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西区への思いをよせて

未 来

～温もりのある快適な街の創造～
三篠地区社会福祉協議会

会長 西田早苗
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楠木の大雁木
ＪＲ横川駅から横川
本通り商店街を抜け
て、川土手を左に行
くと、雁木が続く。

「横川～都心部・路面電車直通」という見出し
で3月下旬、中国新聞で報道されました。これは
横川地区が交通の拠点として見直された結果だと
思います。ＪＲ横川駅前への電停移設の計画は過
去何度かありましたが、今回は駅前広場を含めた
総合的な整備計画によるまちづくりで、地域の発
展に繋がるものとして地域住民もこれに協力、検
討が続けられています。
かつて三篠地区は古くは太田川による舟運の要
衝の地として栄え、今も「雁木・運上場」という
呼称が名残を留めています。又、可部街道の玄関
口として商家が軒を連ね、馬車の往来で大変な賑
わいを見せると共に、ＪＲ横川駅・広電横川駅を
起点とした鉄軌道等の公共交通機関の整備によ
り、一層の発展を続けて来て今日に至る人々の長
い営みの歴史が今に続いています。
しかし戦禍も癒え、復興も着実に進み、やがて
高度経済成長・バブル期と社会の変遷は激動の時
代といわれ、都市形態・商形態が大きな変革を遂
げる中で、横川地区はもとより商業地区全般は地
盤沈下を余儀なくされてきました。
このような状況を打破すべく横川商店街では関
係者一丸となって活性化に取り組み、カラー舗
装・街路灯・植栽等の事業を完成させ、地域住民
はもとより買物客・通行人からも好評を博し、地

域全般への波及効果に大きな期待が寄せられ
ています。
一方、活性化を推進すべく企画された「横
川ふしぎ市」は回を重ねる毎に特色ある横川
地区のイベントとして定着していますが、更
に企画を練り趣向を凝らし、地域住民参加の
イベントとして広島の風物詩である夏の「太
田川花火大会」に比肩する春の「横川ふしぎ
市」が実現し、揺るぎない地歩を固めるべく
発展を続けることを願います。

第5回横川ふしぎ市
消防局「はしごのり
同 好 会」の み な さ
ん。４月２３日に開
催された今年も晴天
に恵まれ、５万人を
超える人出で賑わっ
た。

5月28日（日）、広島サンプラザホールで
開会式を行った後、西区内の各スポーツ施
設で9種目、１０競技に各小学校区の代表総
勢１４００名が競いました。
開会式では、己斐中学校吹奏楽部による
素晴らしい演奏も披露されました。
各 競 技 の 成 績 は 下 表 の と お り で す。
オープン競技のペタンクを除く優勝・準優
勝チームは、10月8日(日）に開催される第6
回広島市スポーツ・レクリエーションフェ
スティバルへ出場します。
昨年の第20回大会を記念して開催された
「かんぽ グラウンド・ゴルフ大会」は、
競技名

優

勝

広島サンプラザで開催されたバレーボール
２回目を迎え、参加された障害者のみなさんと
交流を深め、楽しい一日となりました。
準優勝

３

位

３

位

ソフトボール

大芝学区

古田学区

己斐東学区

天満学区

バレーボール女子

庚午学区

己斐上学区

草津学区

南観音学区

卓球

男子

南観音学区

己斐学区

己斐上学区

三篠学区

卓球

女子

鈴が峰学区

己斐上学区

古田学区

大芝学区

己斐学区

己斐東学区

鈴が峰学区

三篠学区

ソフトテニス

南観音学区

己斐学区

草津学区

三篠学区

バドミントン

古田学区

草津学区

鈴が峰学区

庚午学区

ゲートボール

井口学区

天満学区

井口台学区

井口明神学区

グラウンドゴルフ

大芝学区

天満学区

ペタンク

己斐学区

井口学区

剣道

庚午 学区
鈴が峰学区

井口明神学区
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☆こんな勉強しました。広島市立古田中学校☆
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ひ ろ ば
みんながつくる楽しいページです。
お気軽に投稿してください。
エッセイ

4月14日(日）鈴が峰町の三浦裕美さんをお招き
して進路学習を兼ねた理解学習を本校体育館で行
いました。三浦さんは、生まれたときから目が不
自由にもかかわらずピアノを演奏され、みんなの
感動をよびました。
お話の中で、自分の夢を実現するためには、い
ろいろ困難なこともあるが乗り越える勇気を持っ
て頑張れば、必ず喜ぶ結果があると自らの実践を
ふまえて語られました。
君たちも、これから進路に向けて勇気を持って
頑張っていきましょう。
（３年生通信より）
3年生女子

3年生男子

小学校4年生と1年生の孫との会話です。
『きー君、りかちゃん、ご飯をいただく前
に「い た だ き ま す」と 言 っ て る か い』
『言ってるよ、じいじ』

素晴らしい三浦さんの演奏は生徒たちに感
動をよびました。

Ｆさんの感想 …目がみえていてもピアノをひくことはとてもむずかしいです。そ
れをあんなに上手にひかれたのをみて、ビックリしました。でもあ
んなに上手になるには、はかりしれない努力があったんだと思いま
す。私は三浦さんのように強くは生きられないかもしれないけど、
三浦さんのように好きなコトを楽しめる人になりたいです。好きな
コトを楽しむにも「努力」がいるかもしれないけど私は、これから
の日々を充実させたいと思う。
三浦さん、本日はありがとうございました。
Ｓ君の感想

題：「いただきます」

…ぼくは、夢はまだないけど夢がきまったら、あきらめずにがんば
りたいと思う。三浦さんは目が見えないハンデがあるのに夢を１つ
かなえたからすごい。

鈴が峰町広報委員会「すずがみね」NO.142より

桜の苗木を植樹、ブタ汁に舌鼓

100人が鈴が峰ハイキング

4月9日、井口地区体育団体振興会主催の「鈴が峰ハ
イキング」に、鈴が峰・井口台・井口・井口明神学区
から約100人が参加しました。好天に恵まれ、ふるさと
の山を満喫しました。
集合場所の井口台中に集まったのは80歳から小学1年
生まで。それぞれ自分にあった桜の苗木、水、ごみ拾
い用具を持って登り始めました。ウグイスがまだ未熟
な声で迎えてくれる中を一歩一歩進むと、やがて汗ば
み、まもなく頂上へ。
桜の苗木を植樹。10年前から植え続けた桜は、ほと
んど根付き、まだ少ないながらも懸命につぼみをつけ
ていました。今年の苗木もしっかり根付くよう願って
植えました。ｼﾞｬﾝｹﾝｹﾞｰﾑで楽しんだあと、鈴が峰公園
に向けて下山。公園ではﾌﾞﾀ汁が待っており、持参の弁
当で昼食。心地よい半日を過ごしました｡体協・兼重

孫たちにこんな話をしたことがあります。
「じいじが若い頃、旧ソ連那のアルバニヤ共和
国（今、民族紛争をやっているチェチェンの少し
南に位置するコーカサス地方の国だよ）へ技術指
導に行ったとき、現地に人に誘われてシャシクリ
パーティーに行ったんだ。
シャシクリと言うのは長さ約５０ｃｍ程の鉄製
の串に子羊の肉とトマトと玉葱を交互に刺して焼
いて食べる料理だよ。肉の大きさは拳ほどあり、
玉葱もトマトも丸ごとなんだ。パーティーはこの
シャシクリとアルメニヤコニャック、ウオッカと
言う強いお酒だけなんだ。車に子羊を積んで小川
の流れる山裾へ行き、パーティーはまず子羊を殺
すところから始まるんだ。人間に押さえつけられ
た子羊の首にナイフを入れのはお客さんであるじ
いじで、最初にたべるのもじいじなんだよ。
じいじは子羊がかわいそうでナイフを入れるこ
とができないんだ。でも、これを入れないとパー
ティーが始まらないんだ。これがこの国の儀式な
んだよ。仕方なく、目を瞑ってむこうの人に手を
添えてもらって、頚の動脈を切断したんだ。子羊
は暴れることもなく声も出さずに死んでいった
よ。
皮をはぎ、ばらばらにして串に刺して、シャシ
クリを焼き始めたんだ。いいにおいがしてきて、
さあ乾杯と言うところで最初に出されたのが子羊
の生のきんたまだったんだ。まだ温かみのある血
管の浮いたきんたまはどうしても口に入れること
ができないんだ。でもこれを食べないと儀式が始
まらないのでお願いしてそれを焼いてもらいこれ
また目を瞑って食べたんだよ。
どんな味がしたか覚えていないけど、拍手が沸
き、やっとのことでパーティーの始まりだ。お酒
もいただき、皆とおしゃべりしたり賑やかになっ
てくると、さっき死んでいた子羊のことはだんだ

ん忘れていって、皆と一緒においしいシャシクリ
を沢山いただいたよ。
パーティーが終わり、一夜明けて酔いも覚めて
くると、昨日死んでいったかわいそうな子羊のこ
とが思い出されて、目を瞑って殺したのにかわい
そうな羊の姿がまぶたに映ってくるんだ。子羊の
お母さんもさぞ寂しがったことだろなあと悲しん
だんだ。
この地球にはたくさんの人が住んでいて、皆の
知らないところでたくさんの動物たちが死んで、
人に食べられるけど人間のために死んでいったの
だから、感謝していただかなくっちゃあね。」
『きー君、りかちゃん、だから残したり、捨て
たりしてはいけないんだよ。捨てたりすると死ん
だ動物にかわいそうだろう。「いただきます」と
言って感謝して食べるんだよ』
『わかったよ、じいじ』
食物連鎖の頂点にいる人類は動植物の命の犠牲
の上に生かされていただいていますが、スーパー
で購入するときには魚以外は元の姿を残しており
ませんので、とかく蛋白質の固体としてしかみえ
ませんが、元の命があり、常にその命に感謝しな
ければならないことを孫に教えたかったのです。
（己斐上、Ｔ．Ｎ）
≪投稿の方法≫
あて先 〒7338530 広島市西区福島町2丁目21
西区コミュニティ交流協議会
ＦＡＸ 0822329783
Email info@west21.gr.jp
作品に住所・氏名・電話番号またはEmailの明記
されていないものは、掲載しません。表示に匿名
を希望される方は、その旨を書いてください。
問合せ tel 0822322111内線231

