まちづくり情報誌

TA N T O

宝くじ助成でコミュニテイづくり
赤向坂自治会ではこのたび宝くじ助成金で、地域コミュニティづくりの音響設備や紅白幕・ちょうちんな
ど、伝統文化行事(盆踊り)用具一式を揃えました。
この地区は、昔から盆踊りが盛んで、住民一体となって先祖供養をしてきました。
今年も開催に向けて準備を
片山自治会長
進めていましたが、７月に入
り減少傾向にあったコロナが再拡大したため、
やむをえず休止となりました。
片山自治会長も、折角の助成金で整備した
品々をみんなに披露できず、非常に残念と言わ
れます。来年はぜひ地区のみんなで口説き歌を
聴きながら、盆踊りができることを願っていま
す。
助成用具と自治会長自作の絵

防災リーダー

まちづくり活動・トピックス
西日本豪雨災害から３年!!

江戸時代、
内海航路が盛んだった頃、
広島藩は瀬戸内海の島々や沿岸部の高い所に
「火建山
（ほたてやま）
」
を作り、昼は煙・夜は火を焚いて合図する連絡ルートを造りました。今でも各地に火建山・火山などの地
名が残っています。
安芸津
藩は公儀の役人や朝鮮通信使などを接待する必要から、船が
吉名
近づいたら火建山からのろしを上げて通報し、準備にかかり
・ ・ ・
ました。
①
安芸津町の小芝島・安浦町のグリーンピア沖合に
ある横島・蒲刈町の松島・川尻町の柏島・下蒲刈
安浦
町の三之瀬などは火建山であり、貴重な歴史と
②
なっています。

№

所在地町

島名

① 竹原市吉名町

龍島

② 東広島市安芸津町

小芝島

③ 呉市安浦町

横島

④ 呉市蒲刈町

松島

⑤ 呉市川尻町

柏島
殿山

⑧ 呉市阿賀町

観音崎

おでかけ情報

阿賀
⑧

三之瀬

⑦ 呉市広小坪

広小坪
⑦

川尻

⑥

③
⑤

④
蒲刈

下蒲刈

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止の場合もあります。
）

安浦友愛大学コ－ラスクラブリリーズ30周年記念コンサ－ト
9/11（土）14:00～16:00

安浦まちづくりセンター・きらめきホ－ル
安浦地区育児相談室 9/17（金）10:00～11:30

安浦保健出張所１階健康増進室
やすうら土曜夕市
9/18（土）18:00～20:00 うどん処やまき醤油蔵駐車場
ストレッチング教室 9/21（火）10:00～11:30
安浦保健出張所
総合検診
9/29（水）
・30（木）8:30～10:30
安浦保健出張所

11

まちづくり協議会定例会
さわやかクッキング
第72回安浦町文化祭

やすうら青空市

ストレッチング教室
安浦地区育児相談室


11/2（火）18:00～19:00 安浦まちづくりセンター
11/5（金）10:00～12:30
安浦保健出張所
11/6（土）・7（日）9:00～15:00
安浦まちづくりセンター
11/14（日）9:00～11:00
場所調整中（別途ビラで報告）
11/16（火）10:00～11:30
安浦保健出張所
11/19（金）10:00～11:30
安浦保健出張所１階健康増進室

10

総合検診

まちづくり協議会定例会
さわやかクッキング
やすうら青空市

安浦地区育児相談室


10/1（金）
・4（月）
・5（火）8:30～10:30
安浦保健出張所
10/5（火）18:00～19:00 安浦まちづくりセンター
10/8（金）10:00～12:30
安浦保健出張所
10/10（日）9:00～11:00
場所調整中（別途ビラで報告）
10/15（金）10:00～11:30
安浦保健出張所１階健康増進室

12

まちづくり協議会定例会
さわやかクッキング
やすうら青空市


12/7（火）18:00～19:00 安浦まちづくりセンター
12/10（金）10:00～12:30
安浦保健出張所
12/12（日）9:00～11:00
場所調整中（別途ビラで報告）

ストレッチング教室

10/19（火）10:00～11:30

第90回・きらめき音楽館


10/23（土）11:00開演～
安浦まちづくりセンター・きらめきホ－ル

中畑・千倉神社境内

月

安浦保健出張所

月

9

月

2018（平成30）年７月の西日本豪雨災害では、町内各地に大きな被害が発生
し、大切な人命が失われました。
７月６日に安浦まちづくりセンター前で献花、７日には宮島大願寺副住職と
県内真言宗若手僧侶でつくる広島青年教師会８名の方々による、犠牲者追悼法
要が行われました。
３年前の豪雨を思わせる雨の中、安浦まちづくりセンター前と中畑千倉神社
境内にある被災碑の前で読経の後、本山（和歌山県高野山）で祈りをささげた砂
を碑の周囲に撒き、参列した住民も一緒に焼香し手を合わせました。

令和3年9月10日

江戸時代の通信・船が来たぞー!!

月

宮島大願寺と
高野山真言宗広島青年教師会が
追悼法要

No:48

瀬戸内のろしリレー !!

⑥ 呉市下蒲刈町
安浦まちづくりセンタ－前

と

安浦町まちづくり協議会 〒 737-2516 呉市安浦町中央 4 丁目 3-2（呉市役所安浦市民センター内） 電話：0823-84-2261（年 4 回発行）

安浦防災戦隊フセグンジャー

「安浦町防災リーダーネットワーク」は、防災リーダー有志35名が2019
年６月に立ち上げた呉市認定のボランティアグループです。
安浦町も西日本豪雨災害で甚大な被害を受けましたが、一人の活動は小
さいけど皆で結集して安浦の役に立ちたいと発起しました。最初は試行錯
誤でしたが危機管理課・社会福祉協議会、他にもたくさんの協力を得まし
た。
「防災は命を守るもの」
をスローガンに「横のつながり＝ネットワーク」
で情報の共有・発信をしようと活動しています。
「安浦新ええとこ祭り」
の参加、地域団体や小中学校で出前講座・防災訓
練・防災マップづくりなどを一緒におこない、また、自治会・社会福祉協
議会・まちづくり協議会との連携も図ってきました。その活動内容はホー
ムページにのせているので見てください。
これから、各自治会と協力して防災マップを作り、地域ぐるみの防災活動を進めたいと思います。

ん

発行

安浦町防災リーダーネットワーク

頑張る

た

町民の皆様にお願い!! 安浦町まちづくり協議会では、懐かしい昭和の安浦町
を写真で残したいと考え、写真集制作を企画推進しています。皆様の周りで
昭和20年～50年頃に撮影された写真がありましたら、ご提供下さる様お願
い致します。尚、提供の写真は後日返却致しますが、写真集の版権は安浦町
まちづくり協議会に属します。ご協力よろしくお願い致します。

やすうら

山本譲翁の残した450枚の風物画でたどる
安浦・暮らしの記憶

情熱企業 有限会社
シリーズ

太子堂近くの登山道と水飲み場

安浦の行者山
（ぎょうじゃさん）
は行蛇山と
記されたり、向山
（むかいやま）
などと呼ばれ
ています。古い時代に内海がまだ入海だった
頃、海をはさんだ向かいに山が見えたことか
ら土地の人々は向山と呼んだのでしょう。一
方、行者のいわれは、かつてこの山が修験の土地であったことからきています。
市中に雑居し入山修行をおこなった
〈俗修験〉
や
〈里修験〉
など、近世の民間宗教者の存在は歴史の中
に埋もれ消え去ろうとしています。弘法大師信仰に基づく修験の土地には、
必ず水が関わっています。
行者山の中腹には、今も枯れずに延命清水と呼ばれる湧き水が出ます。また、修験の人々が修行をし
た岩場が数多く残されています。大正時代始め頃に、修験の人々は途絶えたと伝え聞きます。
100年ほど前に歴史が途絶えたとはいえ、行者山の緑深い絶景の場所には、かつて修験者が厳しい
修行をおこなったであろう
〈獅子岩〉
〈お籠堂〉
〈くぐり岩〉
〈行者寝所〉
など数々の貴重な岩場が残されて
います。全国各地で失われつつある民衆にとっての修験道の痕跡。このままでは埋もれてしまうばか
りです。
自然と文化と信仰が融合して形作られた絶景、この貴重な歴史的景観を修景することができたら、
安浦にとって次代の観光資源となることが期待されることでしょう。緑に眠る行者山の歴史をこのま
ま埋もれさせてはなりません。

季

節

・

株式会社ベテリナリーサイエンス
呉市安浦町中央5-8-23 電話番号（0823）84-0666
HP http://www.v-s.co.jp

報

市原にビール醸造所ができる。
3年前の西日本豪雨災害で大きな被害を
受けた市原集落で、災害後に空き家となっ
た民家を借り、ビール醸造に挑戦する若者
がいます。横浜市出身の西原総司さん（21）
と藤戸淳平さん（24）です。
西原さんが18歳の時、災害ボランティア
IBブリューイング
として訪れたのが縁で、ビール造りの場所
へと繋がったのです。昨年起業し、現在広島市内に全国のクラフ
トビールを味わえる店を持ち、ネット販売もしています。
同時に、手造り醸造所の場所を探していたところ、住民から空
き家の元消防団員だった加川和美さん宅を紹介されました。
奥様に許可を貰い、納屋側を
左 西原さん 右 藤戸さん
ビール工場に、母屋をカフェに
と計画し工事が始まっていま
す。西原さんいわく、初出荷は
来年1月になる見込み。来年は
更に市原集落の田畑に沢山のヒ
マワリを栽培し、種を使った
ビールで加川さんや集落の皆さ
んにご恩返しをしたいと思って
います。

後列
前列

坂本夫妻
重森夫妻

カーショップサカモト社屋

る今と昔

写真でみ

※和暦のみ表記

住所

情

呉市安浦町安登西７丁目11-４ TEL：0823-84-6606

若元工業を支える精鋭の皆さん

時代とともに様
変 わり する景 色
や人々の暮らし。
懐 か しい 風 景 を
ご覧ください。

新型コロナウイルスにより、生活習
慣の見直しが注目されている今、人だ
けではなくペットの生活習慣も改善で
きるといいですね。
ペットの健康を考えるサプリが、こ
こ安浦町にありました。
商品名は、「わ
んサプリ」
「にゃんサプリ」ヒト由来
取締役社長
のL8020乳酸菌を配合した、ふりかけ
和田 伸行氏
のような粉末状のサプリです。
実際に使用した方からは、歯周病症状の緩和～毛艶がよ
くなったなどの嬉しい報告もあるそうです。広島空港２階
とびしま柑橘工房で購入できます。ぜひ一度試してみては
いかがでしょうか？

な

カーショップサカモト

カーショップサカモトは1982（昭和57）年、坂本雄二氏が自動車販売・
修理業として創業しました。
その後、２代目重森恵介・絵美夫妻が自動車検査員の資格を取得し、
指定整備事業、新車・中古車販売、車検、整備、板金、塗装、自動車保
険代理店など中国運輸局指定工場として家族４人で事業を営み来年で40
周年を迎えます。
坂本さんは、以前は消防団で活躍され、退団後も地域活動に積極的に
参加しています。その想いは２代目重森夫妻にも引き継がれ、恵介氏は
消防団員や中小企業家同友会などで、また絵美さんは呉広域商工会で、
町おこし・地域清掃・地域イベントなど積極的に活動しています。これ
からも地域との繋がりを大切にし、「確かな技術と真心サービスでみな
さまに奉仕する」をモットーに信頼される車屋を目指しています。

安浦アーカイブ

人もペットもコロナに負けるな！

旬

地域のみなさまに愛されて40年！
！

三津口４丁目

内海南1丁目

昭和40年代中頃の写真と思われる。
住吉神社前の子の浦川上部に、櫂伝馬の倉庫が設置さ
れている。

昭和40年代中頃の写真と思われる。
川には木造の伝馬船と道路には昭和のレトロな自家用
車が写っている。

子の浦川・櫂伝馬倉庫と住吉神社関係は昔と同じ、新開
地には工業ガス工場とホームセンタ－が進出した。

山並みと家は昔と変わらず、３年前の西日本豪雨災害
の被害も復旧され、元の風景に戻った。

