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第４０回 中央西地区ロードレース大会 結果  

       １位     ２位     ３位 

小学 

１年 

男子 小関 誠尊 井上 翔琉 大久保 圭悟 

女子 面谷 花乃 東 美月 原田 桃華 

小学 

２年 

男子 高橋 一壽 広谷 尚幸 木村 直人 

女子 田島 楓花 平原 里桜 大和 美空 

小学 

３年 

男子 中野 豪心 久田 祐也 平原 凜太朗 

女子 長岡 蓮月 川原 希海 小島 夢祈 

小学 

４年 

男子 𦚰木 隼斗 宮元 颯玖 松本 瑛汰 

女子 小関 凛華 小野 朱佳里 長重 佳奈 

小学 

５年 

男子 久留米 諄 大本 凜之丞 世古口 啓志 

女子 中野 美宇 吉本 千乃 𦚰木 美優 

小学 

６年 

男子 久田 智也 篠原 颯太 堀 幸永 

女子 松永 彩里 濵根 果穂 川端 彩聖 

中学生 
男子 畝本 晃丞 中元 喜一郎 松尾 璃偉 

女子 ﾜｲﾃｨﾝｸﾞ 快 池田 美咲 久留米 萌 

親子  清末 稜真 中家 春花 井上 翔琉 

一般  藤井 三弘 広藤 太郎 山本 清司 

壮年  内田 哲二 清水 巌  

   

 

健康づくり  二河峡花めぐりウォーキング  

開催日時 平成３１年４月７日（日）（雨天中止）  

集合時間 午前８時３０分  出発時間 ８時４５分   

集合場所 かもめ児童公園（三条１丁目・根石電気前） 

コース（６㎞） 

かもめ児童公園→かもめ橋→上山手橋→二河峡公園→上山手橋→三津田橋 

→桜並木の二河公園→かもめ児童公園（解散） 

※ 水分・タオル等をご持参ください。 

※ 参加賞があります。 

 ☆万一に備えて，レクレーション保険に加入します。 

主催 川原石地区健康づくりのための運動普及推進協議会 

両城・三条地区健康づくりのための運動普及推進協議会 

共催 呉市保健所 

問合せ先 君崎 ℡２１－３１３８  相原 ℡２２－４８０１ 

二川まちづくりセンター 

サークル紹介 

ハーモニカ同好会 

代表者 萩山 武 

部員２１人 

練習 月２回 第２・４木曜日 

（月３回のときもあります。） 

初心者歓迎 

会費 ３ヶ月分 7,000円 

是非１度見学にお越し下さい。 

お問い合せ 二川まちづくりセ

ンター（２１－３９６１） 



  

 

 

 

 

【性別】男性 33 女性 67％  

【年齢】 

中学生       1.9％   19 歳以下  1.3％ 

20～29 歳   0.4％   30～39 歳  5.1％ 

40～49 歳   3.0%   50～59 歳  5.1％ 

60～69 歳  27.1％   70～79 歳 47.5％ 

80 歳以上    8.5％ 

【センター利用の頻度】 

よく利用する（月に４回以上）  32.1％ 

ときどき利用する（月に１～３回） 60.3% 

あまり利用しない（年に数回程度）  5.3％ 

初めて利用した    2.4% 

【利用目的】 

講座・教室に参加   40.6％ 

サークル活動    40.6％ 

民間非営利団体の活動    5.4％ 

行政（市，県，国）主催の行事    1.7％ 

講演会     2.4％ 

展示・発表会     3.1％ 

図書の利用     2.3％ 

その他     3.8％ 

【施設利用の満足度】 

満足     47.4％ 

まあまあ満足    36.5％ 

普通     14.9％ 

あまり満足していない    1.1％ 

全く満足していない    0.0％ 

【窓口対応】 

良かった    64.6％ 

どちらかといえば良かった  13.8％ 

普通     21.5％ 

あまり良くなかった    0.0％ 

良くなかった     0.0％ 

【センターで学ばれたことの活用】 

すでに活用している。   32.6％ 

機会があれば活用したい。  52.3％ 

活用しようと考えたことがない  10.0％ 

思わない     5.1％ 

【センターに力を入れてほしいこと】 

講座等の充実    35.5％ 

自主サークルへの支援   31.1％ 

講演会などの開催   10.70％ 

地域団体への支援    3.0％ 

貸し館事業     3.0％ 

まちづくりセンター活動の情報提供 11.7％ 

その他     4.9％ 

 

 

まちづくりセンターアンケートについて

二川まちづくりセンターでは，１２月２０日（木）から 1月２７日（日）までの間，当センターの利

用者の皆様にアンケートをお願いし４７９人の方からご回答をいただきました。 

その概要を報告します。 

アンケートご協

力ありがとうご

ざいました。 

 

◆意見，要望等 

◯トイレを洋式に 〇トイレの消臭 〇ホール，廊下が暗い 〇切れた電球の交換を早く 

〇駐車場の舗装 〇陶芸窯の更新 〇場所が高齢者に不便 〇本を増やして 〇自販機でうどん 

〇全体に汚い。掃除は行き届いている 〇雨漏り等で床が汚い。 

〇使用料を安く。使用料無料化 〇予約制限の緩和 〇月２回の講座を４回に 〇自主サークルへ

の支援充実 〇人数の少ない講座はサークルに移行すべき 〇人数少ない講座でも継続させて 〇

同好会でもセンターまつりに参加したい 〇センターの活動内容を知りたい 〇希望講座（男の料

理教室，大人の英会話，知識向上，自己啓発，体力作り，高齢者の室内運動，小学の餅つき大会，

コンサート，音楽初心者講座，落語などたのしいこと，呉の歴史，ＡＩ・自動運転の講習，健康体

操，ストレッチ，化学実験，手作り手芸，保存食品，パソコン，民謡，オカリナ，小中学生向きイ

ベント，市民大学 ◯アンケート結果の反映 〇職員の対応が杓子定規 〇センターまつりと小学

校発表会がいつも重なる。 


