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第 60号 (平成28年3月 25日 )

阿品台コミュニティ 事務局lTEL39-4338)
阿品台地区人口・世帯数 (平成28年2月 1日 現在)

人口 8,122人 (58人減)男3,757人  女4,365人

世帯数 3,416世帯(13世帯減)・ 高齢化率 31.8%(0.8%増 )

( )内 の数値は平成27年 10月 1日 との比較

「地域の安全 と安心は自ら護る」をスローガンに、阿品

台地域安全協議会は、平成 11年 4月 に発足、18年 には

青色回転灯を装着 した自動車による防犯パ トロールを実

施 し現在に至っています。その間、平成 23年 には、“財団

法人 全国防犯協会連合会"よ り「社会安全貢献賞」を受賞

(「 ふれあい 51号」に既報済)し ました。その経緯 と内容

を再度紹介 しますと、「平成11年結成以来、交番 との情報

交換による夜間パ トロール、青色防犯パ トロール車によるパ トロール、ほぼ毎日の児童見守り活動、夏休み・

冬休みにおける少年補導を兼ねた夜間パ トロール、駅駐輪場における防犯診断等幅広い活発な活動をし、地

域住民からも高い評価を得ている。」とのことで、団体として広島県で初めて表彰されました。

次のような活動により犯罪抑止に大きな効果を上げています。

●日常活動

1.阿 品台交番 との情報交換による、夜間パ トロール

(随意)

パ トロール中に青少年たちが公園等でのたむろ、

火遊びなどを見つけた場合には警察に連絡 してい

ます。

2.青色防犯パ トロール車巡回による地域防犯

3.高齢者行方不明情報放送に対する捜索協力

4.児童通学の見守 り活動

5。 児童の夏休み・冬休みに補導を兼ねたパ トロール

6.駅駐輪場における防犯診断等

●定″1会議

毎奇数月に 1回  阿品台交番、消防署、日赤看護大、廿日市西高、

阿品台中、阿品台東小、阿品台西小、と各町内会の防犯担当者及び

パ トロール隊員とが防犯情報交換を行っている。

●年間行事

1.廿 日市消防署の指導により「防災訓練」を平成 11年度より主催。

※平成 25年 11月 より「阿品台地区自主防災組織」に移管する。

2.平成 13年 より「学童・生徒による通学路清掃活動」を実施する。

※平成 26年 2月 より「阿品コミュニテイを進める会と阿品台

コミュニテイとで合同開催」とする。
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●支援活動

1.自 主防災訓練活動支援 (平成25年 より)

2.通学路清掃活動支援 (平成26年 2月 より)

3.市民会議主催の中学校区、夏休み特別パ ト

ロール支援

4。 年末の、阿品台コミュニテイ青少年

部主催の「火災予防活動」の支援

5。 定期夏季祭 りにおける警備

6.敬老会の駐車管理

●会員はどんな人達ですか ?また、現在何人ですか ?
阿品台地域の各町内会代表者、学校関係者及びボランテ

イア活動者 (=パ トロール隊員)です。ボランティア希望者

は誰でも会員になれます。現在パ トロール隊員 16名 を含

め構成員は40名です。

●現状の問題点

1.若年層の入部推進ができていない

2.1丁 目、3丁 目の青色パ トロール車が

現在不在である

3.夏季において変質者の出没が減少し

ない

4.短期居住者 (県営住)への啓蒙が必要

●阿品台コミュニティ(住民)への

期待・要望

パ トロール隊員の不足と高齢化のため

次代を担う会員を募集しています。できる

範囲で結構です。地域の安心安全のため協

力できる方は、阿品台市民センター(39
-4338)ま で連絡お願いいたします。

10月 25日 (日 )8:15～ 11三 30阿 品台東小学

校体育館で200名 以上の参加者を集めて「避難・防災訓

練」が実施されました。

内容は、(1)情報伝達訓練 (2)避難誘導訓練  (3)

防災訓練でした。防災訓練は①人工呼吸・AEDに よる蘇

生訓練体験と②ロープの結び方訓練③応急・救出、煙テン

卜体験④防災クイズ⑤炊 き出し訓練等が実

施されました。防災クイズは、今年初めて行

われたもので、防災上知って置 くべ き知識を

クイズ形式で学ぶことが出来ました。最後に

炊き出し訓練で「豚汁」が振る舞われました。

今年度の防災訓練はほとんどが屋内で行

われたので、例年の様に熱中症の心配も無 く

快適に実施されました。

天災は忘れた頃にやうてくる !!
最近自然災害で多 くの被害が生 じる度に、想定外、と言う言葉が使われます。自分だけは大丈夫と多 くの皆さ

んは考えているかもしれませんが、現実として想定外の災害が多 く発生 してお ります。過去の事例にはとらわ

れずに広島県や廿 日市市からの最新の情報に注意を払い、説明会等には積極的に参加 して情報収集を図|り 、自

分の身の安全は、まず自分で守 りましょう。

2月 15日 月曜日、阿品台市民センターで阿品台地区住人に対 して、土砂災害警戒区域等の指定に係る説明

会が実施されました。当日参加されなかった方で詳 しい内容を知 りたい方は下記問合せ先へ連絡 してください。

●土砂災害警戒区域の

指定に関すること

広島県土木建築局 土砂法指定推進担当

電話082-513-3945(直 通)

●警戒避難体制の

整備に関すること

廿日市市役所 危機管理課

電話0829-30-9102(直 通)

●特別警戒区域内における建築

基準法上の建築規制に関すること

廿日市市役所 建築指導課

電話0829-30-9191(直 通)
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平成27年度阿品台自主防災訓練



平成27年度 コミュニティの後期事業

ソフトボール大会
11月 1日 (日 )曇天の中、第 31回阿品台コミュニティソフトボール

大会 が阿品台東小学校グラウンドで開催されました。参加チームは、初

出場の若さ溢れる2チ ーム日赤看護大Cと 五丁 目上S、 それに廿日市西高

女子ソフトボール部、日赤看護大Aと Bチ ーム、タウンA、 県営東、五丁 目、

五丁目上Aの 9チームが参加 しました。昨年優勝チームの山九は 欠場で

した。

今年は参加者が大きく若返 り迫力と爽やかさを感 じさせる大会 となり

ました。優勝チームは接戦を勝ち抜いた日赤看護大B、 準優勝は五丁 目上

S、 3位 は五丁 目、五丁 目上A、 県営東でした。廿 日市西高チームは可愛 ら

しさではどこにも負けませんでした |

火の用心夜回り
12月 12日 (土 )「 火の用心」夜回りが行われました。夜回り

コースは①一丁目0二 丁ロコース、②三丁目・四丁ロコース、

③五丁目・グランドヒルズコース、④山の手・県営住宅コー

スの4つ のグループに分かれ、小学生52名 を含む総勢110名

の参加者が区域内をパ トロール車と共に巡回しました。

寒い中、要所要所で立ち止まり「火の用心 カチッ カチ

ッ・…」とキ白子

木と大声で推ト

け声を掛けま

した。

:(舅址髯也潮下財財財炒下下木予判潮絨
グラウンドゴルフ大会
10月 12日 (月 ・祭)午 前 9時  阿品台東小学校

グラウンドで約 80名 の参加者を集め、不安定な気候

でしたが、第 31回 阿品台地区グラウンドゴルフ大会

が開催 されました。今回は接戦で共に打数35、 バーデ

イ数共に1、 年齢差で優勝 したのは、阿品台山の手の高

岡さん、準優勝は阿品台北の得能さんで した。3位は

阿品台東の木戸 さ

んで した。その他、

4位から10位 と

ブービー賞及び飛

び賞など色々の商

品があって、楽 し

い体育の日になり

ました。

「そば打ち体験教室」 「秋の研修旅行」瀬戸内しまなみ海道～めぐり

場

講

日 日寺:10月 31日 (」二)

10:00～ 13:00

所 :阿品台市民センター

参加者27名

師 :吉本 清人さん、

桐木 悠司さん

今回初めて「そば打ち体験教室」

を開催。材料のそば粉は岩手県より

調達。初心者の人が多 く、特に水加

減が難 しく講師の指導 を受けなが

らのそば打ちとなりました。最後は

寸評を聞 きなが ら自作のそばを美

味しく頂 きました。

日 日寺:11月 6日 (金)8:00出発～ 参加者44名

行 程 :伯方の塩～大山祇神社・せとうち茶屋 (昼食)～万田酵素～因島水軍城

伯方の塩でおなじみの伯方塩業では、製品が完成までの行程を見学、また戦

後盛んであった「流下式枝条架塩田」も見学用施設 として動いてお り、瀬戸内

の製塩業の面影を見る事ができました。
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親子で参加・「親子でどんどこ」
日 日寺:11月 21日 (土)9:00～ 12:00

場 所 :阿品台東小学校体育館 参加者親子48組

浅野太鼓さん指導のもと、親子でミニ太鼓つ く

りに挑戦、少 し難 しい作業 もあ りましたが、親子

で協力 して完成させました。続いてプロの演奏を

聴 き和太鼓の素晴らしさを実感、最後に太鼓の打

ち方を習い皆で打ちました。

親子で触

れ合いなが

ら楽 しめた

太鼓つ くり

となりまし

た。

「ワインコンサート」～クラシツクとジャズのタベ～
○日 時 :12月 5日 (土)18:30～ 20:30

0場 所 :阿品台市民センター 参加者56名

○出 演 :カ ルフール・サクソフォン0カルテット

カルフールとは交差点の意味。クラシック音楽 とジャズの融

合の演奏でクリスマス曲を中心に、ワインとともに手作 りの料

理を食べながら楽 しいひと時となりました。

当日還暦の誕生日を迎えた参加者へのハッピバースデーソン

グを奏でるハプニ

ングも有 り終始和

気あいあい とした

雰囲気で、ライブ演

奏 とワインに酔い

しれた夜でした。

「松竹梅の寄せ植え講座」
日 時 :12月 12日 (土)10:00～ 12:00

参加者20名

場 所 :阿品台市民センター

講 師 :ハ シモ ト園芸さん

竹を器に松・竹・梅 と小石などで楽

しく寄せ植えを作 りました。

「じめ縄作り」
日 日寺:12月 25日 (金)13:30-16:00

場 所 :阿品台市民センター

参加者20名

講 師 :折本 善政さん

縄がうまく編めない人 も…・イ固1生 あ

ふれるしめ縄作 りとなりました。

「森永クッキング教室」
～素敵で手軽なおもてなし料理～

日 日寺:2月 5日 (金)10:00-13100

場 所 :阿品台市民センター

参加者20名

協 力 :森永乳業さん

乳製品を調味料に ||

:ふわふわ
「春のドライフラワー作り」
日 日寺:2月 26日 (金)13:00-15:00

場 所 :阿品台市民センター 参加者20名

講師 酒井 睦子さん皓和ミントハウス)

皆さんの個性が出てステキな春のリー

スができました。

地域みんなで子育て連携

2::5‐2電ふ慧具貞見:ム霞塁庭二よ翼巫盟早[菫穣二量
°

|||||わた彗:買尊:見言露令餞夢雹χ曇¥il[理Z:薫ニ
露暑竃忌t躙脚月期  菖駆殷Iζ、
TE量瓦曇電響:L罹瓦睫邁荼萌t夕   ながら車内で
■礼をし、心の中で“今日もありがとうこざいます。あなたのお

蔭で私は安心 して仕事に向かえます。"と礼を言つている。子ら

が元気な声で“行つてきます !"“おじちゃんおはようこざいま

す |"と言いながら登校 している。           |
ほんわか、優しい気持ちで仕事に向かえる。     | ‐

地域の見守り隊の皆様、いつも本当にありがとうこざいます。

こうして温かくしつかり見守られ育つた子は、やがて1親となり‐

地域を担う世代になつた時、今の私のように気付くだろう6親

や家族だけでなく色々な大人たちに見守られ育つたことに。そ
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