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超絶市民リポーター決定

浅原小学校・玖島小学校閉校式・思い出を語る会

小中一貫教育推進校大野学園開校式

はつかいち市民ミュージカル第 回公演

ユネスコスクールに宮島学園が加盟

市の魅力ある情報を
伝える市民リポーター

永きに渡る伝統に幕、
2校で閉校式

大野の学びの拠点
気持ち新たにスタート

1年に1度の大舞台、
輝く24人の役者魂

ユネスコスクールとして
世界に目を向ける教育を展開

市民リポーターから投稿された写
真と記事を市フェイスブックに掲載し、
年間で最も「いいね」をされた記事
の投稿者を「はつかいち超絶市民リ
ポーター」として認定しています。
平成２６年度の超絶市民リポーターは、
吉本安伸さん。
吉本さんは「地域の行事を紹介
しようと市民リポーターに登録し
ました。多くの人に、
『いいね』し
ていただき、ありがとうございま
した」と話してくれました。

月 日に浅原小学校で、 日
に玖島小学校で閉校式が行われま
した。数多くの卒業生を輩出して
きた両校。閉校式には多くの卒業
生や地域住民が集まり、最後の別
れを惜しんでいました。
式では、両校の校旗が返納され、
年以上にも渡る学校の歴史に幕
を下ろしました。
閉校式後、それぞれに思い出を
語る会が行われ、久しぶりに会う
旧友とアルバムを手に、思い出を
語る参加者の姿が見られました。
閉校式や思い出を語る会では、
会場にいた全員で校歌を斉唱し、
その歌声は校庭へと響きわたりま
した。

月 日に小中一貫教育を推進
する大野学園の開校式が行われま
した。
大野西小学校と大野中学校を一
体化し、大野学園としての新たな
スタート。式の前には、大野の伝
統芸能である烏神太鼓が披露され
ました。
吉賀忠雄校長は、
「地域に密着し、
誰からも愛されるよう、礼儀正し
く清く美しい学園にしていきたい
です」と決意を述べました。

月 日、さくらぴあ大ホール
ではつかいち市民ミュージカル第
回公演が行われました。
今年の演目は地底都市アリスを
舞台にした「ワルキューレ―地底
のアリス」
。 時の開演前には長蛇
の列ができました。
市民ミュージカルの出演者は
歳から 歳までの 人。この舞台
のために 月から練習が始まり、
本番間近の 月からは週 回以上
の練習をこなしてきました。

国際理解教育などに取り組んで
きた宮島小中学校が、 月 日に
国連教育科学文化機関（ユネス
コ）から「ユネスコスクール」と
して承認されました。
「これまでの
取り組みが評価され、今後一層充
実した学習に取り組んでいきます」
と安井校長。
このユネスコスクールは、全国
で
校が加盟。環境や経済など
地球規模の課題に対処できる人材
の育成などを目的としています。

写真１＿浅原小学校閉校式で校歌を歌う児童。閉
校式後の思い出を語る会では、児童が新年度から
の抱負を発表し、会場からは拍手が起こりました。
写真２＿玖島小学校の思い出を語る会の最後には、
くじま楽演隊と会場にいる皆さんが共に校歌を歌い
ました。写真３・４＿教育長に校旗が返納され、
永きに渡る歴史に幕を下ろしました。

小学校児童会と中学校生徒会による誓いの言葉。
３つの目標を掲げ、大野学園の新たな伝統を創っ
ていくことを大きな声で誓いました。

劇中の一場面。写真中央はダブル主演の１人岡本
千恵美（おかもと・ちえみ）さん。演目には歌と
ダンス、殺陣が盛り込まれ、観客を魅了しました。

宮島ユネスコ協会井口会長（左）からユネスコス
クールのプレートを受け取る安井校長（右）
。廿
日市では初めての加盟校になります。

はつかいちさくら賞

第

第 次廿日市市男女共同参画プラン答申

市の生涯学習の
普及・推進に貢献

桜のトンネルの先に
廿日市市の魅力がたっぷり
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よし もと やす のぶ
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写真は、超絶市民リポーターの吉本さん。廿日
市市では「市民リポーター」を募集中。詳しく
は市ホームページをご覧ください。

「はつかいちさくら賞」は、市の
生涯学習の普及・推進に貢献した
人などを表彰するもので、今年は
次の皆さんが表彰されました。
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浮地 美穂 さん
平成28年度全国高等学
校総合体育大会総合ポ
スター図案最優秀賞
か

じ

いつ

み

加治 慈海 さん
平成28年度第40回全国
高等学校総合文化祭大
会マスコットキャラク
ターデザイン採用
さい とう

かん すけ
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回はつかいち桜まつり

昭北グラウンドで 月 日に
「第 回はつかいち桜まつり」が行
われました。
写 真 ＿「ず ～ ま だ ん け」に よ る 圧 巻 の け ん 玉 パ
フォーマンス。写真 ・ ＿山陽女学園のマーチング
今年も廿日市市の魅力が詰まっ
バンド部・バトン部の演技。 写真 ＿交通安全に関す
た祭りとなり、会場は市内外から
るクイズに答えると「子ども免許」がもらえるコー
ナーも。 写真 ＿会場のいろいろなところでけん玉に 訪れた多くの来場者でにぎわって
挑戦する子どもたちの姿が見られました。 写真 ＿消
いました。
防団員も随時募集しています。
特に人気だったのはけん玉。マ
イけん玉を持参している人も多く、
けん玉パフォーマンスコンビ「ず
～まだんけ」のステージでは「協
力技」として、マイけん玉を持っ
た小学生と一緒に華麗な技が披露
されました。
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男女がともに生き生きと
活躍できるまちを創るために
月 日、廿日市市男女共同参
画推進懇話会から「第 次廿日市
市男女共同参画プラン」答申が市
長に対して提出されました。
男女共同参画社会は、男女が互
いに人権を尊重し、対等なパート
ナーとして協力し合い、社会のあ
らゆる活動に自分の意思で参画す
ることができ、喜びも責任も分か
ち合える社会です。
誰もが生き生きと活躍できるま
ちを創っていきましょう。

写真 ＿山本さんの
りりしい清盛公。刀
を構えて見せる場面
などもありました。
写真 ＿子どもた
ちに大人気だったミ
ヤジマックス。写真
・ ・ ＿獅子舞
や宮島学園ブラスバ
ンド部、宮島太鼓の
皆さんが祭りを盛り
上げました。 写真
・ ＿色とりどり
の平安衣装に身を包
んだ参加者。

春を呼ぶ

宮島清盛まつり

宮島の繁栄を願い
平安の時を思う
月 日、晴天に恵まれた宮島
で、「春を呼ぶ 宮島清盛まつり」
が開催されました。
きらびやかな平安衣装に身を包
んだ参加者たちが、宮島桟橋前か
ら表参道商店街を通り、嚴島神社、
清盛神社に参拝。新しく宮島観光
親善大使となった 人も島内を歩
き、行列に華を添えました。
今年の清盛公役は広島東洋カー
やま もと こう じ
プ元監督の山本浩二さん。道すが
ら、行列を見送る人に明るく声を
掛けていました。

齊藤 貫丞 さん
第67回鈴木三重吉賞作
文の部特選
やま もと

もり

と

山本 守人 さん
2015年夏の第97回全
国高等学校野球選手権
大会キャッチフレーズ
コンクールグランプリ
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写真は、廿日市市男女共同参画推進懇話会の山
川肖美（やまかわ・あゆみ）さん（左）、市里尚
弘（いちさと・なおひろ）さん（中）、眞野市長。
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