はつかいちの旬な話題を提供します

廿日市市トップアスリートふれあい事業

１０／３０ サッカーの楽しさを感じる １ 日に
HIROHAI 佐伯総合スポーツ公園で小学校 1 年生～
4 年生を対象としたサンフレッチェ広島サッカー教室が
開催されました。特別ゲストにサンフレッチェ広島ア
ンバサダーの森 﨑 浩 司 さんを迎え、一緒にサッカーを
楽しみました。ミニゲームでは子どもたちがボールを
夢中で追いかけ、白熱した試合が繰り広げられました。
午後からは小学校 1 年生以下の児童（幼児）を対象
とした親子ふれあいサッカー大会が開催され、親子で
時に競い、協力しながらサッカーに親しみました。
もり さき こう

功労表彰

第20回宮浜温泉まつり

じ

１１／７ 澄み渡る

秋の空に

飛ぶまくら

２ 年 ３ カ月ぶりに宮浜温泉まつりが行われました。
恒例の温泉旅館まくら投げ世界選手権では、子ども
から大人までさまざまな参加者が 1.5kg のまくらを
思いきり投げ、飛距離を競いました。
会場ステージでは今年完成した四阿のお披露目や烏
じん
神太鼓、けん玉パフォーマンスなどが行われ、まつり
の最後には 7,000 発の花火が夜空を彩りました。
新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小して
の開催でしたが、秋晴れの空の下、盛り上がりました。
あずま や

う

◀森﨑さんは「今日だけでなく、楽
しいと思った人は、帰ってからもサッ
カーを続けてほしい」と話しました

１０／８

表彰式

図書館読書活動への
永年の功績たたえ

全国公共図書館協議会表彰規程
に基づき、三好哲幸さんが功労表
彰を受けられました。三好さんは、
はつかいち市民大野図書館など公
共図書館の館長として 13 年 9 カ
月勤務し、図書館活動推進に貢献
されました。
三好さんは「本が好きで、利用
者により良いサービスを提供する
ことを目指してきました。図書館
は年々進化するので、今後の図書
館の発展を見守っていきたい」と
話しました。
み

よし てつ ゆき

第15回合同防災訓練

佐伯・吉和地域の
情報発信のために

１０／９

１０／１２
・1３

有事に備え
迅速な給水活動を

はつかいち森のあそび場協議会
がマスコットキャラクターアイデ
ア募集の入賞者表彰式を行い、優
秀賞に選ばれた吉和小学校大村爽
太朗さんと友和小学校廣野雅虎さ
んが出席しました。
同会戸野真治会長は「これを機
に地元を好きになり将来、地域に
貢献してくれる人になってほし
い」と話しました。
12 月 10 日㈮まで水と緑のまち
さいき文化センターで入賞作品を
展示しています。

水道局庁舎敷地内で広島県内の
各市町の水道職員が集まり、合同
防災訓練を行いました。
１３ 日の応急給水訓練では、市
内で震度 7 の地震が発生し、配水
管が破損するなど市内各地域で給
水不能になったという想定で、各
市町の給水車から仮設給水タンク
やポリタンクに給水する訓練を行
いました。
大規模災害などが起きたとき
は、各市町と連携し、迅速な給水
活動ができるよう備えています。

表彰状を受け取る大村さん（写真左）
、廣野さ
ん（写真右）

各市町の給水車から廿日市市の給水車へ給水す
る様子

カープわがまち魅力発信隊

歴史ワークショップ

おお むら そう

た

ろう

ひろ

と

の

しん

の

まさ とら

じ

▲出店では、飲食店やボールすくい
などのゲームコーナーが設けられ
ました
◀温泉旅館まくら投げ世界選手権
成年男子の部で優勝したアダムさ
ん。過去最高記録の 29.9 m をたた
き出しました

１１／１１

令和 3 年度 前 期
はつかいちさくら賞

市の生涯学習の普及・推進に貢献した個人や団体を表彰
する「はつかいちさくら賞」。
表彰式では、廿日市市生涯学習推進本部長の松本市長か
ら、記念品の楯が贈られました。
金剛寺ファイターズ
（ドッジボールチーム）
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「賞をいただけるなんて光栄です」と笑顔を浮
かべる三好さん（写真右）

おおのハートバスラッピングお披露目
大野中学校 2 年

なか の

中野

りん と

凛闘

さん

第 8 回全日本アンダージュニア
ボクシング王座決定戦中学生男子
の部 36 キロ級で優勝。

大野中学校 ３ 年

もう こ

望戸

のり か

紀花 さん

地元の声から再結
成、 復 活 6 年 目 に 全
国 大 会 ３ 位。 こ の 活
躍は地域の盛り上が
りにつながっている。

第 8 回全日本アンダージュニア
ボクシング王座決定戦中学生女子
の部 ５１ キロ級で優勝。

山陽女学園中等部
テニス部

音楽ユニット
『げんきなこ』

第 48 回全国中学生
テニス選手権大会女
子団体の部で優勝。

みかんの花咲く丘誕生 ７５ 周年加
藤省吾の詩作曲コンクールで最優秀
賞を受賞。
音楽活動以外に、パーキンソン病
の周知活動などで地域に貢献。

１０／１3

おおのハートバス
若鯉応援仕様に

１０／１４

カープ球場で
廿日市市を PR

自治体が運営する自主運行バス
では初となるカープと市がコラボ
した若鯉応援バスが完成しまし
た。広島東洋カープ大野寮の選手
を応援し、新型コロナウイルス感
染症に負けないよう市の魅力発信
のため、廿日市市新型コロナウイ
ルス感染症対策産業振興実行委員
会で企画しました。
同会の澁谷憲和会長は「大野寮
で頑張っている選手たちを地域の
人たちに知ってもらい、応援して
もらえれば」と話しました。

MAZDA Zoom-Zoom ス タ ジ
アム広島で「わがまち魅力発信隊」
に出展し、市の文化や魅力、住み
やすさを PR しました。
廿日市市ブースではけん玉や若
鯉スープカレー、今こそはつか
いち T シャツなどを販売。地元
産の瀬戸もみじ豚やきのこ、野菜
が入ったカレーは試合開始直後に
完売し、大好評でした。今年で発
祥 100 周年を迎えたけん玉の体験
コーナーでは幅広い世代の人たち
が訪れ、会場はにぎわいました。

車体は赤色で市にちなんだけん玉とカープ坊
や、スラィリーなどが描かれています

けん⽟名⼈砂原宏幸さんを招き、けん玉体験
コーナーは盛り上がりました

しぶ

や

のり かず

１０／２７

地元の人ならでは
の宝を再発見

中央市民センターで地域に住ん
でいる人からさまざまな地域の宝
（文化財）や保存・活用の課題な
どを話し合う歴史ワークショップ
が行われました。
参加した人は「近所に石垣が
あったけど残しておくべきじゃな
いか」
、「昔の地名や通りの名前
を標識にして残すべき」、「小・中
学生や若い人たちに地元のことを
知ってもらう機会をもっと増やし
てほしい」など白熱した議論を交
わしていました。

地元の人だからこそ知っている地域の名所や食
べ物など多くの意見が出ていました

広報はつかいち令和 3 年12月号
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