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My Town Topics　－まちのわだい－　まちの旬な話題を提供します

災害時の支援に関する協定

災害時に電気自動車派遣
迅速な電源供給を目指す
　３ 月 １６ 日、三菱自動車工業㈱・
広島三菱自動車販売㈱と「災害時
等における電気自動車等の支援に
関する協定」を締結しました。大
規模停電の発生時に、電気自動車
やプラグインハイブリッド車の派
遣などを支援してもらいます。
　広島三菱自動車販売㈱の岡

おか

本
もと

精
せい

二
じ

代表取締役社長は「弊社の電気
自動車を電源として活用すること
で迅速に電源を供給し、少しでも
地域の皆さんの助けになれば」と
話しました。

プラグインハイブリッド車で電源供給します

広島県行政書士会と協定締結

被災者の復興に向け
支援書類作成や相談窓口設置
　３ 月 １６ 日、広島県行政書士会
と「災害発生時における被災者支
援のための行政書士業務に関する
協定」を締結しました。災害時に
長期避難が必要となった場合、被
災者支援相談センターの開設や被
災者が官公署に提出する書類の作
成・手続きなどを支援してもらい
ます。
　同会の光

みつ

宗
むね

五
い

十
そ

六
ろく

会長は「国民
生活の安定のため、災害時に支援
する窓口を設け、積極的に取り組
んでいきたい」と話しました。

協定書にサインをする光宗会長（写真左）と松
本市長

令和2年度文部科学大臣優秀教職員表彰

主体的・対話的で深い学びを
実現する研究推進

倉本樹同校校長（写真左）と松田先生（写真中央）

　四季が丘小学校の松
まつ

田
だ

綾
あや

子
こ

先生
が、令和 ２年度文部科学大臣優秀
教職員表彰を受賞し、３ 月 １５ 日
に教育長を訪問しました。松田先
生は「学びの変革」パイロット校
教員として研究を推進し、児童一
人一人のつまずきの要因分析やＩ
ＣＴ機器を使った授業改善の取り
組みなどが評価されました。
　松田先生は「児童に芽生えた変
化が教員の意識を変え、児童や保護
者、学校が一体となって取り組む
ことができました」と話しました。

けん玉の寄贈

市発祥のけん玉の普及に、
子どもたちへプレゼント
　株式会社イワタ木工から、市内
全ての幼稚園、認定こども園、保
育園（３歳以上児クラス）にけん
玉 １80個が寄贈されました。
　３月 １7日、保育園を代表して
公私連携型保育所廿日市保育園に
けん玉が手渡されました。同社の
岩
いわ

田
た

知
か ず

真
ま

代表取締役は「子どもた
ちに、廿日市市発祥のけん玉を
もっと楽しんでもらえたら嬉しい
です」と話し、園児たちは「けん
玉でいっぱい遊びたい」と喜んで
受け取りました。

岩田さん（写真左）が園児たちにけん玉を手渡
しました

感謝状贈呈

吉和診療所
江島医師最後の診療
　吉和診療所の江

え

島
じま

恒
つね

章
あき

医師（佐
伯・友田）が、令和 ３年 ３月をもっ
て同所での歯科診療から退かれま
した。昭和５8年１１月の開設時から
約３7年間、吉和地域における身近
な歯科医として地域医療に大きく
貢献されました。最後の診療日の
３月１8日に感謝状が贈られました。
　江島医師は「地域の人たちの温
かい気持ちに支えられ、診療を続
けることができました。患者さん
や地域の皆さんに感謝します」と
話しました。

地域の人たちが駆け付け、江島医師（写真左）
に花束が贈られました

表敬訪問

廿日市商工会議所
経営指導員が表彰
　経営改善普及事業発足 ６0周年
記念に伴う功労者などの表彰にお
いて、中小企業庁長官から優良商
工会議所として廿日市商工会議所
が表彰、日本商工会議所会頭から
の優良経営指導員として同所の児

こ

玉
だま

貴
たか

広
ひろ

さんが表彰され、３月２５日
に市長に報告しました。
　廿日市商工会議所渋

しぶ

谷
や

憲
のり

和
か ず

　　
会頭は「コロナ禍で会員数も増え、
事業者との接点ができています。
普段からの努力が評価されて嬉し
く思います」と話しました。

澁谷会頭（写真左）と児玉経営指導員（写真右）

表敬訪問

全国 3位
金剛寺ファイターズ大活躍
　３月１9日、小学生のドッジボー
ルチームの金剛寺ファイターズ
が、広島県春の全国小学生ドッジ
ボール選手権広島県予選大会優勝
の報告のため、市長と教育長を表
敬訪問しました。
　金剛寺ファイターズは、金剛寺
小学校、地御前小学校、大野東小
学校の ４ ～ ６年生で構成されて
います。メンバーが一人ずつ ３月
２8日開催の春の全国大会へ向け
ての意気込みを力強く語ってくれ
ました。

3月 28日の第 30回春の全国小学生ドッジボー
ル選手権全国大会では見事 3位になりました

感謝状贈呈

長年救急医療を支え、
救急隊員の育成に尽力

表彰状を受け取った中尾さん。松本市長から感
謝状、清水消防長から花束の贈呈がありました

　３月２４日、３月で退職された JA
広島総合病院の医師中

なか

尾
お

正
まさ

和
かず

さん
に、救急救命士の指導に携わるな
ど救急業務の発展に貢献したとし
て感謝状を贈呈しました。
　市の救急救命士の指導医師とし
て １8年間院内手術室で実技指導
を行うなど、救急隊員の知識と技
術の向上に尽力された中尾さん。
「多くの消防署員と一緒に勉強し
てきました。引き続き、密に連携
をとりながらいろんな形でサポー
トしていきたい」と話しました。

令和 2年度広島県教育賞・教育奨励賞

小・中学校の外国語教育
への功労がたたえられて
　四季が丘中学校の藤

ふじ

井
い

哲
てつ

也
や

校長
が県教育賞を、佐方小学校のシュ
トロウ絢

あや

子
こ

先生が県教育奨励賞を
受賞し、３ 月 ２２ 日に教育長を訪
問しました。
　藤井校長は、県の中学校教育研究
会英語部会長としてグローバルキャ
ンプの実施や市内校長への指導・連
携などに努めたこと、シュトロウ先
生は外国語パワーアップ教員として
教職員研修やＡＬＴと協力した授業
で小・中学校の外国語教育連携な
どに努めたことが評価されました。

シュトロウ先生（写真左）と藤井校長（写真右）

防災機能を備えた大野東部公園披露

チチヤス大野ふれあい
公園内見会
　３月３０日、チチヤス大野ふれあ
い公園で内見会を行いました。マ
ンホールトイレや飲料用の耐震性
貯水槽、防災備蓄倉庫、かまどと
しても利用できるベンチなど防災
機能を備えた公園です。
　同席したネーミングライツパー
トナーのチチヤス株式会社大

おお

井
い

太
た

郎
ろう

代表取締役社長は「奉仕の気持
ちを大切に、市に貢献できればと
いう思いでいます。市民の皆さん
に公園を末永く使っていただけれ
ば」と話しました。

内見会にチー坊（写真左）も遊びに来てくれました。
災害時、東屋（右奥）は救護テントになります

「etto 宮島交流館」オープン

新たな交流を生み・育む
etto宮島交流館
　　4月３日、ネーミングライツパー
トナーの広島電鉄（株）も出席し、
ｅ

エ　ッ　ト

ｔｔｏ宮島交流館のオープニン
グセレモニーが開催されました。
　世界的な観光地に立地すること
から、さまざまな人々がふれあい、
交流する場となるよう、市民セン
ター機能やまちづくり活動の拠点
機能に加え、集会などに使用でき
るホールや展望室のほか、休憩場
所として利用できる大階段などの
「新たなおもてなし機能」を整備
しています。

「etto 宮島交流館」の大杓子の前でテープカッ
トを行い、同施設の誕生を祝いました

ネーミングライツパートナー調印式

「三共ディスプレイ　グリーン
フィールド」愛称決定

人工芝のサッカー場です。昨年度の利用者は約
７万人でした

　３ 月 １8 日、廿日市市サッカー
場（グリーンフィールド）のネー
ミングライツパートナーとして、
三共ディスプレイ株式会社と契約
を締結しました。４月から同施設
の愛称は「三共ディスプレイ　グ
リーンフィールド」になりました。
　同社の孝

こう

野
の

真
しん

也
や

代表取締役は「企
業としてサンフレッチェ広島を応
援していることもあり、サッカー
に縁があると感じて応募しました。
今後も地域貢献のため、事業を推
進していきたい」と話しました。




