このコーナーは市内のいろいろな出来事を紹介するコーナーです。
皆さんの身近な出来事をお知らせください。
総務課秘書広報室
〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地
☎・お太助フォン 42-5627
42-4376

祝 ! 全 国 大 会出場
3月14日（水）、クリスタルアージョ小ホールにて全
国大会出場者を招き選手壮行会が行われました。

代
日）／八千
2月25日（
3月3日（土）、4日（日）／吉田・向原
宮
3月11日（日）／高
春！町民文化祭

全国大会出場者

ロボカップジュニアジャパンオープン
2018和歌山

（ロボット競技ワールドリーグサッカー）

3月30日
（金）～４月1日
（日） 和歌山県和歌山市
よしの

吉野

みつき

たわら

光稀さん（向原小６年） 俵

たくま

巧磨くん（向原中1年）

第13回 春の全国中学生
ハンドボール選手権大会（中学生女子）
3月24日
（土）～28日
（水） 富山県氷見市
あみ

こさき

たなか

しおり

なかむら

やまだ

れんじゅ

いながき

おりは

折端

亜美さん（甲田中1年） 小先

田中 志織さん（甲田中1年） 中村

山田 蓮珠さん（甲田中1年） 稲垣
しげもと

重本

せりな

芹奈さん（甲田中1年）
あおい

碧衣さん（甲田中1年）
あやか

絢夏さん（甲田中2年）

ひさね

悠宇さん（甲田中2年）

第43回
全日本バトントワーリング選手権大会

（ソロトワールU-15）

3月23日
（金）～25日
（日） 愛知県名古屋市
おどい

七海さん

（吉田中3年：PL広島第一MBA〈吉田バトン教室〉所属）

第13回春の全国中学生
ハンドボール選手権大会(中学生男子）
おおさき

とだ

まさゆき

戸田 正之さん（昨年12月に亡くなられました）
41年間吉田町においてスポーツ少年団活動として
の卓球指導などの活動に対し日本体育協会・日本
スポーツ少年団より感謝状が贈られました。

第36回JSBA全日本
スノーボード選手権大会

（ジュニア男女の部）

3月22日
（木）新潟県南魚沼市
こうの

河野

かんな

柑奈さん（郷野小4年）

平成29年度メイプル賞授賞
ふかだ

こうへい

深田 康平さん（吉田高校３年）
昨年度の文部科学大臣杯日
本カヌースプリントジュニア
選手権大会優勝などの優秀な
成績を評し、広島県教育委員
会より学習活動やスポーツ活
動で優秀な方に贈られるメイ
プル賞を授賞されました。
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優秀地域安全推進員表彰受賞
ひらの

ひろのり

平野 弘則さん
平成17年に地域安全推進員に
就任し、地域振興会代表などを
務める傍ら、防犯パトロールや
啓発など、地域の安全安心への
多大なる貢献を評され受賞さ
れました。

©2018 S.FC

大会の実行委員を務める吉田神楽団、高猿神楽
団、八千代神楽団を含む9団体が出演。会場の外
には子どもが神楽の衣装を着て撮影できるブース
も設けられ、神楽ファンを喜ばせていました。
）
3月25日（日 神楽門前湯治村「神楽ドーム」
ひろしま神楽グランプリ2017受賞記念
神楽ドーム特別公演

）
3月23日（金 向原運動広場一帯
災航空隊合同
安芸高田市消防本部・広島県防
林野火災防御訓練

タバコの不始末により出火
し、延焼拡大している想定
で訓練を実施。消防ヘリを
使った大掛かりな訓練は、
終始 緊 張 感漂う中で実 施
されました。
3月25日（日）
高宮町、美土里町一帯
芸高田
リーin安
2018ラ

昨年のひろしま神楽グランプリで優勝した筏津神楽団と横田
神楽団の2団体が圧巻の舞を披露。詰めかけた1,000人の観
客を熱狂させました。
～ 御里茶屋
2月9日（金）
三矢そば打ち道場（5期）

～
（土）
3月31日
かたくりの里
向原かたくり祭り

平成29年度
広島県体力つくり優良団体表彰

一面に咲く美しいかたくりを満喫できる
かたくり祭りも今年で最後。来場者から
は惜しむ声も聞かれました。

安芸高田市陸上競技協会
安芸高田市陸上競技協会は小学
生の大会である川村杯駅伝競走
大会などを開催し、
市民の陸上競
技力の向上に尽力されています。

第11回三矢の里神楽共演大会

市内外から約30人が参
加。地図とヒントカード
を片手に、吉田 町 内の
元 就ゆかりの 地を楽し
みながら散策しました。

3月26日
（月）～28日
（水） 香川県高松市

平成29年度
日本スポーツ少年団感謝状贈呈

向原

元就めぐりさんぽ

第37回 全国高等学校空手道選抜大会

順哉さん（如水館高校2年：吉田中出身）

（日）
3月18日
クリスタルアージョ

）
3月17日（土 郡山城下一帯

（団体組手男子・団体形男子）
じゅんや

江の川で『N P O 法 人 江の川 鮭 の
会』が主催する、鮭の稚魚の放流イ
ベントが行われました。子どもたち
は、
「またこの川に帰ってきてね」と
願いながら放流を行っていました。

吉田

八千代

ゆうた

大﨑 優太くん
（向原中2年：広島メイプルレッズJrスポーツクラブ所属）

近藤

の川
夢ふたたび江
～鮭よかえってこい～

2月下旬から3月中旬に
かけて市内各地で文化
祭が開催されました。
芸術作品の展示を行っ
た向原では2年ぶりの 高宮
開催。各会場とも地域
の子どもたちや団体に
よるステージ発表やバ
ザ ーなど で 盛 り上 が
り、多くの来場者で賑
わいました。

3月24日
（土）～28日
（水） 富山県氷見市

こんどう

おめでとうございます

ななみ

尾土井

3月4日（日）
高宮町川根・梶矢橋付近

全国から集まったカラフルなラリーカー
が緑豊かな市内を疾走。沿線では観戦
者たちが大きな歓声を上げていました。
トヨタ自動車の豊田章男社長も出場し
ました。

5回の講座でそば打ち技術を習得する
「そば打ち道場」が開講。参加者は初
心者が中心で、講師がそばを打つ様子
を真剣な面持ちで見つめていました。
第6期「そば打ち道場」参加者募集

受講料／1回2,000円
（5回連続10,000円）
開催日時／6月18日
（月）
、
29日
（金）
、
7月2日
（月）
、
6日
（金）
、
9日
（月）
［全5回］
申込期間／5月7日
（月）
～6月6日
（水）
問
□公益財団法人
安芸高田市地域振興事業団
☎42-1011
42-4322
kanri@mourinosato.jp
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