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防災士とは《自助・共助・協働》を原則

として、社会の様々な場で防災力を高め

る活動が期待され、 そのための十分な意

識と一定の知識・技能を修得したことを

日本防災士機構が認証した人です。

発行部数 2600部

砂も'u~\¥_早稲田学区に防災土取得者7名！！

早稲田学区の防災士は、

東4(7)川島孝さん、早 2上の山崎正光さんと

今年 2月に合格された下記 5名を加え、 7名に

なりました。早稲田学区の防災活動の中心と

なってがんばります！ c
 

分厚い「防災士教本」を読めども、高齢者の固い頭で

は理解が進まず悪戦苦闘。 「救命講習」での実技講習で

は反応の鈍さを講師から厳しく注意され自信喪失。どう

にか「防災士」の資格を得ることができ

ました。高齢者ゆえ、どれだけ役割を果

たすことが出来るか自信はありませんが、

先輩の防災士の指導を受けながら、また

町内の皆様のご協力を得ながら、早稲田

学区の地域防災のため微力を尽くしたい

と考えています。 早3 山田義勝

防災士資格を取得するために事前学習や講習会を受講

する中で、多様な災害があり、いざ災害が発生すると影

響度の大きさを、改めて認識する機会に

もなりました。防災士は、地域の防災リー

ダーの役目を担うことが目的ですが、地

域の皆様と防災について考え、災害がな

い時の準備、いざ災害が発生した時の助

け合いに助力ができるように努力してい

きたいと思います。 早4 紺谷邦雄

災害は、いつ、どこで、何が起きるか分かりません。私

自信、災害への備えは十分に取り組んでいるとは言えませ

んでした。今回、防災士養成講座を受講して、普段から準

備しておくことの大切さを改めて実感し

ました。まずは我が家の防災対策に取り

組み、そして、地域の皆様と協力しなが

ら、災害に強いまちづくりへのお手伝い

ができればと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 早4 友野直美

試験は思ったより難しく、ひょっとして？と

思いましたが、なんとか合格させていただきま

した。私が住んでいる早稲田 2丁目は土砂災害

警戒区域で、先日の大雨で家の前の石崖が崩れ

ました。けが人がなかったのが不幸中の幸いで

すが、何時またこんなことが起きるか分かりま

せん。今までは、避難準備情報が出ても避難す

る方が少なかったですが、この

災害を教訓として、 一人でも多

くの人に、早めの避難を呼びか

け、実際に多くの方に避難して

もらいたいと思います。その手

助けになれば幸いです。

約 40年過ごしてきた早稲田学区で、昨年7

月豪雨により土砂災害が起きた事に大きなショッ

クを受けました。今回、広島市の防災士養成講

座の話を聞いた時に、地域のために何か役に立

てるのではないかと思いました。これから防災

士として何が出来るのか、他の

防災士の方々や地域の皆様と共

に考えながら早稲田学区の安全

と安心のため活動していけたら

と思います。よろしくお願いし

ます。 東 2上吉安悦雄

［お詫ぴと訂正1 先月号(155号）において、友楽マラソンBコース

優勝の増田君の学年が間違っておりました。 （誤）中2→（正）中1

お詫ぴして訂正いたします。



2・019年（平成31年）4月 早稲田学区行事予定表
月

1日

早稲田小入学受付

早稲田中入学受付

東4丁目「ひだまり」

女学院大学ゲストハウス

わっせ練習日

早稲田集会所 19:15,..,__,20:45 
怜ti-

火

2日

水＿

38

木＿

48

金一

58

土＿
68

門前清掃の日

早稲田三丁目ニニ戸こ／巴:［口］：

13日
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日

坦
第19回統一地方選挙

いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」

竺

〗日｀：口亨□□□り
14日

体協役員 会

早稲田公民館 19:00"-' 

早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」

早稲田公民館 13:30,...__, 

15日

東4丁目「ひだまり」

16日

早稲田中参観懇談会

17日

早稲田小参観懇談会

18日

早稲田小・中全国学カテスト

19日 20日

わっ土丘筐ごロニニ二芸忌互三言言に；；迄互忌゚戸竺1;;二苫戸喜；言言
早稲田二丁目上であいサロン

21日

第20回早稲田学区町民大運動会

早稲田小学校 9:00"-'

定例会・総会

早稲田公民館 19:00,--..,

毎週月・木
早稲田学区見守りサポートセンター【電話で声かけ！】

ボランティアバンクの受付
早稲田社協 225-3685 

早稲田二丁目上集会所 14:30,,..__,

22日

東二丁目 「ぼちぼち」

早稲田集会所

社協だより編集日

わっせ練習日

23日 24日 25日

東二丁目:::集:~会19:00-~百"""ii苓例会

早稲田公民館 9:30,..,_,I体協

おもちゃ病院

早稲田公民館 10:00"-'

わせぼんだいこ練習日

早稲田中武道場 18:00"-'20:00

早稲田二丁目上木遣り唄の練習

早稲田二丁目上集会所 19:00"-' 

早稲田四丁目役員会

早稲田公民館 19:00"-' 

27日26日 28日

10:00-1いきいきサロ；：；；ち玉サ会ロン &1;~7;。操~1:ニ／言豆五：ざ言戸芦;~;~磨〗~言旦；翌苔~=Iオープン~~~;~\~;と悶門。-I早稲田四;::::ta/rt~ 。o-
早稲田中PTA 役員総会

早稲田中 19:00'"'-' 

早稲田集会所 19:15,......,20:45 

早稲田三丁目町内会役員会

早稲田公民館 19:00,...._,

29日

新手の特殊詐欺被害が発生しています。

。「全国銀行協会を装う手D」に注意！

。マイナンバーなど個人情報の提供依頼に注意！！

早稲田学区防犯組合連合会

2日 3日 5日
国民の休日 憲法記念日 みどりの日

いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」

早稲田集会所 10:00""'--'

早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」

市営集会所 10:30,...._, 

4月29日（月） ....., 5月7日（火）

早稲田公民館休館です。



[「人朧韻がよくなるアンガーマネージメント」の講座に参細して l
2月4日（月） 早稲田公民館 i 

： 「一日中夫婦で一緒にいると、色閃あるのよねえ。」．．． ．でも同でも我慢しろというのではなく、思いは伝えるべ ； 

！テーブルでは講座が始まる前から話が盛り上がる。年を iきとも言われた。その言い方 ----= 
：とってくると、職場で社会でというより、家庭でもどう iがポイント。感情的に怒らす、

i怒りを処理するかということが一番身近な問題。価値観 ！穏やかに思いを伝えられるよ

iが違えば鼻につくことも多いし、時には怒りに発展する。！うになりたいものだ。そして

；ではその怒りをどう抑えるか！ ；プラス思考で楽しく纂らした

i■6秒待ってみる ■怒りの温度をはかる ■その場か ：いものだと思った。

：ら一旦離れてみる ■深呼吸する 等々 。 早3 上田顕子
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牡料「パレ1,,(1雌菓子を作りう」に参飢て

今回の友楽タイムで、

やっばりおかしづくりは、

楽しいなと思いました。

特に、学年のかべをこ

えて協力し、おかし

を作ることができた

のでもっと楽しかった

です。自分の個性をおかしの

なかに表現できたらいいなと

思い、どうしたらもっと個性

が出せるだろうと、色々アイディアを考えました。ポッ

キー 2本を、それぞれ半分にして折って4本にしたり、

少しあまったチョコをつかって、ポッキーをデコレーショ

ンしました。また手作りしてくださったクッキーにも、

LOVEという文字を書くときに、 0を0の形にしたり、

横の面もチョコでぬったりしました。自分の個性をしつ

かり出せ、さらにお母さんやお父さんにほめられたので

うれしかったです。今回の友楽タイムで作ったおかしは、

とてもおいしく、楽しかったのでまた友達と一緒にみん

なで作りたいです。 早稲田小6 坂井香音

東区花づ〈り講習会に参加して
2月22 B (金）

東区内の【花と緑のまちづ'

くり活勤者】 44名、早稲田

学区からは7名が参加しまし

た。鉢、苗、水やり、肥料等

について約50分の座学の後、

一人一鉢、底にひゅうが土

（火山灰）を敷き、培養土をしっかり固く敷き、ラナン

キュラス等 4種の苗を寄せ植えし、すき間なく土を入れ

ウォータースペースも確保。最後に肥料をパラパラ、各

自の名札もつけて完成!23・24日に開催された「東

区出会いふれあいまつり」の会場（東区民文化センター）

北側に並べて終了！後日持ち帰り参加者の各地域で、水

やり、花がら摘み、肥料のやりすぎに気を付けて長く楽

しみたいものです。 よりみち花ひろば 伊木千代子
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>11知 と診断された、
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症
～日常生活編ミ • らっ
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認知症と診断されたら？

今回はMCI(軽度認知障害）や軽度の認知症の方が、

認知症とどう向き合って、どのような生活をしていった

らいいか “日常生活での心構え” についてお伝えさせ

ていただきます。お元気な方も認知症予防にもなります

ので是非読んでいただけたらと思います}

二常生活での心構上」ここ
家に閉じこもらずに

外出を楽しみましょう。
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これまで取り組んでいた 友人やご近所さんとの

日課や趣味を続けましょう。 おしゃべりを楽しみましょう。

~ 
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“自分らしく II 生活する

何か特別なことを始めるのではなく、これまで通りの生

活をすることはとても大切なことなんです。認知症が進行

するとどうしても上記のことがだんだんと難しくなってし

まう場合があります。ただ認知症が進行した方にも、長い

年月をかけて築き上げてきた人生があります。その方々が、

“自分らしぐ生活できるよう、ご家族や周囲の方が温か

く見守り、サポートして頂けたらと思います。また、認知

症についての正しい知識を身につけ、悩みを抱え込むので

はなく、周囲の人や専門職に気軽に相談することでストレ

スを軽減させましょう}

この記事についてのご質問やご相談は、

広島市牛田・早稲田地域包括支援センターまで、

お問い合わせくださいJ) TEL : 2 2 8 -2 O 3 3 


