
大人も、笑顔になれる場所作り

ても、大を散歩させている方はおられますが、小さな子ど

もを遊ばせている方はほとんどおられず、私が子育てを

した頃とずいぶん違うなと感じました。同時に、子育て仲

間がいないという孤独感もひしひしと感じました。
“三つ子の魂百まで"と いわれるように保育園や幼稚園

に入るまでの子育てはとても大切です。しかし同時に、そ

の頃の子どもはかわいいだけでなく、泣いたり駄々をこ

ねたりと思い通りにいかないことが多いものです。家の中で親子だけで向き合っていると、イライラした感

情を弱い立場の子どもにぶつけてしまうことは誰にでも起こりうることです。そんな時、「親だってたまに

はゆっくりしたい」と思うこともあるでしょう。私たちボランティアもそんな経験をしてきました。

以上のような現状を踏まえて、阿品台にも子育て支援サロンの必要性を感じ、立ち上げた次第です。

今後とも、子どもたちが“すくすく"育っていくよう、よろしく応援とご参加をお願い致します。

手ど
子育て支援サロ  くすく」代表本田園生鮮ちにお聞きしました。

参加状況
(平成23年 11月 ～平成24年 2月 )

大  人 :12名

子 ど も:0歳 5名 1歳 7名 2歳 3名

延べ人数 :大入 19名 子ども24名

3歳 1名 4歳 0名 5歳 0名
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葬:521号 (平成24年3月 15日 )

阿品台コミュニティー 事務局lTttL39-4338)

阿品台地区人口・世帯数(平成24年2月 1日 現在)

人口8,904人  男4,172人  女45732人

世帯数3,538世帯・高齢化率22.0%

(参考:市平均23.2%)



家庭でできる洋風料理
10月 4日 (火)阿品台市民センタ= 21名参加

講師 関口慶三さん(ビストロ パグ シェフ)

ステンドグラス講座 手鏡づくり
10月 28日 (金)阿 品台市民センター

11月 2日 (水)     ク

講師 ア トリエグラスフアンタジー 石井艶子さん

じめ飾り作り
12月 24日 (土)阿 品台市民センター 23名参加

佐伯・吉和地域探訪
11月 24日 (木)27名参加

上田宗箇岩舟の水、帯掛明神 と重なり岩など紅葉を

楽 しみながら散策 しました。

文学講座 「日本中世文学を読む」
10月 22日 (土)阿 品台市民センター  徒然草

12月 10日 (土)    ク      徒然草

1月 28日 (土)    ″      方丈記

とんど
1月 8日 (日 )阿 品台2丁 目公園 60名 参加

角島と金子みすず霊己念館
目帰り研修旅行

11月 8日 (火)90名参力日

角島大橋―長門リゾー トー金子みすず記念館 (見学)一
蒲鉾工場見学

オJレゴ…Jレとギターの調べ
11月 26日 (土)阿 晶台市民センター 54名参加

演奏者 橋本勇夫さん

(オ ルゴール作曲家・ギターリス ト)

世羅 瞳さん(オ ルゴールオペレーター
)

キ ャン ドルの灯 りの下、

ワインと′亡、尽 くしの手料

理を戴 きながらギターの

演奏 とオルゴールの調べ

に耳を傾けました。

秋季グラウンドゴルフ大会
10月 10日 (月 )

阿晶台東小学校グラウンド

16チ ームの総勢77名 がA,B
日頃鍛えた業を争いました。

77名参加

2つ のコースに挑戦、

優勝 落合則之 さん

スコア40⑥

ふれあい昼食会
10月 19日 (水)51名参力日

温井ダムの散策・安芸太田町の“グリンスパつつカン

での昼食会でふれあいと秋の一日を楽しみました。

第23回ソフトボール大会
10月 23日 (日 )阿 品台中学校グラウンド

6チ ーム 50名参加

優勝 :5丁 目上チァム

2位 :5丁 ロチーム

3位 :混成チーム

第5回 ミニテニス大会
10月 23日 (日 )阿 品台中学校体育館

優勝  : シユークリーム

2位 三 オセロ

3位 : マッハ

夜回り 青少年部共催
11月 12日 (土 ) 子 ども43名・大人52名参加

協力  阿晶台地区消防団・阿晶台地域安全協議会

4つ の周回コースに分かれ、「火の用心」の声推卜けをしま

した。

-2-

|=Ⅲ‐

“

|=fL議1市1民|||ンタ|■‐準lt

|



|

2月 18日 (土 )阿品台地域安全協議会主催で、毎年実施 している

阿品台地域の通学路清掃活動が、阿品台東・西小学校、阿品台中学校、

県立廿日市西高等学校、昨年より加わった日本赤十字広島看護大学

の学生、児童、生徒 を含め過去最多の総勢 515名 が参LElし て行わ

れました。

参加者は 10班に分かれ、それぞれの担当通学路を約 1時間にわ

たって清掃。約 50kgも のゴミを回収 しました。

平成 13年 当初、100名 弱だった参加者は年々増えて、児童。生

徒・学生・大人の混成で班を作ることで、世代間を超えた交流の場 と

なっています。

参加者

児童・生徒・学生 :433名
(阿品台東・西小学校、阿品台中学校、県立廿日市西高等学校、

日本赤十字広島看護大学)

司校教職員 0保護者 :50名 ボランティア :25名
阿品台交番の警察官 :2名

★
阿品台地域安全協議会員 :15名

デL夕てみ6題動車菫133生′活:慰説杉宅シタ60DSS9

今回は、「廿日市市」の公共と環境関連のデータを調査 し、他都市 と比較 してどんな位置にあるかを知ってもらうため、

全国都市 (広 島県)ラ ンキングで表示 してみました。

項  目
最新データ備考

備 考

データ 全国順位 広島順位

4.公共

ガス料金 0(5567)円 152イ立/228 殆んど同じ 1位は新潟県小千谷市で2647円

水道料金 3165(3165)円 478位/919 6位/14 1位 |よ静岡県伊豆の国市で882円

下水道料金 2572(2440)円 398位/884 3位/14 1位 |よ埼玉県戸田市で756円

住民票交付手数料 300(350)1羽 398イ立/810 13位/14 1位 |よ茨城県日立市で100円

5.環境

家庭こみ年間総排出量 23324(39986)t 538位/810 8位/14 810位 |よ横浜市で1254752t

人 1日当りの家庭ごみ排出量 543(599)g 121位/810 5位/14 1位 |ま沖縄の名護市で326g

住民 1人当りの家庭ごみの処理経費 10580(一 )円

ごみのリサイクル率 45日 6(45凛 6)0/a 29イ立/810 3位/14 1位は埼玉県日高市で99=7%

下水道の普及率 32.7(32.7)1% 641位/779 9位/14 1位 |ま東京都千代田区他40市区で100%

各種データの出典は、廿日市市役所、生活ガイ ド(SBIラ イフリビング社 )、 者「市データパ ック(東洋経済新報社)に よる。

(尚、上表の「データ」項目中の数値は、廿日市市役所ご提出の最新データを示 します。 また、同項目中の( )内 の数値 と

全国・広島順位の値は生活ガイ ドの最新データを示 します。)
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ボランティアで支援しています。

子どもが好きな方なら、いつでも仲間に入つて頂きたいと

思つています。
0サロンの企画運営|よ4名で、行つています。
0開催中|よ不慮の事故に備え、複数で支援するようにしてい

ます。
0サロン開催後にミーティングを行い、反省と次国の企画を

決めています。

矢□つていても2丁目集会所の場所がわからない?集会所に

駐車場が無い。ということが考えられます。
・対策として、ポスターを張る。回覧板で、矢□つてもらう。チ

ラシを親子連れに配る。などの広報活動をしています。そ

の甲斐あつてか、1月 例会 |よ 2組の参力□だ、つたのが2月 9

日伊」会で |よ 7組に来て頂きボランティアー同大変嬉しく、

つ後の活動の励みとなりました。

・駐車場の件 |よ、市民センターに移るまでしばらく辛抱して

頂ければと,思つています。

芳淵生

ξ
意工夫していきます。

・保護者が安心しておしゃべりに花を咲かせ交流できるよ

う、ポランティアも気配りをしていきます。
・親子で楽しめるおもちゃ作りや、わらべ歌・手遊びなどの

ふれあい遊び、絵本の読み語りなども取り入れていきます。
0育児相談も随時受けます。育児つて楽しいなと思つて帰つ

て頂ければ私たちボランティアも嬉しい限りです。
0今後も、もつとたくさんの人に矢□つてもらい、楽しい|また

来よう|と思つて頂けるよう、ポランティアが矢□恵と得意

技を出し合つていきたいと思つています。

爾

子育て真最中のお父さんお母さん、

孫育てに奮闘中のおじいちゃんおばあちゃん

みなさんのお越しをお待ちしています |

一
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