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第33回大芝学区町内親善体育祭
大芝地域体育発展のための町内親善体育祭が、4月21日
(日)に行われる予定でしたが、あいにくの雨のため１週間後の
28日に町内11組で競技が行れました。小学校４年生以上男女の
中距離走は、学校１周、トラック２周でたいへん！今回より、
若い人達を出場してもらうべく、中学、
高校生たちの出られる競技が増えました。ユニークなものには、ラ
ムネ飲み競争とか、障害物競技には、自転車のリームころがしな
ど、若い人たちには、あまりなじみのないものが使われて、みんな
の笑いをさそっていました。19種類の競
技が楽しく、にぎやかに行われました。
その結果総合で、第1位は楠木四丁目、第２位は楠木三丁目、
第３位は三篠三丁目でした。みなさん、ごくろうさまでした。
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古田学区 バドミントン13年連続V
第23回西区民スポーツ大会開催

6月
●毎月1・10・20日は市民交通安全の日 ●毎月1日は自転車交通マナーの日 ●毎月17日は青少年の日
１（土） 気象記念日
年少リーダー研修会開講式（子連）

16（日） 父の日

２（日）

17（月）

３（月） 危険物安全週間 9日まで（消防）

18（火）

４（火） 歯の衛生週間

19（水） 役員会（体連）

５（水） 世界環境デー

20（木）

６（木） 総会（コミ協）
区長と語る会

21（金）

７（金） 総会（青協）

22（土） 中国地区研修会 23日まで（体指）
年少リーダー一泊研修（子連）

８（土） 区研修会「健康と安全」（体指）

23（日）

９（日） 広島地区研修会（体指）

24（月）

10（月） 時の記念日
西地区会員研修会 11日まで（更婦）

25（火）

11（火）

26（水）

12（水）

27（木） 育成指導委員研修会（子連）

13（木）

28（金） 貿易記念日
第23回西区民ｽﾎﾟｰﾂ大会反省会（体連）

14（金）

29（土）

15（土） 育成指導者一泊研修

16日まで（子連）

バドミントンは、古田学区が13年連続
で19回目の優勝カップを手にした。

広島市学区体育団体西区連合会
西区(広島市)体育指導委員協議会
西区(広島市)女性団体連合会
西区公衆衛生推進協議会
西区青少年健全育成連絡協議会

民協
子連
Ｐ連
老連
保護

オープン競技のペタンク、フットベースボールを除く優
勝・準優勝チームは、10月に開催される予定の第8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。
選手宣誓！

30（日）

西区民生委員児童委員協議会
西区子ども会連合会
西区ＰＴＡ連合会
西区老人クラブ連合会
西地区保護司会

5月26日(日）、西区内において第23回西区民スポーツ大会が開催されました。
広島サンプラザホールで開会式を行った後、区内の各スポーツ施設で10種目に各
小学校区の代表総勢約1,300名が競いました。

開会式では、井口台中学校吹奏楽部による素晴
しい演奏も披露されました。各競技の成績は次ペー
ジのとおりです。

WEST21のホームページは

団体略称名の見方
体連
体指
女性
公衛
青協

ソフトボールは、井口明神学区が７年ぶり
３度目の優勝を果たした。

更婦
中推
西推
地域
消防

西地区更生保護婦人会
広島中央交通安全運動推進隊
広島西交通安全運動推進隊
西区地域活動連絡協議会
西消防団

http://www.west21.gr.jp
発行･編集 西区コミュニティ交流協議会
広島市西区福島町二丁目２１
TEＬ (082)2322111 Email： info＠west21.gr.jp
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第23回西区民スポーツ大会開催
剣道は、己斐学区
が5年連続17回目の
優勝を飾りました。

卓球男子は、大芝学区が22年ぶり
2回目の優勝。また、卓球女子は、
今年も強豪同志が決勝戦で顔を合わ
せ、鈴 が 峰 学 区 が 己 斐 上 学 区 を 破
り、昨年の雪辱を果たしました。

ナイスアタック！（バレーボール）

スマッシュ！（卓球）

飛べ！遠くへ（フットベースボール）
狙いを定めて…（ゲートボール）

やさしい草津の
歴史ものがたり
［３回目 草津の産業］2月16日
江戸時代草津を代表する産業といえば
「牡蠣（かき）」の生産を中心とした漁
業だった。しかし、草津の浦（港）は干
潟が多く、他国への往来交易の船は皆、
井口村の沖へ繋いだといわれる。天文年
間に草津で発明された養蠣法で「草津の
牡蠣」は上方でも有名になり、冬の時節
になると毎月牡蠣船団を仕立てて、大阪
へ 出 か け て い た。延 宝 年 間（1673 ～
1680）より冬の季節は、大阪の川筋では
広 島（草 津）の 牡 蠣 舟 が に ぎ わ い を 見
せ、今でもその名残りをとどめている。
牡蠣と並んでこの時代名を馳せたのが
「大石餅」で、文成年間（今から180年
くらい前）西国街道のほとりで播磨屋惣
衛門という人が餅屋を始めた。そして店
の近くに大石があったことで、それを名

第23回西区民スポーツ大会成績結果表
競技名

優勝

準優勝

３位

ソフトボール

井口明神 古田

鈴が峰

高須

バレーボール(女子)

古田

庚午

大芝

観音

卓球（男子）

大芝

南観音

三篠

己斐

卓球（女子）

鈴が峰

己斐上

庚午

南観音

剣道

己斐

己斐上

己斐東

庚午

ソフトテニス

草津

己斐上

己斐

南観音

バドミントン

古田

庚午

大芝

己斐上

ゲートボール

南観音

井口

古田

天満

グラウンド・ゴルフ

天満

大芝

南観音

ペタンク

井口明神 井口台

備考
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（前号のつづき）

にとり、「大石餅」と名付けた。餅米は豊
後（大分県）、小豆は肥後（熊本県）から
取り寄せるなど、味にこだわったこともあ
り、「大石餅」のネーミングが「おいしい
餅」のひびきを持っているということで、
たいそう評判になり、西国街道を通る人、
草津の梅林に梅を見に来る人、宮島へ参拝
する人、近来では己斐駅での売れ行きも
上々だった。しかし、世の移り変わりで売
れ行きも下がり、最近店をたたまれたこと
は草津に住むものとしては一抹の淋しさも
ある。
［４回目 現地探訪とまとめ］３月２日
講座の最終回は草津の町めぐりだった。
すっかり春になった様な陽気に恵まれ、慈
光寺を始めに、次々と神社、仏閣をめぐ
り、途中代々受け継がれている山口酒店に
寄り、ご主人より当時の町の様子を
伺い、その時代の暮らし振りの一端
も垣間見た。
これまでに「神社、仏閣めぐり」
「草 津 の ま ち め ぐ り」と 参 加 し、
「草津のまちを愛する会」の皆さん
からの説明でいろいろとあらかたの
イメージは頭に入っていたものの、
今回、郷土史を研究されている今田
先生の調査の行き届いた説明で、こ
れまでに聞かれなっかった別の角度
からの「草津」も知ることが出来、
たいへん有意義だった。
（報告及びスケッチ：草津梅が台 平山文俊）

事務局よせあつめ情報

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ（Aゾーン） 古田

己斐

三篠

オープン競技

6月2日（日）、きれいなひろしま・まちづくり市民会議の主催で、市内中心部の15コー
スに分かれて中央公園までのごみを拾って歩くクリーンウォークが行われます。西区内で
は、旧西保健所前を午前10時半に出発。清掃用具は集合地点で準備しています。

オープン競技

●スポレク広島2002

南観音

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ（Bゾーン） 井口明神 三篠

天満

ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ（Cゾーン） 己斐東

大芝

高須

●ごみゼロ・クリーンウォーク
己斐

平成14年10月5日（土）から8日（火）までの4日間、県内の各会場で、第15回全国スポーツ・レクリ
エーション祭（スポレク広島2002）が開催されます。小さな子どもたちからお年よりまで、誰もが気軽に
スポーツ・レクリエーション活動に参
加でき、全国から集まる選手と地域の
方々が一緒に作る祭典です。西区内で
は、広島県総合グラウンドで壮年サッ
カーが行われる予定です。

