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４月  定 例 会 の お 知 ら せ  
『一絵一筆』 ～人と人とをつなぐ水墨画の魅力とは（実演あり）～ 
【と  き】  ４月２１日（木） １３：３０～１５：００   
【講  師】  栗田 美鶴さん （水墨優美会主宰） 
【ところ】  佐方市民センター １階 大研修室   

５月  定 例 会 の お 知 ら せ  
『エンディングノートのススメ』 ～より自分らしく生きるために～ 

【と  き】  ５月１９ 日（木） １３：３０～１５：００   
【講  師】  ファイナンシャルプランナー 三上 貴久美さん 
【ところ】   佐方市民センター １階 大研修室 

佐方市民センター 

〒738-0001 廿日市市佐方一丁目 4-28  ☎ 32-5049 Fax 32-5073 

ホームページアドレス  http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/sagatascsc/ 
メ ー ル ア ド レ ス  hatsukaichi.city.sagatacc@fch.ne.jp 
開館時間９：００～２１：３０ 休館日 国民の祝日、年末年始（１２/２９～１/３） 

 

『 ハンバーグ・サラダ・ツナご飯・ 
       オートミールクッキー 』 

 
【と き】 ５月１４日（土）10:00～13:30                                                                 

【ところ】  佐方市民センター ２Ｆ調理実習室 
【対 象】 小学生 
【定 員】 ２０名 
【講 師】 後藤 香代子さん 
【参加費】 1人５００円（材料費） 

※当日集めます。 
【申込み】 ４月１１日（月）から 

※電話（９：００～）・窓口（８：３０～）            
【持参物】 エプロン、三角巾、布巾、お茶、 

手ふきタオル、上履き、 
タッパ（食べきれない人のみ）  

材料購入後のキャンセルの場合は、参加費を 
お願いする場合があります。 

リトルシェフ 第１回 

ホームページアドレスが変わります   ４月１日から佐方市民センターのホームページアドレスが次の

ように変わります。中身もリニューアルされているので、のぞいてみてください♪ 

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/sagatascsc/ 

先月、時間帯通行止めでご紹介しました「ガード 

下」をくぐり洞雲寺公園の横に向かう T字路に緑 

のラインが引いてあります。廿日市駅北側が使用開始になり、交通量も
増えたため、通学路・生活道としてより安全に横断出来るよう、地域や佐方小学校 PTA

より廿日市警察に横断歩道を要望しておりますが、すぐの対応は難しいのが現状です。そ
こで「子ども達が少しでも安全に横断出来るように」と廿日市市役所維持管理課の方に相
談をしたところ、児童の新入学のことも考慮して、すぐに廿日市警察署と連携・相談をし
て、3月 17日に【緑のライン】とストップマークを設置して下さいました。遠くからで
もよく見えるラインですが、十分に車には気をつけて通行してください。 

ご存じですか？ 緑のライン！ 

 

 絵 本 大 好 き ！ 

★ 場 所 佐方市民センター児童室（１階） 
★ 参 加 費 無 料   
★ 申 込 み 不 要 
♪10 時からはおおむね ０歳～１歳半ぐらいの乳幼児を対象 
♪11時からはおおむね １歳半～３歳ぐらいの幼児を対象 
（年齢に合わせた絵本を選んでいますが、どちらに参加さ
れても大丈夫です。） 

平成２８年度の予定     《平成２９年》 
４月２０日  １０月１９日    １月１８日 

５月１８日  １１月１６日    ２月１５日 

                 ３月１５日 

 

 

～～日夜勤職員についてお知らせ～～ 
 💐 ３月３１日 退職者 💐 永田 浩敬       
💐 ４月 １日 新採用 💐 中部 文猪 
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いきいき健康体操 
と  き   ４月７日(木)、２１日(木) 

５月６日(金)、１９日(木) 

各回 10：00～11：30 
と こ ろ  佐方市民センター  

第１・第２研修室、多目的室 
指導者   ＮＳＣＡ認定パーソナルトレーナー 
参加費  無料 
内 容  ミニボールトレーニング 
      ペットボトルトレーニング 他 
持参物  運動しやすい服装、靴、飲み物等 
 
 
主 催 佐方アイラブ自治会 住民福祉事業局 

高齢者活動部 

   

４月のお茶の会は、 
研修のため 
４ブロックすべてお休み 
です!! 

 

       
 
 

と き ４月１７日（日）14:00~17:00 
ところ 佐方市民センター ２階 調理実習室      

定 員 １５名（先着順） 
持参物 エプロン、頭巾、マスク、布巾  

参加費 ２００円   

 
申込み 専用申込書に記入し、窓口横の受付箱へ 

４月１３日(水)までに入れてください。 
 
※申込み用紙は、佐方市民センターにあります。 

     
 
主 催 佐方アイラブ自治会 住民福祉事業局 

（男性料理教室実行委員） 

 

 男 性 料 理 教 室 

５月の予定 
 

３日（火） 休館日（憲法記念日） 

４日（水） 休館日（みどりの日） 

５日（木） 休館日（こどもの日） 

６日（金） いきいき健康体操 

８日（日） 佐方アイラブ自治会総会  

９日（月） あいさつ運動 

１０日（火） 「ママといっしょ」開始 

１１日（水） ネバーランドプチプチ開始 

 １３日（金） クラブ代表者会議 

１４日（土） 第１回 リトルシェフ 

１４日（土） 佐方子どもおもしろ広場 

１８日（水） 絵本大好き！ 

１９日（木） いきいき健康体操 

１９日（木） 七福大学・佐方市 

 ２９日（日） 佐方小学校 運動会 

 

毎週木曜日 放課後子ども教室 

 住民福祉事業局 

カレンダー 

  ４月の予定 
 
５日(火) 被爆者定期健康診断 

５日(火)  佐方保育園 入園・進級のつどい 

６日(水)  佐方小学校・廿日市中学校 始業式 

７日(木) いきいき健康体操 

７日(木) 佐方小学校・廿日市中学校 入学式 

９日(土) ほうりん幼稚園 入園式 

１１日(月) あいさつ運動 

１２日(火) 狂犬病予防接種 

１７日(日) 男性料理教室 

２０日(水) 絵本大好き！ 

２１日(木) いきいき健康体操 

七福大学・佐方市 

２４日(日) れんげ祭り 

２９日(金) 休館日（昭和の日） 

２９日(金)～５/１(日) 

 アジアトライアスロン選手権 

毎週木曜日 放課後子ども教室 

（今年度は４月１４日からスタートします） 
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 鯉のぼりが天空を舞い、れんげの咲き乱れる田んぼの 

中で自然を満喫し、佐方のすばらしさを語り合いましょう♪  
と き  ４月２４日（日）９：００～  雨天決行 
         
ところ  西広島バイパス佐方２号トンネル北側の田んぼ 

 
※駐車場がありませんので、徒歩又はさくらバス 
（「佐方」停留所下車）をご利用下さい。  

  
主催 佐方アイラブ自治会・れんげ祭り実行委員会 

毎年５月に開催していました 

【佐方地区親善運動会】は、 

今年度から１０月の第４日曜日

（今年は１０月２３日（日）です）

に変更しました。 

詳細は、１０月の「広報さがた」

にてお知らせします。 
 
主催 佐方アイラブ自治会  

コミュニティ事業局 体育部 

 安心安全事業局 

４/１１（月）、５/９（月） あいさつ運動について 
 

 コミュニティ事業局・れんげ祭り実行委員会 

 

 

 

 

 

 心も身体も若々しくいるために、体操などを一緒に始めませんか？ 

日 時：毎週月曜日 ９：３０～１１：３０（４月 18日～9月 12日） 

場 所：佐方市民センター 

対象者：医師からの運動制限を受けていない 65歳以上の人 

内 容：ご家庭でも気軽にできる運動や、ボールなど身近にある道具を 

使った楽しい運動のほか、口腔や栄養に関する教室も行います。 

 定 員：３０名 

 参加費：２，０００円（参加途中での返金は出来ません） 

服 装：動きやすい服装・運動靴 

持参品：飲み物（水分補給用、タオル） 

 申し込み先：地域包括支援センターはつかいち 

       TEL３０－９１５８  
※申込み多数の場合は介護予防の必要性の高い方を優先させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

佐方在住の漫画家 

【いなだやすあきさん】

が描いてくださってい

る「佐方の様子」。 

今月のたぬ男くん、れん

げ祭りに参加していま

す。 

皆様も、たぬ男くんと一

緒にリフレッシュしに

行きましょう♪ 

 地域包括支援センターはつかいち
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「原点」は何だった？ ～あの頃・あの時の自分を覚えてますか？～ 
 右の橋のような物は一体何なのでしょうか？初めて見た時、これが何で、どのように使われるも

のか見当もつきませんでした。この場所を含めた一帯は、今年世界遺産登録 20周年を迎える「嚴島

神社」よりも前、1989年に世界遺産に登録されており、今月（4月）21日には、この場所のそばで

第 31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）（8月 5日（金）～21日（日）までの 17

日間で開催）の「採火式」が行われます。ご存知のとおり「オリンピック」の名称は、古代オリン

ピックが開催された場所がオリンポス（オリンピア）であったことが由来とされ、オリンポスには

ギリシア神話の主神であるゼウスの神殿があり、主神ゼウスに捧げる祭典競技としてギリシア全土

から選手が集まりました。ちなみに、古代オリンピックで最初に行われた競技は、1スタディオン(ゼウスの足裏 600歩分

に相当する？約 191・27m)のコース を走る「競走」だったそうです。その起源は祭壇に供物を捧げる際に行われた競走

のようで、祭壇までの 1スタディオンを最も速く走った者に、供物に点火する名誉が与えられたといます。今年のリオデ

ジャネイロオリンピックは（近代オリンピックではありますが）28競技 308種目もありますが、紀元前 776年の第 1回

大会から紀元前 728年の第 13回大会までの古代オリンピックで行われていたのはこの「競走」1種目だけで、たった 1

日で終了していたようです。オリンピックの原点は「１スタディオン競争」であり、この写真の石は、その「スタートラ

イン」だったようです。当時の若者たちは、一体どのような思いでこの石の上に立っていたのでしょうね？ 

さて、みなさんはアトランタ(1996年)、シドニー(2000年)、アテネ(2004年)のオリンピックにおいて、

金銀銅のメダルすべてを獲得させた日本の中小企業があることをご存知でしょうか？埼玉県富士見市に

ある「辻谷工業」という小さな町工場がその会社です。製造しているのは「砲丸」。その砲丸を製作し、

世界一の砲丸職人と言われたのが、左の写真の方、辻谷政久さんですが、誠に残念なことに昨年の 9月

20日、82歳でお亡くなりになりました。 

辻谷さんが砲丸を作り始められたのは、1966年に、スポーツメーカーからの依頼がきっかけでした。

当時の砲丸の国際規格は、決められた重量より重ければ合格という状態であったためか国内には砲丸メ

ーカーが 10社程度あったようです。しかし、1980年にこの国際規格が変更され、許される重量の誤差

がわずか 20g以内となり状況は大きく変わります。重さを測るのも難しく、10g削るのも目で確認できず、削りすぎれば

仕入れた鋳物が無駄になるため、ほとんどの会社は砲丸づくりから撤退してしまいます。辻谷さんは、独自の加工マニュ

アルを作ろうと試みますが、どんなに精密なマニュアルを作っても作る度に重量が変わり、マニュアルは通用せず多くの

不良品が出てしまいます。そこで、オリンピックで入賞した砲丸を 7か国から取り寄せ、2つに割り砲丸の成分を調べて

みました。すると外国の砲丸は、中に空洞があったり、鉛を入れて重さを調節していることがわかりました。「こんな細

工をした砲丸に負けたくない。自分は、ごまかしのないものを作りたい。」と考えた辻谷さんは、細工の方法を考えたり、

見えないところを調節して処理をするのではなく、「鋳物」そのものについて一から勉強し直すべく地元の鋳物屋さんで

修業することを決心します。約 1年半鋳物工場に通い、原料の成分比、温度や湿度による重量や密度の変化など鋳物に関

する修行をされた結果、誤差は「＋9～10g」に統一されます。決め手は、3つの「勘」、「音」「色」「ハンドルから手のひ

らに伝わる圧力」に関する「技」でした。辻谷さんは砲丸を丸く加工していく際、ほとんど砲丸を見られなかったそうで

す。ならい旋盤で丸く削られていく途中で、その音を聞き、鋳物の色艶から硬い部分と柔らかい部分を見極め、手から伝

わる圧力で硬さを確信し、出来上がりの重心を見極めるのだそうです。これらは旋盤工としての長年の経験が生かされた

ものでした。また、微妙な硬さを感じ分けるのだから、手は大事にしておられ、手にハンドクリームを塗り、手袋をして

寝ておられたそうです。そしてその結果が、「細工」や「ごまかし」のない重心を中心に置いた「手

作りの砲丸」の完成であり、3大会連続で金銀銅のメダルをとったすべての選手が、辻谷さんの

砲丸を選ぶことにつながりました。 

辻谷政久さんは生前こんな言葉を大切にしていらっしゃいました。「原点に立ち返れば必ず解決

法は見えてくる」。4月 1日は新しい年度のスタートの日。スタートラインに立っておられる人も

多いと思います。「夢」いっぱいの方もおられれば、進むべき方向が見えなかったり、物事がうま

くいかなかったりして悩む方もあるかもしれません。そんな時、「スタートライン」に立ったあの頃・あの時の、あのド

キドキ・ワクワクを思い出してみませんか？学校に入学した時の思い、仕事に就いたあの時の思い、今の自分の立場に立

った時の思い、何かを始めた時の思い、今の組織が動き始めた時の思い…に立ち返ってみませんか？相田みつをさんの書

に「一とは原点 一とはじぶん」というのがあります。ひょっとすると、私たちは、毎日の同じ生活の繰り返しの中で、

あの新鮮さもドキドキも不安も、そして自分がスタートライン「一」の前に立った時の思いすら忘れてきているかもしれ

ません。年度の初めに、もう一度、謙虚に自分の「原点」とは何だったのかを振り返り、「細工」や「ごまかし」のない

「重心を中心に置いた」1年にするための「新しいスタート」を切りたいものです。 

 

      

HOT  

http://yo-roppatabiannai.up.n.seesaa.net/yo-roppatabiannai/image/E382AAE383AAE383B3E38394E382A2E382B9E382BFE383BCE38388.jpg?d=a1

