
毎年の盆踊り大会に、そろいの浴衣姿で、いつも花をそえて踊つていただいている県民踊 (広

島県民踊協会)の皆さん。今回は、その中でも阿品・阿品台方面で一番長く活動をされている奥

原会阿品台支部「もみじ会」の皆さんにお聞きしました。

Q会の結成はいつですか ?

0結成 して30年 になります。指導者の杉原先生が、

師範となられ、阿品・阿品台地区の踊 りの好きな

10数名で結成 しました。当時はまだ公民館 (市

民センター)も 無 く、阿品台東県営の集会所で練

習をしていました。

その後、メンンバーも増えて、阿品台では「さく

ら会」阿品には「まゆみ会」そして「平良白百合

会」と新たなグループができました。

Q盆踊り大会には、そのメンバーで出演していただ

いているのですね。

0はい。多 くの仲間と又地域の皆さんとの交流を毎

年楽しみにいています。

私たちも他の地区の夏祭 りに応援に行っているん

ですよ。

Qほかにも色々な所で、活動・出演もありますね。

0廿 日市市のアピールソング「若い街だよ廿日市」

を運動会前に小学校の生徒さんに教えに行ったり、

ボランティアで高齢介護施設等を訪問したり、さ

くらまつりや公民館まつりに出演 しています。

Q日本の踊り・民謡 。歌謡曲

と踊りが幅広いですね。■

0日 本舞踊 と違 って、

曇駐財f曹 ‐魃
帯で踊れます。

盆踊 りなど小 さ

な子 どもさんか

ら高齢者の方まで、

輪の中に入れば身  …
振 り手振 りを見て、

直ぐ踊れるでしょう。こ

れが良いところ、楽しいところであり特徴ですね。

Q30年の間に|よ多くの思い出があるでしようね ?

0も ちろんです。良き指導者、良き仲間にめぐり会

い、多 くの方に支えられてきましたが、何 と言

っても家族の協力があったからですね。みんな

で食事や旅行に行った り、お しゃべ りと踊 りで

ス トレス発散 !

“人生活 き活 き 輪気合いあい"何でも話せる

友達に。出会った多 くの皆さんに感謝です。

Q皆さん、ますます若々し

くお元気でHありがとう

こざいました。

●はい。今は「オバマジョ

リテイー音頭」を練習 し

ているんですよ。広島に

是非来 ていただける様

に !皆 さんも市民センタ

ーに一度見に来てくださ

いね。

葬И7号 (平成21年 11月 1日 )

阿品台コミュニティー 事務局lTEL39-4338)
阿品台地区人口・世帯数 (平成21年 10月 1日現在)

人口9,143人  男41271人  女41872人

世帯数3"551世 帯・高齢化率19.0%
(参考:市平均21.9%)



創立30周年
阿品台納涼盆踊り大会
8月 8日 (土)阿 品台東Jヽ学校グランド

今年度は30周年記念の大会となり、

子どもたちに人気の「それいけ !ア

ンパンマンショー」やフラワー歌手

神園さやかさんを迎え、盛大に行わ

れました。

阪IIL台言賠老篭

= lo月

4日 (日)日本赤十字広島看護大学

秋晴れのもと274名の出席があり、水真海老詩吟会の皆さんの祝吟・

阿品台東保育園児の歌と踊り・エリザベート音楽大学の学生 4名に

よる弦楽四重奏で長寿をお祝いしました。

春季グランドゴルフ大会
5月 16日 (土)阿品台東Jヽ学校グランド

春曇りのよき日、阿品台の腕自慢男女総勢

764カリコースにわかれ、熱戦を繰り広げました。

護ヨD 吉岡由登さん スコア 56

―
 黒田さん

―
 水兼さん

″   58
″   59
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優勝者の吉岡さん



カーネーションコンサート サマーコンサート (婦人書「共催)

(文化部共催 )

5月 10日 (日)阿品台市民センター

マリンバデュオ瞳&梓

アコースティックインストデュオさらさ

(ギターとハープ)

いつも忙しく働いているお母さんに「心安
らぐひと時の贈り物」をと、癒しのコンサー

トに100名 出席。

門司レトロ散策&唐戸市場&
長州乃木神社日帰りの旅
(文化部共催 )

5月 29日 (金 )

毎年好評いただいています、日帰 り修習の

旅ですが、今年も77名 の皆さんと長府城下町
の史跡をボランティアガイドさんの案内で幕

末維新の足跡をめぐりました。唐戸市場 0門

司レトロの町では今も使用されている明治時

代そのままの風格あるJR門司港駅で今と昔を

楽しみました。

6月 22日 (月)多 肉植物の寄せ植え

9月 5日 (土)茄子の麹漬講習会

7月 19日 (日)阿 品台市民センター

みどり&祐子`POPキャンディーズ・

綺羅人

阿厳太鼓保存会・対厳山子供太鼓

「響け鼓と躍動の舞いの祭典」と銘打って

地域の皆さんに身近に太鼓の響き 0ダ ンスの

躍動感を、舞台の袖で体験してもらう企画を

アレンジしてもらいました。会場が一杯にな

る盛況で、夏場の暑さも出演者の躍動と熱風

に吹き飛ばされたコンサートでした。

サッカー大会
6月 20日 (土)Jヽ学生48名参加・中学生8名 (審判)

犠璽D低学年 Aチーム

(東西混合チーム)

犠璽D高学年 東イヽチーム

楽しくクツキング
7月 25日 (土)阿品台市民七琳
七夕ずし・フJレーツポンチlm

21名参加

22名参加

ミニテニス教室
阿品台中学校体育館 27名参加

5名参加

あいさつ運動
毎週水曜日 地域のボランィアの方が参加



データでみる阿品台 (甘日市)

「男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

形成する」を目指 して男女共同参画社会基本法が制定されましたが、現状がどのよ

そこで身近な組織・地区の男女比率データを整理 してみました。

かつ、共に責任を担うべき社会を

うになっているかご存知ですか ?

項  目

年 度

1990(平成2年 ) 2000(耳肇茂121三 ) 2005(耳肇茂17奪三) 2009年 (平成21年)

総数 上ヒ薯卒 総数 上ヒコ匡 総数 LヒコI 総数 上ヒ薯卒

廿日市市議会議員 20 20 24 30

廿日市市職員 (全体 ) 1240 1165 1107

廿日市市職員 (管理職) 116 174 126

廿日市内 (全体)の中学校教員 131 169 195 239

廿日市内 (全体)の小学校教員 229 275 321 403

阿品台中学校 (教員) 46 34 30 27

阿品台東小学校 (教員) 40 26 23 21

阿品台西小学校 (教員) 26 22 26 25

廿日市の人口 101,630 114,981 115,530 118,483

廿日市内 (全体)の中学生徒数 2,835 2,820 2,739 3,243

廿国市内 (全体)の小学生徒数 5,665 5,207 5,446 6,622

阿品台地区の人回 11,695 10,467 9,256 9,143

阿品台中学校 (生徒) 1,052 601 427 377

阿品台東小学校 (生徒) 1.171 547 398 311

阿品台西小学校 (生徒) 667 416 475 480

注意事項
1.男女の比率は、数/総数を示す。
2.小中学校の生徒・教員の 1990(平成2年 )と2009(平成21年 )の項目のデータは各々1989(平成元年)、 2008(平成20年 )

時の値を示す。

対レ〕ゴ効果で食欲増進

堵

bttζ
χ留 奪 lh鷺 纂 緯 餌 揖 写)1

でいきいきとした印象を与える色。「ビタミンカラー」

と呼ばれています。

この元気な色には、血行を良くし、消化吸収を高め

る効果が備わっているため「食欲の増進を助ける色」

と言われるのです。また力強さや勇気を与えたり、自

分の力を充分に発揮させるためのサポートをするとも

言われています。

オレンジ色はここ数年の流行色。どちらかというと

活動的で流行に敏感な女性に好まれる傾向にあります。

心身が元気でハツラツと暮らしている人ほど、この色

を身に着けたくなるようです。もしもあなたが失恋な

どで喪失感や孤独を感じているなら、オレンジ色の洋

服で街に出かけてみましょう。気分が上向きになり、

表情にも明るさが戻ってきそうですよ。
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男女の比率 (女性割合)の推移


