８月２９日（木）
中学生の夏を体験！
中
中３夏期特別お試し講座
中
秋
秋からの受験対策へ向け、
秋から
基礎学力の確認講座。
全２２回
全
２回の夏期講座から８回を体験受講。途中受講可。

募 集！

集合
合
今年の夏は 小学生大集合
小学生通常科 小５・
受験はしないけど、中学入学に向けて力をつけたい
つけたい
い
と思っている小学５・６年生へ、学習の土台づくり。
台づくり。

公益社団法人全国学習塾協会・広島私塾連盟・全日本私塾教育ネットワーク加盟塾

参加 歓 迎！オープ ンイベント
吉和山荘 星降る一夜合宿
日程：８月１０日
（土） 夕食作りや夜空を見なが
１
１日
（日） らの「星の学習」などをド
ッキングさせた合宿です。
人数：限定 20 名
（小4 〜小6） 共同生活の中で自主性を
夏期講座受講者限定
磨きます。

宮島歴史散歩＋もみじまんじゅう手焼き体験
日程：８月１
１日
（日）
人数：限定 25 名
（小4 〜中2）

宮島の歴史について散策
しながら案 内をします。
歴史学習と共にもみじ饅
頭の手焼き体験のお楽し
みもあります。

中３合格集中講座
日程：８月２４日
（土） 受験生が集い、切磋琢磨
することで、心構えも養
会場：
テスト＆レクチャー
東区民文化センター います。
方式の充実した学習イベ
ントです。

令和元年（２０１９年）夏号 〈 ６ 〉

西区青少年健全育成新聞

広 島 西 警 察 署 より

夏休みも規則正しい生活を！
！
夏休み中の
非行防止
犯罪被害防止
規則正しい生活を！

夏休みの時期は、「学校が休み」
「自由な時間がたくさんある」「夜
遅くても次の日に早起きしなくていい」などの開放感から深夜まで
遊んだり、無断外泊、喫煙、飲酒などをして非行に走ったり、インター
ネットの出会い系サイト等の有害サイトを通じて犯罪被害に遭う
ケースが多くなります。
皆さんは悪い誘惑に負けず、規則正しい生活を送り、楽しく、思
い出に残る夏休みを過ごしてください。

覚えて﹁安全・安心﹂防犯標語 いかの おすし

非行に走らない、犯罪被害に遭わないためには？
□ 日頃から家族のふれあいを深め、家族の中で「社会のルール
を守ること」「自分自身を大切にすること」を話しましょう。
また、保護者の方は子どもの変化（服装や髪型が派手、ブラ
ンド品を持っているなど）に敏感になりましょう。

危険 が潜む
ＪＫビジネスは
女子高校生等によるマッサージや会話、
ゲーム等を楽しませる接客サービスを売り物とする

髪型

□ 規則正しい生活を送りましょう。

ＪＫビジネスと呼ばれる営業が行われています。
ＪＫビジネスでは、児童買春等の性的被害に遭
うなどのケースが目立っており、大変に危険です。

持ち物

□ 外出する時は家族に行き先、一緒に遊ぶ
友達、帰宅時間を伝えましょう。

服装

□ タバコ、酒、万引きは非行の始まりです。
もし誘われてもキッパリと断りましょう。

ＪＫビジネスは危険なアルバイトです。

絶 対 に働いては ダメ！

⑤ しらせる

□ インターネットの「出会い系サイト」等
へのアクセスは絶対にやめましょう。

ＪＫビジネス等に係る相談電話等は

□ ＳＮＳ等で知り合った人から誘われても
会わないようにしましょう。

警察相談専用電話 ＃９１１０
ヤングテレホン ☎０８２－２２８－３９９３
ヤングメール
広島県警察ホームページ内
広島西警察署 ☎０８２－２７９－０１１０

少 年 に 関 する 相 談 電 話
ヤングテレホン

少年サポートセンターひろしま

どんなことがあったのか家の人や先生に知らせる

☎０８２−２２８−３９９３ ☎０８２−２４２−７８６７
（受付 / 毎日、24 時間）

※相談に係るプライバシーは守られます。

（土・日・祝日、8/6、年末年始を除く、10:00 〜17:00）

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 。

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。

〈A〉

夏の代表的な果物と言えばスイカですね…って、ス
イカは果物でしょうか？ それとも野菜？ スイカは
分類上では野菜になりますが、果物として食べるこ
とが多いので「果実的野菜」となっているようです。
つまり、野菜でもあり果物でもあるんですね。
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１０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

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

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。
まちがいさがし
し
に答えて
応募してね！

● 名前（フリガナ）

（金）必 着
【応募締切】７月２６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、
８月下旬頃を予定。

交通安全反射ステッカー

20 名様

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、ピカッと光る反射ステッカー。
かわいいキャラクターたちとバスケットボールがデザインされています。
直径５cm。（提供 / アルパーク・広島西警察署）

キリトリ線

〈B〉

〈 ７ 〉令和元年（２０１９年）夏号

西区青少年健全育成新聞

トップ選手が今年も広島に集結！

市街地自転車ロードレース

広島クリテリウムとは
広島市内で開催される唯一の自転
車ロードレースで、国内最高峰のリ
ーグ戦Ｊプロツアーの１戦。商工セ
ンター内の道路を封鎖して１周１．
７ｋｍ
のコースを設けます。商工センター
が１日限りのレース場と化します。
日本トップクラスの選手たちがコ
ースを３０周して優勝を争います。
猛スピードで目の前を繰り返し駆け
抜けてゆく迫力に驚かれるかも。観
戦は無料。飲食やグッズ販売ブース
もあります。くわしくはＨＰへ。

広島クリテリウム

ヒロシマクリテリウム 

第２回 ＪＢＣＦ 広島クリテリウム
７月７日（日） 西区商工センター内特設コース
12:00 〜パレードラン 12:40 〜スタートセレモニー
12:55 〜レーススタート 14:30 〜表彰式
（雨天決行・荒天中止）

市街地を疾走する自転車ロード

ターでの開催は２度目。地元・広

レースの大会、広島クリテリウム

島のロードレースチーム、
ヴィク

が７月７日（日）、西区商工センタ

トワール広島からも選手が出場。

ー内の特設コースで開催されま

地元開催だけに勝利への執念はい

す。国内トップクラスの選手が広

つも以上に熱く燃え上がっていま

島に集結して優勝を競います。

す。ぜひ、会場で声援を送りまし

昨年に引き続き、西区商工セン

ょう。

ヴィクトワール広島
ヴィ ク ト ワ ー ル（ＶＩＣＴＯＩＲＥ）
広島は自転車ロードレースのプロチ
ーム。広島を拠点に２０１５年から国
内のトップリーグＪプロツアーに参
戦している中四国唯一のチームで
す。自転車ロードレースの魅力を多
くの人に伝えられる地域密着型のチ
ームとして、競技のみならず、自転
車の安全な乗り方などの啓発活動に
も力を入れています。チーム名のヴ
ィクトワール（ＶＩＣＴＯＩＲＥ）はフラ
ンス語で「勝利」を意味します。チ
ームカラーはオレンジ（モミジ色）。

バスケットボールワールドカップが

今年の夏、中国で開催！

します。

ストレッチ教室
〈第１回〉

脊柱

脊柱（せきちゅう・せぼね）
は車でいうサス
ペンションであり、身体の衝撃吸収機能があ
ります。また、身体の中心に位置するため、
上半身と下半身をつなげるために重要な役割
を担います。
そのため、今回は脊柱の可動性を促すエク
ササイズをご紹介します。

１ 側臥位での脊柱回旋ストレッチ
方法

・横向き
（側臥位）から上側の腕を回旋させる
・目線は回旋する指先を追う
・左右 10 回ずつ行う

方法

・前後に重心を移動させる
・前後 5 回ずつ行う

日本代表（ＦＩＢＡランキング４８位）は予選グルー
チェコ（同２４位）と戦います。アメリカは大会２
連覇中で、今大会も優勝候補筆頭。本気のアメリ

年の夏、中国で開催されます。アジア地区予選を

カ相手に日本代表は全力で意地を見せてほしいと

勝ち抜いた日本代表の出場は２００６年に自国開催

ころです。

（第１５回大会・さいたま市）での出場以来の３大会

日 本 チ ー ム の 愛 称 は、
ＡＫＡＴＳＵＫＩ ＦＩＶＥ

ぶり５回目。どのような戦いをするのか期待が高

（アカツキ・ファイブ）。アカツキ（暁）は夜明け

３ 腹臥位での脊柱回旋ストレッチ
方法

・腹臥位から左右に回旋させる
・左右 5 回ずつ行う

を意味し、バスケ界の新しい夜明けを迎え、世界

４年に一度開催されるバスケットボールのワー

すという思いが込められています。世界で戦うＡＫ

都市を舞台に熱戦が繰り広げられます。参加する

ＡＴＳＵＫＩ ＦＩＶＥを応援しよう！

注目は外国人日本人ともに二人の選手
４シーズン目を迎えるＢリーグ。広島ドラ
ゴンフライズは大型補強を行いました。

当然、日本人選手も注
目です。昨季日本人得点
王の朝山正悟選手を軸
に、成長を続ける田中成
也選手の３点シュートに
磨きがかかります。

外国籍選手に昨季の得点王でＭＶＰのトー

目指すＢ１へ。地元・

マス・ケネディ選手、リバウンド王でベネズ

西区の皆さまの熱い応援

エラ代表のグレゴリー・エチェニケ選手が加

をよろしくお願いいたします。

入する。最強の二人の活躍に注目してほしい。

（広島ドラゴンフライズ代表取締役社長

３Ｐシュートをうつ田中選手︵昨シーズン︶

2019-20 シーズン展望

ポイント
！
肩が
浮かない範囲で
行う！

に挑戦する日本代表に「日の出の勢い」をもたら

ルドカップ。８月３１日から９月１５日まで中国の８

広島ドラゴンフライズ

ポイント
！
脊柱が
丸まらない
ように注意！

プを強豪アメリカ（同１位）
、トルコ（同１７位）、

ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０１９が今

まります。

ケガ予防のための

２ 脊柱屈曲 / 伸展ストレッチ
国は３２か国。アジアからは日本含め８か国が出場

日本代表は強豪アメリカと同グループ

広島ドラゴンフライズ 森田トレーナー監修

〈指導・監修〉

森田 憲吾（もりた けんご）
広島ドラゴンフライズ
ヘッドトレーナー

浦 伸嘉）

西区青少年健全育成新聞

全力勝負！

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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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︒
１８

