WEST21コミ協だより

2002年9月号 №28

己斐公民館のメダカ情報その後
「このお 魚の なまえ お しえて く だ
さーい」と以前記事にした己斐公民館の
メダカちゃん、いろいろなご意見をいた
だいて、多分 「タカハヤ」「アブラハ
ヤ」「ドロハヤ」の内のどれかだろう…最有力は
「タカハヤ」という経過をたどりました。
しかし、5月下旬の暑い日、公民館がお休み
だった日の翌日の水曜日（5月２３日）あえなく
死んでしまっていました。身体の大きさに対して
水槽が小さすぎたのと、暑さが原因では？という
ことでした。しかも、２匹いましたので…。
一生懸命 世話をしてこられた公民館の職員さ
んをはじめ、皆さんとってもガッカリして残念
がっています。（悲しい結果報告で 私たちも残念です）

ズッコケ探検隊の資料募集！
己斐公民館だよりでもお願いしていま
すが、己斐の古い写真を探しています！
小学校の子ども達に己斐の町を紹介す
るために使います。昭和20年～40年頃の
写真をお貸しください！貸して頂いた写
真は、その場ですぐにお返しいたしま
す！どうぞご協力をお願い致します。
ご連絡は己斐公民館までお
願いします。
電話 2731765

9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（日） 防災の日

16（月） 振替休日

２（月）

17（火）

３（火） ゲートボール大会（老連）

18（水）

４（水）

19（木）

５（木）

20（金） 動物愛護週間

６（金）

21（土） 秋の交通安全運動 30日まで（西推・中推）

７（土）

22（日） 初心・初級・中級者ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（体連）

８（日） ポンプ操法大会（消防）

23（月） 秋分の日

９（月）

24（火） 結核予防週間
パソコン研修会（WEST21）

25（水）

パソコン研修会（WEST21）

11（水） 広島市老人福祉大会（老連）

26（木）

12（木）

27（金）

13（金）

28（土）

14（土） 市軽スポーツ大会（体指）

29（日） グラウンドゴルフ大会（コミ協）
ひまわりボーリング大会（保護・更婦）

15（日） 敬老の日
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

西区民まつり

11
11月
月3
月3日、サンプラザと隣接の公園で開催します
3日、サンプラザと隣接の公園で開催します
今年も「心のふれあう ふるさと西区」をテー
マに第18回西区民まつりが11月3日（日）、広島サ
ンプラザ（西区商工センター311）と隣接の公園
を会場に開催されます。午前9時20分のオープニン
グセレモニーを皮切りにステージでの芸能発表や
出店のほか、コーラ・ラムネ早飲み競争やミニＳ
Ｌなどを予定しており、家族みんなで楽しめる催
し がい っぱ いで す。雨天 の場 合でも 行い ます。
（主催：西区民まつり委員会 共催：西区役所）
区内の児童館が開催する西区こどもまつりも併
催します。

まつり当日の午前10時から午後3時まで、サ
ン プラザの ホールで 行う「ふ れあい ステ ー
ジ」。この出演者を募集しています。
（左の写真は昨年のステージの様子です。）

応募の方法
①申込み 所定の用紙で事務局へ
申込み多数の場合、抽選
音響装置の都合でお断りすることもあります
②締切り 9月13日（金）まで
③問合せ 西区民まつり委員会事務局
（西区福島町二丁目21 西区役所区政振興課内）
TEL：2322111 内線232 FAX：2329783
WEST21のホームページは

30（月）

http://www.west21.gr.jp

団体略称名の見方
体連
体指
女性
公衛
青協

第18回
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ふれあいステージでの出演者を募集
第２期地域別定例研修会（保護）
「愛のたより」贈呈式及び会員研修（更婦）

10（火） グラウンドゴルフ大会（老連）

広島市西区コミュニティ交流協議会だより

民協
子連
Ｐ連
老連
保護

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

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

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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旧街道が東西に走る町

平成14年
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夏の交通安全運動

草津（西区）

西区草津には、古い町屋や昔ながらの入り組んだ路地が今も見られる。この町
は原爆による建物被害がかわらやガラス窓の破損にとどまったため、かつての町
の面影が今に残ったのである。
江戸時代、海に面していた草津は港町として栄えた。港には藩内の物産が集ま
り、大坂（現在の大阪）をはじめ各地に積み出されていた。また、現在の国道２
号に平行して走るかつての西国街道が町の東西を貫き、広島と廿日市の間の宿
（あいのしゅく）としてもにぎわいを見せた。
当時、草津の町の長さは東西に
４町６間（約447メートル）、200
軒余りの家があったという。江戸
中期の絵師・岡岷山の紀行文「都
志見（つしみ）往来日記・同諸勝
図」には、びっしりと家々が立ち
並ぶ草津が描かれている。
草津に往時の町の面影を探して
みた。広島電鉄宮島線の草津駅か
ら、山手に少し進むと、かつての
西国街道に行きあたる。街道を東
へ約100メートル歩いたところに
ある鷺森神社辺りが、江戸時代の町の東端だ。
西国街道を西に向かって歩いてみた。右手に見えてくる、かわらぶきの重厚な
構えの家屋とその背後に立ち並ぶ土蔵。清酒「御幸」の醸造元だ。「御幸」の酒
名は、かつて広島を訪れた明治天皇が、ここでひとときの休息をとられたことか
ら、名付けられた。
街道をさらに西に進むと、古い町屋が続いている。稲荷神社を通り過ぎ、左手
の路地を一歩入ってみた。入り組んだ路地が張り巡らされ、家々が肩を寄せ合う
ように立ち並んでいる。車の往来もなく、のんびり時間がすぎてゆくような空間
だ。この路地は「芸藩通志」にある草津村の図にも記されている。その位置は現
在の地図と比べてもそれほど変わっていない。
再び西国街道に戻り、さらに西に進むと、左手に古くから共同の井戸としての
役割を果たしてきた「大釣井（おおつりい）」がある。この辺りが
江戸時代の町の西端だ。
街道を歩いてみると、当時の旅人になったような気がしてくる。
かっての町のにぎわい・・・。草津は、昔の面影を残す、広島では
数少ない町の一つである。
（郷土資料館

石本）

広報ひろしま「市民と市政」平成13年8月1日号より

7月11（木曜日）から、7月20（土曜日）までの10日
間、「安全は 一人一人の 思いやり」をスローガン
に『平成14年夏の交通安全運動』が実施されました。
西区内では、ドライバーへの呼びかけやチラシ配布を
行ったほか、区内3か所の児童館において、交通安全
啓発行事が開催されました。11日（木曜日）は井口児
童館で、交通安全の映 画上映やク イズ、18日（木曜
日）は井口台児童館で、ジャンボ輪投げ大会などが企
画されました。
19日（金曜日）に井口明神児童館で行われた模様を
今 回取 材 しまし た。交通指 導
員による腹話術を交えたお話しや、パイロット推
進委員会の方による交通標語の紹介、交通安全を
掲げた「動くおもちゃ」の工作などあり、他にも
ヨーヨーつりや、おばけ屋敷などのおたのしみ会
が盛りだくさんで、約160人集まった子供達は大
満足。待ちに待った楽しい夏休み前の一日を過ご
しました。

ひょうご
１
２
３
４
５

ひとりで あそびません
しらないひとに ついていきません
こわいときは おおきなこえで「たすけてー」
と さけびます
あそびにいくときは いえのひとに どこで
だれとあそぶかを はなしてから でかけます
ともだちがつれていかれそうになったら
すぐに おとなのひとに しらせます

事務局よせあつめ情報

●スポレク広島2002

●コミ協グラウンドゴルフ大会

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。西区内では、
広島県総合グラウン
ドで壮年サッカーが
行われます。

平成14年9月29日（日）、西区スポーツセンター
のグランドにおいて、心身に障害のある方を対象と
したグラウンドゴルフ大会を行います。皆さんの応
援をお待ちしております。午前10時開始。なお、駐車場に限り
がありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

アービー

●街区表示板はついていますか
住居表示を実施した区域では、だれもが迷わず目的地に行け
るように、街区の角にある建物の塀などに町名などを表す街区
表示板を取り付けています。破損したりしている場合には、区
役所区政振興課にご連絡を。（℡2322111内線232）

