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まちのわだい
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ヒューマンフェスタ2017in府中町を実施しました
くすのきプラザで開催し、１日人権擁護
委員として広島東洋カープの九里 亜蓮
投手を招き、インタビュー、表彰式のプ
レゼンターや記念撮影、即席サイン会を

行い各イベントが盛り上がりました。また、おに画
作家として活躍中の「しの武

ぶ

」さんによる人権講演
会では、講師のこれまでの体験を通じて、どんな逆
境でも見方や心のあり方を変えるだけで、人生が明
るく前向きに過ごせるというお話をされ、多くの参
加者が感銘を受けました。

12月
10日

　ヒューマンフェスタ2017in府中町で表彰した受賞
者を紹介します。
【人権啓発書道コンテスト･人権作文コンテスト表彰式】
　府中町人権啓発書道コンテスト　町長賞
　　5年生  竹本 百亜さん(府小)、中川 英里奈さん(南小)、佐藤 凛さん

(中央小)、早川 心陽さん(東小)、久保田 琴音さん(北小)
　　６年生  光勢 未彩さん(府小)、宇根田 実祈さん(南小)、

大坪 美嬉さん(中央小)、天道 悠葵さん(東小)、
春木 彩花さん(北小)

　　中学１年生  土井 惟花さん(府中中)、川手 詩楽さん(緑中)
　　高校生 金舛 育実さん(安芸府中高2年)
　中学生人権作文コンテスト
　　府中町人権擁護委員連絡協議会会長賞
　　川﨑 莉紅さん(府中中3年)、山根 すずさん(緑中3年)

【町制施行80周年記念事業｢私の感謝状｣コンクール表彰式】
�町長賞　平尾�凌さん(小学5年)
�副町長賞　山口さん(一般)
�教育長賞　瀧口�雅月さん(中学1年)
�府中町人権擁護委員連絡協議会会長賞　石本�一将さん(高校2年)

１日人権擁護委員 九里投手

オープニング（りゅうせん幼稚園鼓笛隊・コーラス）

人権講演講師　しの武さん

問 府中セミナー実行委員会 ( 事務局 社会教育課内）☎ 286 ｰ 3272

府中セミナー

　196７年三原市出身。世羅高校を経て、中京大学に進学。卒
業後、陸上競技部第１期生として中国電力に入社。2004年か
ら青山学院大学の監督に就任。2009年に33年ぶりの箱根駅伝
出場を果たす。以降９年連続出場。2015年青学史上初箱根駅
伝総合優勝に輝く。2016年には、箱根駅伝２年連続総合優勝、
39年ぶりに１区から10区まで一度も首位を譲らない完全優勝

【プロフィール】

[日時]３月25日㈰�午後1時30分～3時30分(正午開場)
[場所]�くすのきプラザ��２階�大アリーナ

町制施行80周年・くすのきプラザ開館10周年記念事業

※駐車台数に限りがあります。公共交通機関等をご利用ください。

「箱根駅伝４連覇への道のり」

[講師]　原
は ら

��晋
すすむ

さん
青山学院大学　特別研究員
陸上競技部 長距離ブロック監督

という快挙を達成。201７年箱根駅伝３年連続総合優勝、大学
３大駅伝である出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の優勝
により、大学駅伝３冠という快挙も成しとげる。３連覇３冠
の同時達成は史上初。2018年箱根駅伝では、史上６校目の４
連覇達成を果たす。ビジネスの経験を活かした「チームづく
り」「選手の育成」で陸上界の常識を破り、快進撃を続ける。

[入場券]
　１枚　500円【１人10枚まで】
　販売場所����くすのきプラザ(１階�社会教育課)、

南公民館

◆�３歳以下の子どもは、保護者の膝の上に座る場合に限り
無料です。(席が必要な場合は入場券が必要です)

２月９日㈮

入場券
販売開始

から

町からのお知らせ
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NHK｢ふるさと自慢うた自慢｣
ラジオ公開録音を行いました

ステージには、町内22人のみなさんが
出演し、府中町の自慢や歌を披露しま
した。(町制施行80周年･くすのきプラ
ザ開館10周年記念事業)

放送予定(NHKラジオ第1)◆2月3日㈯午後4時5
分～4時55分｢ふるさと自慢うた自慢｣◆2月10日㈯
午後4時5分～4時55分｢ふるさと自慢コンサート」

12月
15日

大 会 結 果

中学生英語暗唱の部
【最優秀賞】
　１年生の部　難波 匡燿、杉久保 乃之佳（府中中）
　２年生の部　大勢登 直也（府中中）
　３年生の部　服部 心遥（府中中）
【皆　勤　賞】　堀本 淳矢、服部 心遥（府中中）
外国人日本語スピーチの部
【最優秀賞】チーズミッチ･アダ（ボスニア・ヘルツェゴビナ)
ゲストスピーチ【小学生部門】
　清平 愛莉、藤崎 心春、真鍋 一朗、上野 蒼依、
　小泉 沙弥夏、相良 唯奈、萩 ひより（南小5年）
ゲストスピーチ【高校生部門】
　キャパー･実生･ヘレナ（安芸府高1年）

12月17日 くすのきプラザ※敬称略。入賞者のみ掲載。

中学生英語暗唱大会・外国人日本語
スピーチコンテスト

小学４年生男子の部　鈴木 司
　　　　　女子の部　佐伯 和香
小学５年生男子の部　髙橋 和意
　　　　　女子の部　道行 音和

12月10日 空城山公園※敬称略。１位のみ掲載。府中町ロードレース大会
小学６年生男子の部　松浦 大起
　　　　　女子の部　石本 紗英
　　中学生男子の部　喜種 彩仁
　　　　　女子の部　荒木 姫菜

一般男子の部Ａ　岸本 俊介
　　　　　　Ｂ　熊谷 幸路
　一般女子の部　菅 由美

小学１年生の部
　金賞　中村 静渚(府小）
　銀賞　大下 優(北小)
　　　　沖田 眞奈(南小)
　銅賞　山本 空(中央小)
　　　　福田 龍士郎(中央小)
　　　　濱本 若菜(南小)
小学２年生の部
　金賞　尼川 奏羽(中央小)
　銀賞　石井 陽梨(中央小)
　　　　河野 桃夏(府小)
　銅賞　吉田 萌夏(東小)
　　　　柳瀬 快美(南小)
　　　　村上 真日菜(東小)
小学３年生の部
　金賞　松井 日向子(南小)
　銀賞　川手 央都(南小)
　　　　大野 果凛(南小)
　銅賞　中本 悠月(府小)
　　　　吉川 千奈月(北小)
　　　　濱本 向日葵(南小)

新春かきぞめ大会入賞者 府中公民館　１月６日開催（敬称略）

中学生の部
　金賞　花田 彩芽(東雲中)
　銀賞　佐藤 心(東雲中)
　　　　谷脇 沙也花(緑中)
　銅賞　平川 祥大(緑中)
　　　　吉川 小百合(府中中)
　　　　長崎 琴子(緑中)
高校・一般の部
　奨励賞　小笹山 晶(安田高)
　　　　　平川 萌恵(安芸府高)
　　　　　寺本 洋美(一般）
　　　　　松本 恵子(一般)

小学４年生の部
　金賞　松田 唯花(府小)
　銀賞　檜山 紗和(南小)
　　　　河野 妃夏(府小)
　銅賞　永尾 望帆(府小)
　　　　林 友紀(府小)
　　　　日浦 優(中央小)
小学５年生の部
　金賞　那賀 ひより(南小)
　銀賞　中川 英里奈(南小)
　　　　松本 あかり(南小)
　銅賞　川手 彗衣(南小)
　　　　村上 果日梨(東小)
　　　　石黒 智(府小)
小学６年生の部
　金賞　光勢 未彩(府小)
　銀賞　佐藤 大(南小)
　　　　石内 美羽(府小)
　銅賞　宇根田 実祈(南小)
　　　　湯地 愛彩(府小)
　　　　本谷 真裕(府小)

小学１年生の部
金賞作品

【 講評】
　 　参加された方々はさすが、出来栄えは

しっかりと鍛錬されていることが感じられ
ました。強いて望めば「自分らしさが表現
できないかな」と思います。墨を磨

す

って書
かれた方が印象に残っています。

　現代書教室 講師　椎木 剛さん
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