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宮島水族館

まちの旬な話題を提供します

特別企画展

ニュースポーツフェスティバル

深海魚の ウオ
不思議を魚ッチ！
宮島水族館では、最近話題の深
海魚を展示する特別企画展「深海
魚ッチ」を、 月 日 まで開催
しています。
写真 ＿定員 人
水深
杓を超える深い海は、
のダイオウイカ見
学ツアーでは、－ 真っ暗で水圧が大きくかかる厳し
度に設定されて
いる冷凍室に入り、 く特殊な環境です。瀬戸内海では
間近で見ることが 目にする機会が無い深海魚の魅力
できます。その大
きさに参加した皆 を紹介するために、特殊な設備や
さんは驚きの声を
水槽を用いて展示しています。
上げていました。
写真 ＿深海に
また、企画展の期間中は「ダイ
すむ生き物たちが、
オウイカ見学ツアー」も行われて
飼育員手作りの装
置や水槽に展示さ います。飼育員の山口彩加さんは、
れ て い ま す。 写
「お客さんの楽しそうな様子を見る
真 ＿水深約
杓にすむダイオウ
ことが一番うれしいです。まずは
グソクムシ。食事
を忘れるほど動く スーパーや水族館の展示などでア
ことが少ないそう
で す。 写 真 ＿ オリイカなどの一般的なイカを見
深 海 タ ッ チ ！ の てから来てみてください。きっと
コーナーでは、半
冷凍状態で展示さ ダイオウイカのその大きさに驚く
れているリュウグ はず。たくさんの人にこの企画展
ウノツカイやサケ
ガシラに触ること を見に来てもらいたいです」と話
ができます。
してくれました。
しん かい

ウオ

やま ぐち さい

か

はつかいち心の灯り

３.
１１東日本大震災を
忘れない

「少しでも早く、元気で明るい東北になりますよう
に」などのメッセージが書かれた紙コップにキャ
ンドルを立て、手を合わせていました。
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第 代宮島観光親善大使に着任した 人。左から高橋
裕子さん、佐伯茉由さん、小畠有紀子さん。これから
年間、宮島を県内外へＰＲしていきます。

消火と救助で

まちの旬な話題を提供します

組に消防長表彰

くじまの森

手軽に親しめます！
ニュースポーツ

近隣住民の協力で、
火災被害を最小限に

月 日、サ ン チ ェ リ ー で
ニュースポーツフェスティバルが
開催されました。ニュースポーツ
とは、 世紀後半以降に考案され
たスポーツ。レクリエーションの
一環として子どもから高齢者まで
親しむことができるものです。
この日の来場者は
人。カ
ローリングやミニテニス、健康吹
き矢などのコーナーが設けられ、
親子や友人同士で思い思いに体を
動かすことを楽しみました。

月 日に大野で発生した建物
火災。隣家の火事に気づいた地域
住民 人と㈱池本自動車従業員
人が消火活動を行い、被害を最小
限に食い止めました。
また、 月 日に桜尾本町のマ
ンションの 室で発生した建物火
災。住宅火災警報器が鳴る音に気
付いた隣りのマンションに住む泉
和哉さんと山﨑裕司さんが部屋に
入り、煙を上げる布団を消火し、
室内にいた男性を救助しました。

写真 ＿家
族で来てい
た十楽蒼汰
（じゅうら
く・そうた）
くんと、玲
衣（れい）
ちゃんはバ
スボム作り
に真剣その
もの。

いずみ

かず

や

やま ざき ゆう

じ

写真 ＿フードコートでは、たくさんの人が地元の食
材を使った料理などを楽しんでいました。 写真 ＿餅
やぜんざいも振る舞われたお茶席。 写真 ＿かかしも
来場する皆さんをお出迎え。 写真 ＿子ども広場で遊
ぶ福島健成（たける）くんと和花（のどか）ちゃん。
だるま落としやボールプールも大人気でした。

自由なマーケット

五感で楽しむ
玖島の魅力
暖かい日差しに包まれて、 月
日に玖島郵便局付近で「くじま
の森 自由なマーケット」が開催
されました。
玖島をたくさんの人に知っても
らいたいと始まったこの催しは、
今年で 回目。出店も前回から
店舗以上増え、春の訪れを感じさ
せる空気に乗ってイタリアン料理
やクレープのおいしそうな匂いが
漂っていました。地域の人だけで
なく、他の市町からも家族連れが
多く訪れ、子どもたちのにぎやか
な声が響いていました。
「くじまの森」代表の木村聡子さ
んは、
「玖島地域に住んでいる皆さ
んは、若者たちと触れ合う機会が
少ないと思います。年に 回でも、
これからも多くの人に玖島へ遊び
に来てもらえるよう続けていきた
いです」と笑顔で話してくれまし
た。
き
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カローリングを楽しむ参加者とスポーツ推進委員。
ニュースポーツを推進するため、市内のスポーツ
推進委員が各コーナーで講習を行いました。

消防長から表彰状を受け取る（左から）叙池本自
動車従業員の山田幸人（やまだ・さちと）さん、
大野地域住民９人の代表として橋本勝俊（はしも
と・かつとし）さん、山﨑さん、泉さん。

第

きっず・あーと

災害時の相互応援協力に関する協定の締結

第 回ハツラツ！市民ウオーキング大会

個性あふれる
子どもたちの作品展

協働で安全を確保
地域に根付く災害対策

心も身体も健康に
元気な毎日への第一歩

月 日まで、美術ギャラリー
で「きっず・あーと
」が開催
されました。
廿日市市立小学校の各学年の児
童たちが授業や夏休みに制作した
たくさんの図画工作作品を展示。
今回は初めて大竹市の小学校の児
童たちの作品も展示されました。
明るくカラフルな絵や、墨の濃
淡だけで奥行きを感じさせる絵、
工作などが、観に来た人たちの目
を楽しませていました。

月 日、大野第 区自主防災
会と老人保健施設べにまんさくの
里が「災害時相互応援協力に関す
る協定」を締結しました。
高齢者にとって、大勢が避難す
る体育館などの避難所では、多く
の不安要素がありますが、べにま
んさくの里は、大きな風呂や車い
す用トイレなどの設備が整ってお
り、高齢者にきめ細かいケアを提
供することができるため、今回の
協定を結ぶことになりました。

月 日、宮島中学校から大元
公園まで、 ．灼、 灼、 ．灼の
コースに分かれて歩く、市民ウ
オーキング大会が開催され、約
人が参加しました。
． 灼コースに参加した とも 歳の
さ えき くう た
み
佐伯空太くん。お母さんの友美さ
んは、
「最後まで歩けるか心配でし
たが、景色を見ながら歩くことが
できたので、物足りないぐらいの
様子でした」と笑顔で話してくれ
ました。

学校や宮島の大鳥居などの絵をはじめ、万引き防
止のポスターや絵手紙、空箱や空き瓶を使った工
作などもありました。

べにまんさくの里施設長の丸山つね子さんは、「地
域に根差した施設となり、安全安心に協力できるこ
とがとてもうれしいです」と話してくれました。

途中少し辛そうな顔が見えた皆さんも、ゴール地
点では出迎えるスタッフの声に、この日 番の笑
顔を見せてくれました。

代宮島観光親善大使就任

魅力発信の新たな顔、
親善大使 人が決定

月 日、新宮中央公園で復興
記念コンサートとキャンドルナイ
トが行われました。
東日本大震災から 年。現在も
仮設住宅などへ避難している人は
約 万人いると言われています。
また、昨年は広島で多くの被害
を出した土砂災害もありました。
来場した人は、いつ来るか分か
らない自然災害に備えることの大
切さを教えてくれた被災地へ思い
を寄せ、明かりをともしました。
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宮島観光の顔となる宮島観光親
善大使が新しく決定しました。
たか はし
代目の大使に着任したのは、
高
橋
ゆう こ
さ えき ま
ゆ
裕 子 さこん（
）
、
佐
伯
茉
由
さ
ん
ばたけ ゆ
き
こ
（ ）、 小 畠 有 紀 子 さん（ ）
。嚴
島神社で 月 日、交代式が行わ
れました。式では、 年間の任期
を務めた第 代観光親善大使から
たすきを引き継ぎました。たすき
を掛けた 人は「日本三景の安芸
の宮島の顔として頑張っていきま
す」と声をそろえ宣誓しました。
今後の抱負を高橋さんは、
「大学
で学んでいる英語で外国の方へも
自信を持って案内ができるよう務
めていきたいです」、佐伯さんは
「全国に向け世界遺産を有する宮島
の良さを発信していきたいです」、
小畠さんは「宮島のことをより深
く学び、笑顔と親しみを持って訪
れる人を迎えていきたいです」と
話してくれました。
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