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第8回夕暮れコンサート
～己斐上中学校吹奏楽部～
学校の夏休みも終わり、新学期がスタートした第一土曜
日の夕暮れ（9月７日）、己斐上中学校の中庭で、恒例の
夕暮れコンサートが開催されました。吹奏楽部員36名、
生徒数300名程の学校で、これだけの部員がそろうことは
素晴らしいことです。また、卒業した２名の先輩もゲスト
出演してくれました。暑い夏休みの
期間も、顧問の服部初恵先生の指導
のもと、練習に練習を重ねた成果を
披露してくれました。工夫した演出、音楽でつなごう世界の架け橋…。
飛行機『夕暮れ号』で、アジア・アフリカ・ヨーロッパ・南米・日本と
世界の国々の音楽を案内してもらいました。会場には生徒の父母や学校
近隣住民の方々が大勢つめかけ、見事な演奏に聞き惚れ、時折吹く夕暮
地球儀に飛行機のマーカーで、
れの涼しい風を受け、身も心も安らぎました。
『夕暮れ号』は今ここ…

10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（火） 法の日
日赤街頭募金（女性）

16（水）

２（水）

17（木） 貯蓄の日
女性大会（女性）

３（木） 市ゲートボール大会（老連）

18（金） 推進委員大会（公衛）

４（金）

19（土）

５（土） 第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭 8日まで

20（日）

６（日） 第28回西区親善ｿﾌﾄﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（体連）

21（月）

７（月）

22（火）

８（火）

23（水） 電信電話記念日

９（水） 世界郵便デー
自衛消防隊消防競技大会（消防）

24（木） 国連デー
市グラウンドゴルフ大会（老連）

10（木） 目の愛護デー

25（金）

11（金）

26（土） 原子力の日

12（土）

27（日） 読書週間

13（日） 第8回広島市ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

28（月）

14（月） 体育の日

29（火）

15（火） ペタンク大会（老連）

30（水） スポーツ大会（老連）

団体略称名の見方
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

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
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今年の西区民まつりは 11月3日（日）
11月3日(日)、広島サンプラザと近隣の公園で開
催する西区民まつりは、区民みんなが参加する手づ
くりのまつりです。ホールでのふれあいステージの
ほか、野外では、わんぱく広場や大道芸広場などで
いろいろなコーナーが用意されます。スピードくじ
やお楽しみ抽選会もあるよ。また、児童館こどもま
つりも併設して行われる予定です。
鶴岡さんは鈴が峰公民館でダンス
を習っていますが、今回は仲間たち
と西区民まつりの「ふれあいステー
ジ」に出演する予定で、子どもリズ
ムダンスをヒップホップの音楽で踊
るそうです。みんな頑張ってね！

ポスター完成！
第 15 回 よ り、ポ ス
ターの原画を子どもた
ちから募集しています
が、今回91点の応募の
中から採用されたの
は、姉妹とお父さんが
大きな虹の下で楽しそ
うに踊っている姿を描
いた、井口台小学校２
年の鶴岡美沙さんの作
品に決まりました。作
品は、ポスターのほか
チラシとパンフレット
に使用します。
絵を描いたり、習字
などが
大好き
な鶴岡さん、大きくなった
らお菓子屋さんになるのが
夢だそうです。選ばれた感
想 につ い て、「うれし い で
す。」と少 しは にかみ な が
ら答えてくれました。

ほかにも、すばらしい力作が
ポスター原画募集では、このほかに
もすばらしい力作が寄せられました。
優秀賞として、以下の皆さんが選ばれ
ました。
井口台小学校４年 鶴岡沙織さん
三篠小学校３年
米村花梨さん
高須小学校１年
深川まりあさん
おめでとう！！！

ＷＥＳＴ２１もがんばります
西区コミュニティ交流協議会のWEST21パソコ
ンボランティアでは、気軽にパソコンでお絵かき
な どが 楽し めた り、こ れま でに 作成 した ホー ム
ページを、多くの皆さんに見ていただけるよう、
出展の準備を進めています。お楽しみに。

WEST21のホームページは

31（木）
体連
体指
女性
公衛
青協

広島市西区コミュニティ交流協議会だより

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

WEST21コミ協だより

2002年10月号 №29

WEST21コミ協だより

俳画と水墨画
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最近、「下手でいい、下手がいい」というキャッチフ
レーズで絵手紙がブームとなっていますが、やはり正統
派の画としての俳画や水墨画は地道で根強い人気があ
り、公民館活動の中でも多くの方が息の長い活動をされ
ています。今日は草津公民館,他で俳画、水墨画など勉
強されている松村君子さんの作品を紹介します。

←俳画

JR西広島駅から新己斐橋を渡り平和大通りに入ると、左手の鮮やかな緑
の間からガラスの建物が見える。市民の安全を守る防災拠点として平成12
(2000)年に建設された西消防署だ。
設計は、被爆後100年の西暦2045年に向けて優れた公共施設などを整備
していく「ひろしま2045：平和と創造のまち」制度で選ばれた、建築家・
山本理顕(りけん)氏である。
建物の前に立つと、全面を覆う透明なガラスと、白いフレームの中に点
的に配置された赤い外壁が印象的だ。まるでショーケースの中を見ている
かのように、働く人々の様子をうかがうことができる。
また、ガラスの効果であろうか、建物は構えたような威圧感がなく、中
へ入りやすい雰囲気を持っている。
正面の赤く塗られたエレベーターに乗り4階へ上がる。内部も、ガラスの
壁で仕切られた空間となっている。消防服やホースなどを床のガラスの下
に展示しているロビーが、さらに、署の内部を見渡せる見学テラスがあ
る。このテラスから、救急教育センターでの実習の様子やロープを渡り訓
練する消防士の姿などを間近にすることができる。
突然、火災発生の放送が響
く。消防士がてきぱきと準備
し出動していく。こんな光景
が目の前で展開した。
西消防署は、まさに開かれ
た消防署であり、署内の活動
に接することができるこの建
物 は、24 時 間 地 域 社 会 を 見
守ってくれているという安心
感を与えてくれる。
（都市政策部 石井）
広報ひろしま「市民と市政」平成14年7月15日号より

サクランボの季節に習っ
た も の で す。ア メ リ カ ン
チェリーではなく、山県産
佐藤錦のつもりです。

俳画→
今年の公民館まつり用
に練習中です。

←水墨画
墨色だけでなく時には淡
い色を使った水墨画も習っ
ています。

水墨画→
田舎に植えた麦がだんだ
ん色付いてきたのでスケッ
チして絵にしてみました。
（ご希望でしたら麦の種差
し上げます）
（西区･草津梅が台 松村さんの作品）
事務局よせあつめ情報

●観音公民館開館記念式典

●チャイルドシートはつけていますか

昨年度より行われていた観音
公民 館の改築工 事が完了し ま
す。以前の約1.5倍の延床面積
となり、1階には交流ラウンジ
などが新設されます。リニュー
アル記念イベントとして、10月
5日（土）にオープニングセレ
モニーが行われます。

交通事故から乳幼児の生命を守るためには、チャイルド
シートを正しく着用することが不可欠です。広島市では、
チャイルドシートの取付講習を実施しています。講習受講
者は、民間会社での安価なレンタルが受けられます。ぜひ
ご利用ください。詳しくは区役所区政振興課まで。

●スポレク広島2002
いよいよ、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。広島県総合グラウ
ンドでは10月6日（日）から8日（火）までの3日間、壮年
サッカーが行われます。みなさん、応援に来てくださいね。
アービー

