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新年あけましておめでとうございます。

皆様には、良き新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

本年も、皆様に支えていただきながら、福祉の充実を基盤とした安心• 安全

な街づくりを進めて参ります。特に、災害に強い街づくりとお互いが何でも

話し合える心通った街づくりを、目指していこうと心新たにしています。

（中山地区社会福祉協議会会長松浦薫）
心 '

ぼくは今年、中学生になります。

小学生の時にはなかった、部活動や定期テ

ストも始まります。初めてのこともたくさん

あるので、いろいろなことに挑戦する一年に

したいと思います。 （下組飯島大翔）
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子ども達もそれぞれ独立して家庭を持ち、主人

を送り、一人暮らしにも慣れた今「私にできるこ

とは何があるだろう？」と考えていると、以前の

介護生活の日々にお世話になった方々を思い出し、

恩返しのつもりで、地区のお世話をもう少し続け

ていこうと思います。

（寄田町内会坂本浩子）
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zO年
の千年は

砂 「未来に向かって伸びる年」
十二支の最初の年で、新しい生命が種の中で芽生え始める状態を指し、

象徴する動物が「ねずみ」で、たくさん子どもを生むことから子孫繋栄

の意味もあります。

子年はうるう年となり、 2020年は東京オリンピックが開催される年でもあります。

皆さんも未来に向かって新しい挑戦を始めてみませんか？
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環境・美化推進グループ委員で、昨年 11月に町

内花壇4か所ヘビオラの苗・チューリップ・水仙の

球根を植えました。中山集会所横は担当者の自費で

土留めフェンスの施工を行いました。

小学校横の歩道は士壌が悪く、育成に苦慮している中、最近はタバ

コのポイ捨てや包装紙等のごみが目立っており非常に残念です。現在

『綺麗な花壇整備』を目指し委員全員で対応中です。春には綺麗な花

が咲き誇ってくれるよう願ってやみません。 （公衛協 奥田 勝治）
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草やか な文化祭
1 0月 29日（火）、

中山集会所にて「第4

3回女性会文化祭」が

開催されました。

会場には新しい年号

を祝うが如く、和紙で作られた金魚が吊り下げら

れ、また東区女性会連合会主催の I住み続ける町

I ~IIJ 中山町の様子が展示されました。舞台で

は、大正琴、のびのび体操、詩舞が披露されまし

た。ファッションショーではカープのユニフォー

ム姿や、思い出の服やリフォームした服もあり、

華やかな空気に「一人でない私」を実感した一日

となりました。 （女性会 大屋美代子）

まだまだ、これから！
1 1月 3日（日）中山福祉センターで「第 14回

喜楽会文化祭」を行いました。日頃の活動を発表

し、皆さんと共に楽しみ、次のステップヘ前進す

るエネルギーをいただ＜会です。

会場には丹精込めて育てた菊が薫り、写真や書、

絵や布の手芸品、磨き

こんだ木の根の置物、

今回は生け花も飾られ

ました。

; 舞台ではカラオケ、民

謡、ハーモニカ、銭太

鼓、踊りなどが披露され、恒例の居酒屋も開店し、

楽しい雰囲気を盛り上げていました。

今年は、中山喜楽会が全国老人クラブ連合会会

長賞を受賞いたしました。高齢者、頑張ってます。

（喜楽会木下佐和子）

声掛しナ合って
1 0月 26日（土）にサ／ヒルス広島にて施設と

町民の合同消防訓練が実施されました。

東区消防署より、救急車やはしご車も出動し、

私たちは介助が必要な方々を、安全な場所まで誘

溝する役割で、みんなで声を掛け合いながら避難

誘導を行いました。

日頃から防火訓練を

経験することで、災害

時に速やかな判断能力

が発揮されるのだと再

認識しました。今回の

経験を活かし、今後も

町内会の方々と防災意 菖ぷ

識と知識を高めて、災

.. .,, 

害に強い街づくりをしていきたいと思います。

（サンヒルズ町内会迫重博）

芦ゞ つくる秦しさ満眉）

りがとうございました。

（中山小PTA 林千恵美）
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わがまち防災マップ
現在、各町内会長を中心に中山学区のわがまち

防災マップの作成に取り組み、皆様の御協力もあ

り、ほぼ印刷ができる状態まで進んでまいりまし

た。印刷が終了した町内会より順次、配布を始め、

中山町内の皆様全員の手元に届くよう準備してま

いります。 （防災士西野忍）

年末防犯l川トロール

トロール」も今年で第

1 0回となりました。

各種団体と町内会、学校関係者の方々にご参加

をいただき、二人乗り自転車の注意や不審者がい

ないかなど、織旗を掲げ 3コースに分かれてパト

ロールを行いました。風が強く吹く中、 「住みよ

い町、安心できる町中山lを目指した皆様の熱い

想いを、配布カイロがさらに熱くし、寒さを吹き

飛ばしてくれたことでしょう。これからも、中山

地区青少協は皆様と協力して頑張ります。

（青少協中川昭一郎）

な

各地域て，'見守る
1 1月 22日（金）中山小学校において「見

守り活動に感謝する会」が行われ、いつも活

動を行ってくださる地域の方々に子ども達か

ら感謝の気持ちを伝えました。
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璽内で冒含輯?I
1 1月 24日（日）中山小学校体育館にて、子ど

も達を中心としたスポーツ教室「室内雪合戦Jを

開催しました。

雪合戦と聞けば

「屋外で雪球の投

げ合い」と想像し

ますが、室内雪合

戦は 1チーム 7名

で大きな段ボール

製の璧を作り利用して協力し、相手の投げたお手

玉が当たらないように避けながら、敵陣の旗をど

ちらが先に取るかで勝敗を決める競技です。

最初は戸惑っていた低学年の子ども達も、慣れ

てくると汁をかき、負けると悔し涙を流し、楽し

くてあっという間に時間が過ぎていきました。

か 子どもから大人まで、一

』二ニ；。し／
東区大会もあります。典味

のある方はぜひご参加くだ
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． が阜ご 一今から14年前、当時 7歳だった木下あいりちゃんが、下校中に知らない人に襲 一

—· :.. われ亡くなりました。そのことを知った私は、少し怖くなりましたが、地域の皆さ ＝ - -ー まが毎日見守り活動をしてくださっているので、安心して登下校ができています。 一- -
一
ー 「おはよう」 「いってらっしゃいJ 「おかえり」といつも声を掛けてくださり、元気が出ます。 一

一＝一日ずっと気持ちがすっきりして過ごすことができます。これからも、中山小学校の児童のことを ＝ 
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広島市東区中山南一丁目17-12

TEL 082-280-2000 
FAX 082-289-3000 

ののやま眼科
診療 9:00~13:0014:30~17:30 

火曜日 9:00~12:00午後手術

休診日木・土午後日曜・祝祭日

中山西2丁目4-6

電話：082-562-2668 

日本軽済絹讀｀サ"..l'r-f籟讀
ディリ-7ボ~ツ・サ:171'ス~-Y

九州スボ-'!い SH.印＂切 N

皿町iill紐11
中 山販売 所 中山西2T目6-7

匹28(hl94G

&~ 内科
ロ方問診療 13:00~15:00 

1 小畠クリニック I

フォレオ広島●虞

~za国→ヨ編4

。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

東区中山中町13-2

TEL(082)289-1768 

FAX (082) 289-4933 

かかりつけ薬局 お薬相談受け付けます

本ホーム薬局中山店

束区中山東二丁目 2番1-1号
T E L (082) 516-7110 
F AX  (082) 516-7120 
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主な行事予定
いきいき活動ポイント付与の

行事につきましては、 事務局
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1月5日（日）中山社協理事会・新年互礼会

7日（火） . 8日（水） . 9日（木）あいさつ運動

8日（水）喜楽会「新春落語で初笑い」

12日（日）と んどまつり

20日（月）女性学級「すきま時間でストレッチ！」

25日（土）第12回中山福祉センターまつり準備

26日（日）第12回中山福祉センターまつり

2月5日（水）連合町内会会議

7日（金）中山子育てのつどい

9日（日）更女会「フロイド・シュモーと仲間たち」

12日（水）喜楽会「家でも出来る体操で筋カアップ」

16日（日）第18回町民ウォークラリー大会

17日（月）女性会「おいしく・楽しく・健康に」

17日（月）出前講座「認知症を学ぶ会」

22日（土）社協なかやま広報委員会

26日（水）中山社協常任理事会

27日（木） 防犯講座「特殊詐欺から身を守る」

3月5日（木）中山社協理事会

6日（金）中山子育てのつどい

11日（水）喜楽会「体力測定会」

16日（月）女性学級「楽しく歌で心豊かに」

19日（木）中山小学校卒業式

毎週火曜日 中山集会所「中山サロン」 開設

第二火曜H さくらんぼの会

第二火曜日 中山集会所「健康体操」開催

第一土曜日 おやじの会・夜間パトロール

第二 • 第四金曜日 訪問配食

第一金曜日 中山子育ての集い

第二日曜日 喜楽会• 町内一斉清掃

第二木耀日 まちづくり 実行委員会

ご協力
ありがとう
ございました。

1 2月 8日（日）スパーク駐車場にて愛の献血

を実施 し、 79名の方にご協力いただきました。

誠にありがとうごさいました。

（献血協高野義生）

？五ガ;;;ら式会社

'f73HXl24 広島iii東lメ：中山南l1'[19-13 
Tel; 082-289-2089 (fじ

日時：令和 2年 1月 26日（日）
9:00,-,..,15:00 

会場：中山福祉センター
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＊駐車場はありません。
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ヽ、更生僑護セ性会から講演会碕知らせ ・

，様々 な違いを乗り越えて ＇ 

鬱 /

＇ ，ヽ ～フロイド•うlモーと仰贋誌～ ’ 
り 日時：令和2年2月9日（日） ： 
f 13:30-15:30 、: :: 寄閉雰召~~;,:代表） ：
,,,1.111111111111) 

第18回
町屁ウォークラリー大命

日時：令和2年2月16日（日）
8時30分集合

場所：中山小学校スタート

コースは当日のおたのしみ！

～寄付お礼～

多額り屑付を頂き有難うござい定しtこ。
井上信子（故井上亮）様中組町内会

Auto Gar如

Takaki 
灌吟メーカ噌輯児・中古輯舟メンテナンス ！
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