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民生委員･児童委員としての功績に対し、次のとおり

町からのお知らせ

府中町の民生委員･児童委員
が表彰されました

平成30年

秋の叙勲 受章
瑞宝双光章を受章

表彰されました。（50音順）
字室 礼子さん

【全国社会福祉協議会会長表彰】

佐々木 邦子さん

【全国民生委員児童委員連合会会長表彰】

岡﨑 律子さん

鎌田 克己さん

菅原 優子さん

武田 勝美さん

伊達 幸子さん

西田 照明さん

濵田 美子さん

宮田 知枝さん

山本 みづほさん

好美 さん

長年にわたり、府中町消防団の団
長として尽力された功績により受
章されました。

府中町の人権擁護委員に
法務大臣表彰
歴史散歩

第25回景観づくり大賞で、多数の応募作品の中から、町
内在住、森原 泰子さんの作品が最優秀賞に選ばれました。
景観づくり大賞は、広島県景観会議が、ふるさと広島
の持つ優れた景観を広く伝
え、これらの景観を保全し、
景観づくりの気運を高める
ことを目的として実施して
います。

竹原

まちのわだい

森原 泰子さんが最優秀賞！
景観づくり大賞

くらしのガイド

小池 日出子さん

イクフレ

【広島県知事表彰】 佐々木 祥子さん

人権擁護委員としての功績が顕著
であったとして、次のとおり表彰さ
れました。

法務大臣表彰】鈴岡 章子さん
図書館

受賞作品は、12/11㈫〜13㈭くすのきプラザで実施する「合同展示
会」に出展されます。（詳しくは17ページに掲載）

11/ 15

アルミ缶リサイクル協会職員(右)から賞状および副賞を授与された、なないろ作業
所利用者の石原さん、米田理事長。(写真左から)

10月13日 空城山公園 ※１位のみ掲載。

小学１･２年生女子の部】ハナハナ(中央小)
小学１･２年生男子の部】桃山スプラッシュ(南小)
小学３･４年生女子の部】全力(南小)
小学３･４年生男子の部】 Lighthing speed（南小）
小学５･６年生女子の部】必勝(中央小)
小学５･６年生男子の部】THE６（府中空城Jr）
中学生女子の部】安芸府中中A(府中中)
中学生男子の部】安芸府中中引退組（府中中）
学校別小学生対抗の部(女子)】南小
学校別小学生対抗の部(男子)】中央小

広報ふちゅう
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カレンダー

なないろ作業所が、アルミ缶リサイクル協会から日
頃の回収活動を高く評価され、優秀賞を受賞しました。
「受賞は、平素からリサ
イクル活動にご協力いた
だいている、地域のみな
さんのおかげです。一同、
心から感謝しています」
と施設長の米谷さん。

府中町リレーカーニバル大会 兼
学校別小学生対抗リレー大会

消防／ごみ

なないろ作業所が
アルミ缶一般回収協力者｢優秀賞｣受賞

大会結果
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11月
みんなで減災！町内で防災活動
11月に、町内各所で、災害に備えるイベント・
訓練が行われました。今後も、
「南海トラフ地震」、
豪雨による災害など、いつ、どこで発生するかも

イクフレ

しれない災害。「平成30年７月豪雨災害」での経
験を踏まえ、各会場では、みなさんの高い防災意
識を感じさせられました。
【炊き出し訓練】

くらしのガイド
まちのわだい

北小学校グラウン
ドで実施。訓練は
7月 豪 雨 災 害 の 経
験を踏まえて行わ
れ、児童たちは地
域のみなさんとと
も に、 バ ケ ツ リ
レー、新聞食器づ
くり、炊き出し訓
練などに取り組み
ました。

【ふちゅう防災王国2018】
イオンモール広島府中で開催。煙中避難体験、豪雨体験などさ
まざまなブースで、親子連れなど約2500人が楽しみながら災
害に関する体験をしました。終了後「非常持出袋に何を入れて
いく？｣ と聞くと ｢ハンカチ｣「食料」｢水｣ など体験で学んだ
子どもたちから元気な答えが返ってきました。
（イオンリテール、
国、県、町の関係機関で実施）

歴史散歩
図書館

【防災キャンプ】

【青崎東サンヒル

南小学校で実施.。
災害の種類や恐ろ
しさについて学ぶ
とともに、実際の
避難所生活を想定
して、マンホール
トイレを実際に
使ったり、段ボー
ルベットづくりな
どを体験したりし
ました。

ズ町内会 防災訓練】

訓練用消火器による初期消火訓練

消防／ごみ
カレンダー
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11/ 3

南海トラフ地震を想定
し実施されたこの訓練
は、情報共有のボード
を設け、記録しながら
進 行。 止 ま っ た エ レ
ベーター内に取り残さ
れた人の救助や、避難
場所である南小学校へ
参加者全員で移動する
など、本番さながらの
訓練でした。

11/ 3

子育てイベントで町の魅力発信！

ふちゅうスポーツフェスタ２０１８

広島市中小企業会館（広島市西区）で行われた子育てイベン
ト「ハッピーフェスタwithマ
マンペール2018」に、府中町
がシティプロモーションの一
環として出展しました。 会場
には子育てファミリーを中心
に、約5千人が来場され、当町
ブースにも約650世帯のみな
さんが立ち寄ってくれました。

スポーツを始める「きっかけづくりの場」として開
催し、323人の参加がありました。スポーツ体験ブー
スでは、多くの子どもや
家族連れが参加し、卓球、
ドッチビーなどに挑戦し
ました。また、健康コー
ナーでは、握力・骨密度
測定を全国平均と比較し
ながら測定しました。

2018年12月

広報ふちゅう
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「いじめ防止のための標語」
作品コンクール表彰式

10月
国民体育大会で健闘

福井県で開催された「国民体育大会」に、府中町か
ら次のみなさんが出場し健闘しました。（敬称略）
◆正式競技 ９月29日〜10月９日
陸上（少年男子）
天野 伊織
陸上（少年女子）
脇坂 里桜
サッカー（少年男子・監督）
岩成 智和
サッカー（少年男子）
山根 成留
レスリング（少年男子） 義田 省悟、加藤 光貴
セーリング（少年男子・監督）
井川 史朗
自転車（少年男子）
吉岡 竜太
ラグビーフットボール（成年男子）
藤岡 孝志郎、脇坂 亮平
山岳（成年男子）
中野 稔
山岳（少年男子）
千原 悠
ゴルフ（少年男子）
唐下 明徒
◆公開競技 ９月22日〜23日
綱引競技
３位】 少年男子の部(520kg)
岡本 真和
３位】 少年女子の部(440kg・監督)
岡本 義和
３位】 少年女子の部(440kg)
大元 千弘、 梅本 樹、久保田 都公美、
大石 みな、正畑 春香、佐藤 若菜
成年男女混合の部（560kg・監督）
一瀬 さとみ
成年男女混合の部（560kg）森本 聖治 、市川 啓二 、
今岡 照雅 、岡本 雅子、寺岡 玲子、市川 紀子

図書館
消防／ごみ

応募総数5,001作品の中から、受賞レシピ5点と特
別賞（企業賞）10点、キャッチコピー１点が選ばれ、
府中町から次の3人が特別賞(企業賞)を受賞しました。

歴史散歩

小学６年生446人が応募、28作品が入賞しました。
（敬称略）
入賞作品を１月中旬からホームページに掲載します。
【特 賞】濵田 空(南 小)
【優秀賞】平尾 凌(府 小) 藤本 侑環(南 小)
【入 選】谷 葉音(中央小) 澤 京花(北 小)
池田 花音(東 小)
山 陽音(南 小)
中野 碧(南 小)
【佳 作】加瀬 咲歩(府 小) 関東 瑞希(府 小)
田尾 楓音(府 小) 田渕 真帆(府 小)
三浦 嘉斗(府 小) 山﨑 千砂都(府 小)
江村 祥英(中央小) 亀澤 英真(中央小)
清藤 可蓮(中央小) 後藤 雪乃(中央小)
高尾 聖絆(中央小) 中村 善(中央小)
弓場 環(中央小) 髙山 紗代(北 小)
松川 未來(北 小) 河合 琴音(東 小)
高瀬 由華(東 小) 沖村 華(南 小)
金丸 ひかり(南 小) 木村 彩音(南 小)

まちのわだい

ひろしま給食100万食プロジェクト
府中町の３人が特別賞を受賞

くらしのガイド

府中町明るい選挙
啓発ポスターコンクール入賞者

イクフレ

このコンクールはいじめ防止を推進する目
的で実施しており、今年度は小学校2,222作品、
中学校1,156作品、合計3,378作品の応募があ
り、次のとおり受賞者を決定し、くすのきプラ
ザで表彰式を行いました。（敬称略）
いじめ防止対策推進委員長賞】
渡邊 璃音(中央小５年) 小野 天寧(緑 中 ２ 年)
教育長賞】
柳瀬 風音(南 小 ６ 年) 木塲 優美恵(府中中１年)
優秀賞】
金岡 伊勢(中央小１年) 高山 佳大(東 小 １ 年)
谷山 莉音(北 小 ２ 年) 槇 厚志(府 小 ３ 年)
野津 空音(東 小 ４ 年) 平尾 美遥(緑 中 １ 年)
隠塚 彩乃(府中中２年) 髙瀬 真衣(府中中３年)
大平 紬生(緑 中 ３ 年)

9月

町からのお知らせ

10/ 30

カレンダー

左から高須賀くん、大藤くん、菊池さん、平川教育長（広島県教育委員会）

高須賀 基希くん（緑中2年） 「瀬戸内レモンジャムのカップケーキ」
瀬戸田産レモンで、広島らしさを出し甘みを抑えています。

大藤 壱吹くん（府中中1年）「広島チヌってる」
広島特産のチヌとレモンを使い、さっぱりと仕上げました。

「ひろしま元気チャウダー」
菊池 梨咲さん（中央小５年）
カキの出汁と広島菜漬、オタフクソースがかくし味です。

広報ふちゅう

2018年12月
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10/ 26

復興応援 名蹴会サッカークリニック
平成30年7月豪雨災害で土砂の仮置き場となった
府中小学校において、
「復興応援

名蹴会サッカーク

リニック」が開催されました。
（町教育委員会・呉娑々
イクフレ

宇スポーツクラブ共催）クリニックは、元サッカー日
本代表で町ＰＲ大使の金田

喜稔さんが会長を務め

る、一般社団法人 日本サッカー 名蹴会の協力のもと、
金田さん、元日本代表 小倉 隆史さん、アンジュヴィ

くらしのガイド

オレ広島 万力 安純選手、岡村 栄里選手(町出身)が
講師を務めました。

まちのわだい
歴史散歩

府中、海田、坂町の少年サッカーチームから約90人が参加

28

10/ 27･

府中つばき祭り
図書館

今年は２日とも晴天に恵まれ、 多くの参加者があり
ました。
オープニングにはPR大使の金田さんも参加、
も
ちまきなどを行い会場を盛り上げていただきました。

消防／ごみ
カレンダー
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小倉さんからボールを奪取 !

アンジュヴィオレ広島の選手と一緒に♪

