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『中山福祉佃捌順髄鞘』紀存肺肝
この「中山のまち」に住む人々は、安心して

暮らしたい…住み続けたい・・・と願っています。

しかし近年は、同じまちに住む人同士のつな
がりや、連帯意識の喪失の中で、地域で孤立す

る人が増えています。
「こんな中山のまちにしたい・・・」
「こんな中山のまちに住みたい…」

という夢を語り合い、目標をつくり、実現に向
iナて取り組んでいるのか－福祉のまうつくり実行委

員会録です。

いろいろな講座も用意しております。
是非ご参加ください！

尚、私たちと一緒に活動してくださる方も募
集しています。中山に住んでいる方なら誰でも
OK！詳細は社協事務局にご連絡ください。
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◆防犯講座の開 �����や中山小学板前の花壇 
・†●‘ 　垂： 子とモクIL－プ �����や中山焦会所膜の花壇 や中山福祉ロン儀一瞞 及び八日のプランター 高話著現し題プ 
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子とモ会鵜でアップL埼玉動総　了
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6日‥・スポーツ大会1日‥〃ヒ山とまつリ 

2日‥”パLンタイン正面　　　悲しLlよ！ 
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行き場所つぐ）と健康管理対策

★平成28年度

LせLせ健康伽操実施
し）∴∴l

★毎年6日
モリアオnエIL及び

中山のまう散策



平成29年4月1日（2）　　　　　　　社　協　な　か　や　ま　　　　　　　　　　　　　第135号

緩広嗣 　中山小学校PTA－ �聞認謂蟄親藩謹∴∴∴∴譲霧綜 4日入学式 5日PTA総会・運動会 

中山小PTA、その名の通り、中山小学校の
保護者と教師とで構成されている組織です。
保護者と保護者、保護者と教師とが協力しな

がら、子ども達の為にさまざまな活動を行って
います。家族の宝、地域の宝の子ども達が、健

やかに学校生活が送れるように、日々頑張って
います。　　　（中山小PTA　向井　治之）
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一　雨さえなlすれば・〇〇　一

e日　子ともiIO蓋の家ウォークラtl－

溺墜　IoR　三世代交流会
liR∴修学旅行
3日　卒業式

牝楽：：）蕊

畦　穴駐韓諒講

∵両軸購瀧
第9回「中山福祉センターまつり」が1月

29日に開催されました。

芸能・展示・バザー計38グループの参加
がありました。突然降り出した雨の中、皆様
のご協力のもと、滞りなく成功裏に終了でき

ましたこと、厚く御礼申し上げます。

約3ケ月前より、

着々と準備を進めて
当日を迎えました。

私は、舞台の左袖
で演出を担当いたし
ました。

プログラムに沿って、マイク公

などの配置をしたり、音響装置の

管理をしたりで、結構な忙しさで
した。（・〇・）

しかし、出演者の

方々が、舞台で一生

懸命演じていらっし
ゃる姿には、涙ぐむ
ほど感動しました！

出演者の皆さん！
感動を有難うござい
ました。我々裏方も皆さんに負けないよう、

頑張ってまいります。

（中山社協　西野　忍）

ののやま眼科 
休診日木・土牛後日曜・祝祭日 
診療　9：00－13：0014：30－17：30 

火曜日　9：00－12：00年後手術 

中山西2丁目4－6 

電話：082－562－2668 

3月5日、スパーク中山店駐車場で献血を

実施しました。当日は早朝から寒い北風が吹
き、献血者減が予測されたにもかかわらず、

参加者74名と多くの方々にご協力をいただ

き章塩島及び女性会の皆さまの多大なご支

援、ご協力にも大変感謝しております。
次回は、今年の秋の予定で計画してます。

再度、皆さまのご協力をお願いいたします。

（献血協　二川　忠男）
〉・く　繁でご　　　　　沸，※翁　　　　、，、諒潜　ノミ

翻鞘離職麟
総へ　瑚鵡萄稿醜壷二

2月11日、英語で被爆証言を続ける小倉梅

子さんを講師にお招きし、中山地区更生保護女
性会主催の講演会を開催しました。

講演内容は、『42才からの新しい人生』と
題し、広島を訪れる外国人との交流や、会社を

▲ 
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績細輸－ 

場MMMM○○ 

▼ 

三原皮ふ科アレルギー 
中山東2丁目2番1－2号 
℡082－289－5050 

設立するまでの苦労話などを
話され、参加者は自分の人生
と重ねて聞き入ってました。

尚、今回の講演会は“中国

新聞もしサト　に掲載されま
した。

（更生保護女性会　小坂　典子）

鞍上能書3‥。。～15‥。。 
一睡譲彊霞 

欝一身レオ健筆鵜麗 

亭経緯薯購接薯藍亀 
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ぜんざい作りに参加して

1月8日雨の中、とんど

まつりが開催されました。

子ども会はぜんざい作り
を担当！

袋に入ったあんこを鍋に

移し、少しずつ湯を入れて
こねていくと、だんだん溶

けてなめらかになり、甘い

香りが漂います。諺
味見をしながら、仕上げ

たら、白玉を入れて完成！
沢山の方にご参加いただき、小さな子ども

達の可愛い笑顔に私達もほっこり。（＊（（＊）
「頑譲って作って、良がっ引11と、心が温か

くなりました。

とんどを通して、地域の皆さまと力を合わ

せる事ができ、とても良い経験でした。

（中山学区子ども会　三木　芳恵）

葦霊ネふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母ご：瀧

繚敵鰯縛擬態‾　下野鴨も1縛曙

熊醸謙蒜撥
『日2回の配箆弁当をいつも楽し軌にして

います！』という嬉しいお手紙をいただきま

した。私たち中山社協ボランティアグループ
“りんごの会”“大根の会”は、10年前に

発足しました。
お弁当作りは“りんごの会”のメンバー約

20名ばかりで担当しています。

70才前後の人達で

作っていますので、昔

懐かしい味が好評なの
かもしれません。

お弁当を配る担当の
“大根の会”では、訪

問する方達の見守りも兼ねています。
私たちは『この間に住んで良かっだ！』と

思っていただける事を願い、元気に活動し、

喜びとしています。

（りんごの会　新見　多美子）

㊨株式会社スギコー広島 
荷役搬送機器　販売“修理 

バッテリーリフト、牽引車、ハンドリフト、 

テーブルリフター、電動運搬台車、バッテリー 

束区中山中町13－2 
TEL（082）289・1768 

FAX（082）289－4933 

冬の谷間に、ひょっこり太陽が顔を出し、
ポカポカ陽気となった2月19日、町内ウォ
ークラ1I一大会が開催され、250名の方の

参加をいただきました。

途中、ゲームやクイズもあり、普段何気な

く通過している道の草花や柔らかい風に春の
訪れを感じることが出来ました。

ゴーソレ後、参加者には美味しいうどんがふ

るまわれ、順位に応じて豪華賞品もあり、大
変好評でした！

来年も沢山の方に参加していただけるよう
「中山の新発見」が出来るようなコースを工

蔦　　夫してお待ちしております。
拳　　　　　　　　（中山体協　横尾　富子）

く′ニク㌧ ∴・、、‘＼ふ、

全量貴誌碧ミ申！
一重窓会　と中りううの漣豹－

轟講羅、、
潤悶曝認鮮　　　　麗閥

謹
上中クラブは、上組・中組・下組・落久保

・サンヒルズ中山の5町内会の高齢者の集う

会です。現在会員は60名で、グうウシドゴ

ルフ、カうオテク、爺紬、鎗織などで確廉づ

くりや簸彊づくりを楽しみながら老後を過ご
すと共に、少しでも町内のお役に立てれば・・
と毎月清掃活動を行っています。
2月22日には“ふれあいサロン”を開催

したところ、31名の会員の方々の参加があ

薫　り、二葉地域包括支援センターの指導で、約帝　　30分軽い体操を行い、日頃の運動不足をわ

ずかながら解消しました。入会・見学を希望
される方は℡289－5621（藤崎会長）ま

で。（中山喜楽会上中クラブ　吉岡　善二）

一　　　　意老園 

○養護老人紅AO特別養護老人ホーム 
○ショ十ステイ○デイサービス 

〒732－0048　広島市東区山根町38－23 
Tel：082－263・3841　Fax：082－263・3849 

あけぼの寿墓園 
Oy］十万イ○ティサービス○ヘルパーステージ］ン 

○サ十ス付き高齢者向け住宅○居宅介護支援事業所 
〒732－0045　広島市東区曙1丁目1－28 
Tel：082－568－6524　Fax：082・568・6544 

普蒜撃 
千識調親　臨一涌融擁朝‾融‾日韓壷 

1幸子融一弾黒く．〉紛溝i； 

短篇∴勝子二瓶畠鵜† 
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主な行事予定

4月5日（水）連合町内会会議
7日（金）10日（月）11日（火）

あいさつ運動
10日（月）中山小・入学式

10日（月）女性会・総会

14日（金）中山子育てのつどい

16日（日）喜楽会・総会

16日（日）体　協・総会

23日（日）青少協・委員会（総会）
23日（目）中山集会所運営委員会

24日（月）中山社協常任理事会

5月5日（金）中山社協総会・理事会
10日（水）音楽会・高齢者学級
13日（金）PTA・総会

21日（日）社協なかやま広報委員会
6月2日（金）中山子育てのつどい

5日（月）連合町内会会議
10日（土）まちづくり・モリアオガェル

14日（水）喜楽会・高齢者学級
19日（月）女性会・女性学級①
24日（土）中山社協常任理事会

毎週火曜日　中山集会所「サロン」開設
第一土曜日　おやじの会・夜間見守り

第二・第四金曜日　訪問配食
第二日曜日　喜楽会・町内一斉清掃
第二火曜日　さくらんぼの会

第二木曜日　まちづくり実行委員会
毎月22日　子ども安全の日見守り活動

①耳が丸Lt
②墓が但しl
③中電うなっている
⑥達が黒くなLl
⑤なぜかデペソ
⑥目の1副ノの黒い膜膝が

左右つ標がってLlる

晶態藷諦縄経ず 

書幅閥音曲‾謹離間臨 
惇ギザ華真軸東十華範∴馳駆轍自 
シ三一守夫子守的別席諏寸融瓶噛叫 

上西　正司　上組町内会

大原　正紀　中組町内会

歳秀　慎吾　下組町内会

平田　孝男　落久保町内会

井上　伸二　ハウスバーンフリート町内会

高野　義生　北平原町内会
三宅　繁幸　西平原町内会

高橋　真由美　ライブヒルズ未来町内会

貞苅　　豊　成城台町内会

熊木　秀典　ペルル中山南三番館町内会

手嶋　　浩　エメラルド中山町内会

道原　康良　旭ヶ丘町内会

江坂　則之　大内越町内会

植村　邦彦　寄田町内会
松本　　弘　中山東町内会

新谷　雅司　大東A町内会

古谷　寿秀　大東B町内会

有原　義成　東二丁目町内会

藤本　尚史　グレイス中山町内会

難波　　誠　鏡が丘町内会

末永　健介　サンヒルズ中山町内会

～　寄付お礼　～

多額の寄付を頂き有難うございました

岡本　典久（故岡本小美枝）様　落久保町内会
中原　呂伸（故中原　富江）様　下　組町内会
尾崎　清美（故尾崎　望）様　大東A町内会

あとがき 
「中山まちづくり実行委員会」の活動とし 

て、3月26日、中山川の桜並木の草刈りと 

ごみの撤去を行いました。 

昨年3月の市民と市政に新幹線が身近に見 
える桜どころとして紹介いただき、昨年は多 

くの方がお越しになりました。 

今年も近隣からの花見客でにぎわい、安心 
して花見ができる場の提供に、地域一体とな 

った活動でした。　　　　　　　　　鵬－ 

（中山社協　松浦　薫） 　　　　　　　　　一∴ 

の餓砿端緒 
寮二〉七芝ヂ桑＿iL 

〒732・0024 

広馬面衆陸中山繭一丁房17－12 
TELQ821－280－2000 

FAXOs2－289－3008 


