
2019 年度（平成 31 年度）　活動風景

【九門明自然学校：さとやまキャンプチラシ】

【12 月のアートクラブ@CLiP HIROSHIMA】

【長岡市立南中学校：平和学習】

【安佐南区子育て応援マップ 河内・緑井】 【安佐北区ウォーキングマップ 飯室地区】

【放課後児童クラブ コレマナ】
右上：コレマナ五日市駅前・新設
右中：コレマナ五日市・お誕生日会
右下：コレマナ五日市・川遊び遠足

飯室地区版

飯室地区みどころ

健康ウォーキングのすすめ

このマップは、飯室地区の有志が集まり作成したものです。
これから歩こうと思っている方、すでに歩いている方も、この
マップを利用し、楽しみながら健康づくりに取り組んでみませんか。

みんなで気軽に楽しく歩きましょう

わが町新発見…
こんな

いいところが !!

仲間との楽しい
おしゃべりで
リフレッシュ

のどかな景色と
四季の風景を
楽しもう

あさきたウォーキングマップ　飯室地区版

お問合せ先

安佐町とことん歩こう会

安佐公民館
☎082-835-0111

飯室地区ウォーキング
自主グループ

開催日:毎月第２土曜日・第４水曜日
時間 :午前９時３０分～午後４時
集合場所:安佐公民館　会費：3,000円 /年

飯室地区の中で、ダミー色々なコースを楽しみながら歩いています。
みなさん、ぜひご参加ください !

[発行]安佐北区健康長寿課　☎082-819-0586
[制作協力]飯室地区連合自治会・飯室地区社会福祉協議会・
飯室地区公衆衛生推進協議会・安佐町とことん歩こう会
【発行年月 : 令和元年10月】

芸藩通史によれば、天承元年（1131年）に今の
山梨県より宇津へ勧請し、現在の土居城跡へ遷
宮された。

fg 土井泉神社
坊字峠が急坂で狭く人力車などが通行できな
かったため、村総出で明治１８年に人力で道路を
建設。道幅５ｍだが当時はオバケ道路と呼ばれ
た。最高地点の両側に石積みが現存している。

ff 幕ノ内峠の石積み
往古は社号を亀甲山と称え、その後龍王山と改
称。さらに明治4年水神社と改称。地元では「龍
王さん」と呼ばれている。

fh 龍王神社
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f 毛木観音
物資や人の出入りの浜で、この沖で大きく曲を
描き流れる瀬は「獅子走り」と呼ばれ舟や筏の
事故が多かった。この瀬の川底の人身大の岩
を引き上げ祀ったのが観音堂である。

h 獅子走り・宇都観音堂獅子走り・宇都観音堂
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j バットの木バットの木

昭和11年（1936）に国鉄可部線が広島～飯室
間に開通。戦後、昭和21年まで終点として多く
の人が乗降した。平成15年（2003）年に廃線。

k 旧安芸飯室駅
室町時代に開基、一説に現在地の前にある森山
の上にあったとされる。いつ現在地に移転され
たかは不明。現在の伽藍は大正14年に再建。

l 浄國寺浄國寺
昭和３７年、安佐町内の５校を統合し開校した
清和中学校。整備の一環で、校地南側法面に約
２０本の桜を植樹。地域のみならず広く親しま
れている。

m 清和中学校の桜並木清和中学校の桜並木

１ｍ超の自然石を１００個以上使用し、幅17ｍ・
高さ３ｍの規模で施工した護岸。環境との調和
と親水性を考慮した構造になっている。

鈴張川改修工事で整備された管理道路に地元
有志で桜を植樹。春にはみごとな桜並木となっ
て地元住民に親しまれている。

r 鈴張川と桜鈴張川と桜
上畠、上手の寺山にあったが江戸時代に現在地
へ移したと言われ、山門は古く釘一本使わず建
立している。

n 養専神社

写真ダミー

q 雁木状石積み護岸雁木状石積み護岸
うわばたけ じょうて

きっこうざん

ウォーキングのための
ワンポイントアドバイス

● のどが渇いたときだけ水分をとるのではなく、
 始める前や、ウォーキング中の早目の水分補給を
 心がけましょう。
● 飲料水は、小型リュックサックやウエストポーチに入れ、
 両手を自由にすると、姿勢が崩れにくく疲れません。

水分補 給

● 車の往来に注意し、広がって歩かないようにしましょう。
● 暗くなって歩く場合には、明るい色の服装で、
 反射板や反射テープなどを利用しましょう。

事 故 防止

● 日光を防ぐために、つばの広い帽子を選びましょう。
● 上着は、汗をかいても対応できるように、脱ぎ着の
 簡単なものを選びましょう。夏でも半袖に重ねて薄い
 長袖を着るなど、体温調節できるようにしましょう。
● ズボンは通気性・速乾性のある素材を、下着は
 通気性・吸湿性のよいものを選びましょう。

服 装

❶ ひもをほどいて足を入れる。
 かかと部分（カウンター）は踏みつぶさないこと。
❷ かかとを地面に。トントンと着いて。
❸ つま先を着いたままかかとを浮かせて
 しっかりひもを結ぶ。

ウォーキングシューズの履き方

● つま先にゆとりがある
● 足の幅、甲の高さ、足のアーチが合っている
● 靴底は厚めで、クッション性に富んでいる
● 靴の中でかかとが安定している
● 軽くて（体重の１％以内）通気性が良い

靴選びのポイント



【収益内訳】　単位：千円
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2019 年度（平成 31 年度）　財務報告

2019年度は収益が 26,914 千円で、前年度比 2,585 千円（10.6%）
の増収、正味財産増加額は 5,376 千円で、前年度比 3,789 千円
（338%）の増益でした。本年度の増益分には新施設改修費の収入が
多く含まれています。

営業収益（補助金収益および事業収益）が全体の 97%を占めてい
ます。今後は幅広い層からの寄付金を集める方針で、より公益性の
高い収益構造を目指していきます。

経常費用のうち事業に使用された費用の割合を示す事業費比率は、
2019 年度は 95%でした。コレマナでは管理費の割合は最大 10%
として予算計上しています。

コレマナは広島市からの認証で特定非営利活動法人として活動しています。
財務はNPOの会計基準に則っています。今後はより公益性を高め、認定
NPO法人の取得も見据えて活動していく予定です。

放課後児童クラブ事業：令和 2年度から新たに五日市駅前にも施設
を構えることになり定員が 88 名に増加しました。
自然学校・参加体験クラブ事業：さとやまキャンプ、アートクラブ
を中心に事業を行いました。
平和学習事業：近年はリピーター校が定着しており、微増となって
います。

収益合計
26,914
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営業外収益 3%

【収益・正味財産増減額】　単位：千円
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【事業別収益】　単位：千円
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【事業費比率】

事業費 管理費
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科目
Ⅰ　経常収益
　１　受取会費・寄付金
　２　受取助成金
　３　受取補助金
　４　事業収益
　５　その他収益
経常収益計
Ⅱ　経常費用
　１　事業費
　２　管理費
経常費用計
Ⅲ　経常外収益
　経常外収益計
Ⅳ　経常外皮用
　法人税等
当期正味財産増加額

金額（円）

　801,246
　0

　22,871,000
　3,240,406

　984
26,913,636

　20,356,183
　1,110,595
21,466,778

　0

　71,000
5,375,858

科目
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　２　固定資産
資産合計
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　２　固定負債
負債合計
Ⅲ　正味財産の部
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額（円）

　10,145,282
　12,155,593
　22,300,875

　
　7,185,471
4,935,000
12,120,471

　
　10,180,404
22,300,875


