
私達の仲間である日本赤十字広島看護大学より素晴らしいメッセージです。

靱

日本赤十字広島看護大学では、平成24年度から廿日市市の補助を受け、本学の地域

支援事業の一環として、『阿品台いきいきプロジェクト」を実施することになりました。

фO学長よリー言фф

本学は、赤十字の理念である“人道れこ基づき生命の尊厳 と人類の叡智を核 とするヒ

ューマン・ケアリングを教育理念 として、美 しい景観の阿品台東に開学 してから13年

目になります。

今年度、廿日市市との包括協定により、2年 間の計画で阿品台いきいきプロジェク ト

を実施することになりました。このプロジェクトは、阿品台地区の住民の方々、大学の

教職員、学生による地域づ くり参加型プロジェクトです。

日本は、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいます。十日市市、阿品台地区にお

いても例外ではありません。それだけに、地域ごとの強みを生かした人々の交流が重

要であるといえます。

このプロジェクトでは、赤ちゃんからお年寄りまで、心と体の健康づくりを切 り口に、地域の皆様がます

ますいきいきとお過ごしになれますよう一緒に取り組んでいきたいと思っております。

また、これからの看護を担う学生たちが、地域に暮らす人々の健康支援を学ぶ場としてお伺いさせていた

だきます。皆様にはいろいろな場面で学生とふれあっていただき、ご助言いただければ幸いです。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

фのテーマфф

фの目 的のф

4ベ ージに続 く

葬再3号 (平成24年 10月 20日 )

阿品台コミュニティ 事務局(TEL39-4338)
阿品台地区人口・世帯数(平成24年 10月 1日 現在)

人口8,723人 (181人減)男 4,098人  女41625人

世帯数31490世帯(48世帯減)・ 高齢化率23.5%(1.5%増 )

(参考:市平均24.0%(0.8%増 ))

( )内の数値は平成24年2月 1日 との比較



母の日コンサー ト
日時:5月 13日 (日 )13:00～
場所 :阿 品台市民センター 80名参加

出演 :黒瀬みどり(ピ アノ)・ 久保田佳代 (ボーカル)

「買物ブギ」「サザエさん」やお子さんが楽しめ

る「虫」など、皆さんで歌えるコーナーもありお母

さんに感謝の1日 となりました。

サマーコンサート
～楽しく1樹決にアメリカンミュージック～

日時三8月 26日 (日 )13三 30～

場所 :阿品台市民センター 約70名 参加

出演 :ア ーリーバ∵ドの皆さん

「テネシーワルツ」「私を待つ人がいる」などの

カントリーミュージックを楽しみました。

□因圏D広島市安佐動物公園と
広島市交通科学館見学

日時 :7月 28日 (土)24名参加

日帰り研修旅行
～今治タオル美術館

～アサヒビール四国工場

～周ちやん広場～

日時三5月 30日 (水 )

88名参加

タオル美術館            周百やんlA場

ワイン講座
日時 :9月 28日 (金 )

場所 :阿品台市民センター 24名参加

講師 :西村恵一郎
(ワ インインストラクター、広島クッキングスタール講師)

ワインの歴史から人 とのかかわりまで、ユーモアあふれるお

話 しと試飲で楽 しませて頂 きました。

宮島水族館のベンギンふ
日時 :9月 2日 (日 )13時30分～

場所 :阿 品台市民センター

あい講

タオル美術館

周ちゃん広場

やさしい味わいアジアンクづ
日時 :6月 27日 (水)10時～

場所 :阿 品台市民センター
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け議頃」回田 日時:8月 4日 (土)17時20分～

春季グラウンドゴルフ大会
日時 :5月 26日 (土 )

場所 :阿 品台中学校グラウンド

16チ ームの総勢約80名 が A、

B2つ のコースに挑戦、日頃鍛

えた業を争いました。

第33回阿品台夏祭 り(従来の呼称「阿品台納涼盆踊 り大

会」を「阿品台夏祭 り」に変更 しました)が盛大に開催 され、

多 くの人々が楽しい夏の夜を過ごされました。

今年は夏祭 りを一層盛 り上げるため、舞台サイズの拡大、

会場のレイアウ トの変更、チラシ図案の変更、夜店出店数

の拡大など多 くの試みがなされ、皆さんに喜ばれました。

田
蜃 聟円F「‐ A
=可口姓Cr`覇レモ

楽 しみに準備を進めてい

ましたが、今年は台風16号

が接近 したため

中止となり

ました。

デL夕で兄6機動車童爆t生活:慰菱杉宅力
｀
10339

今回は廿日市市の「安心・安全」、「住居・文化」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 ンキングを表示してみました。

輻鼈鐵 躊托

優勝者の前原敏夫さん

項  目
最新データ

備 考
データ 全国順位 広島順位

6ョ 安心・安全

建物火災出大件数 15(31)イ牛 590位/810 9位/14 1位 よ二重県鳥羽市で0件

人口10000人当りの建物火災出大件数 1.26(2.72)イ牛 567位/810 10位/14 1位 よ二重県鳥羽市で0件

交通事故発生件数 592(524)(牛 501位/810 8位/14 1位 よ北海道歌志内市で1件

人口1000人当りの交通事故発生件数 5.02(4.58)4件 501位/810 8位/14 1位 ま北海道歌志内市で0.23件

刑事犯認知件数 976(943)イ牛 455イ立/810 8位/14 1位 ま北海道歌志内市で11件

人口1000人当りの刑事犯認知数 8.27(8.27)イ 牛 266位/810 9位/14 1位 ま東京都国分寺市他9市で0件

7.住居・文化

公民館数 20(18)1遭 182イ立/810 6位/14 1位 |よ新潟県佐渡市で247館

郵便局数 0(23)局 182(立/810 9位/14 1位は大阪市で397局

百貨店数 1(2)店 293(立/810 6位/14
都市公園数 220(221)1当所 105イ立/810 5位/14 1位 よ本L幌市2668箇所

都市公園総面積 878265(5100200)Iプ 32位/810 2位/14 1位 ま神戸市で26274000ぽ
1人当りの都市公園面積 フロ42(44.35)iプ 28位/810 2位/14 1位 よ北海道砂川市で201.54ぷ

図書館数 3(3)`遭 6位/14 1位 よ大阪市で24館

蔵書数 395194(376752)1冊 270イ立/806 6位/14 1位 ま横浜市で4051708冊
1人当りの図書数 3日 34(3.3)冊 36フイ立/806 9位/14 1位 ま干葉県袖ケ浦市で 10.06冊

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)、 都市データパック (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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事業説明・データ収集

学生ボランティア活動 地域診断・ニーズ調査

1ベ ージより続 く

фのスケジュール予定のф

9月 ～ 12月

グループインタビュー

1月 ～3月

地域の皆様 とのワークショップ

10月 ～ 12月

健康ボランティア育成教室実施

6月 より、高齢者サロン、す くす くサロン、

市民センターのクラブ活動、コミュニテイ

イベント、阿品アカデミーなど様々な集い

に参加 させていただいています。皆様快 く

受け入れて くださりあ りが とございます。

また、学生もボランティア活動や講義・実

習を通して地域 との交流をすすめています。

今後ともよろしくお願いいたします。

プロジェク ト責任者 :真崎直子

担当 :森マツヱ、福泉麻衣子
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健康ボランティア育成教室
修了者の自主組織発足準備

グループインタビュー
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