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半田空襲と戦争を記録する会
★代表 佐藤 明夫（さとう あきお）さん
元、社会科の教員として半田市に赴任されて以来、
現在も戦争に関する資料収集に奔走されています。

地域の戦争の悲惨さを伝え、
平和の尊さを感じてほしい
★やりがいを感じる時はどんな時ですか？

★「半田空襲と戦争を記録する会」とは？
昭和 20 年の半田空襲を中心に戦争体験者から証

出前授業を受けた児童から寄せられた感想文や質

言を聞き取り、記録を残しています。旧中島飛行機

問から、子どもたちが戦争の実態を真剣に知ろうと

半田製作所を対象とした米軍の空襲で受けた被害の

いう意欲が感じられることが嬉しいです。

規模や死傷者数、戦時中の過酷な生活や労働の実態

戦争体験の記憶は一人ひとり違います。聞き取り

をできるだけ具体的に次の世代へと継承し、平和の

をするたびに浮き出てくる空襲や震災による“無念

尊さを感じてもらえるように活動をしています。

の死”や軍需工場での“過酷な労働”
“情報統制”な
どの新たな事実は遺産だと感じます。私たちが残し

★団体の設立経緯を教えてください。

た記録から、いままで把握されていなかった 戦争被害
が徐々に明らかになってきた実績は励みになります。

教員時代、半田空襲に関する教材を作ろうとした
際に、資料がほとんど残されていないことがわかり

★その他・PR したいことはありますか。

ました。戦争被害の状況などを風化させないために
記録として残していかなければならないという使命

半田空襲があった 7 月 24 日(火)には、半田の戦

感を抱き、共感する教員や市民に声を掛け、昭和 56

争遺跡見学会(市主催)でガイドを担当し、赤レンガ

年に結成しました。

建物・望洲楼防空地下室や旧中島飛行機軍用滑走路
などを巡ります。

★日頃の活動を教えてください。

戦後 70 年までに、半田市が刊行した「半田の戦

戦争体験者の証言を聞き取り、会報の発行や本の

争記録」三冊の編集に携わり、戦災被害者の名簿の

出版などにより“文字”で残しています。また、講

ほか、30 年以上かけて聞き取りをしてきた記録を

演会や戦争遺跡見学のガイドで戦争の事実を“感じ

残すことができました。
「半田の戦争記録」は市役所

て”もらい、小学校の平和に関する出前授業では講

総務課と博物館で購入することができます。
戦争を体験したことのない世代が増えていくなか、

師を担当し“語り”で伝えています。
旧中島飛行機の資料、半田市内の学校史、手記な

今後は私たちが残した記録や戦争体験者の声を直接

どを調べ、さらに戦争体験者や遺族への聞き取りな

聴いた若い世代から、戦争の「語り継ぎ手」が育っ

ど調査活動を続けた結果、438 名もの戦災死者を確

ていくことを期待しています。身近な場所で起こっ

認しました。戦後 50 年(平成 7 年)に市民による寄

た戦争の歴史を知り、平和の大切さを伝承してくれ

付で雁宿公園内に設立した

ることを願います。

平和祈念碑には、確認でき

≪問合せ≫ 半田空襲と戦争を記録する会

た戦没者の氏名を刻み、毎

電話 0569‐22‐6848（佐藤）

年追悼式を行っています。
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竹灯篭デザインコンテスト

みんなの交流サロン 7 月

作品募集！

参加者募集！

今年で 3 回目の開催となる
「半田運河 Canal Night」の
会場を、手作りの竹灯篭で演
出してみませんか？
竹灯篭は会場で行うコンテ
ストに出展し、イベント終了後
は竹炭にして半田運河の水質浄
化に役立てます。
材料は竹を交流センターなどで無料配布します。

噛み方が身体にどのよう
に影響するのか講座で学び
ます。実技では、呼吸を意
識しながら自分でマッサー
ジをします。自分の身体に
ついて考える時間にしませ
んか。

○募 集 期 間 7 月 1 日（日）～8 月 5 日（日）
○配 布 場 所 市民交流センター（クラシティ３階）
アイプラザ半田（東洋町 1-8）
○参加費 無料
○主 催 半田運河キャナルナイト実行委員会
※竹灯篭作りのワークショップを半田赤レンガ建
物で開催します。詳しくは“みんなの情報
掲示板（2 ページ）
”をご覧ください。

○会 場
○定 員
○講 師
○参加料
○持ち物

○日

時

○企 画
○申込み

7 月 20 日（金）
14 時～16 時
市民交流センター（クラシティ３階）
20 名（先着順）
荒井 和則さん（ちた健康塾）
無料
タオル、飲料水、動きやすい服装で
お越しください
皆でアユチ 荘司（電話 24-3753）
はんだまちづくりひろば

はんだまちづくりひろば

はんだまちづくりひろば

TEL0569-32-3440 FAX0569-32-3447
E-mail: machihiro@city.handa.lg.jp

TEL0569-32-3440 FAX0569-32-3447
E-mail: machihiro@city.handa.lg.jp

お手玉づくり教室

耐震事業啓発コーナー設置

参加者募集！
９月１７日（月・祝）に
開催する「お手玉あそび大
会」に向けて、お手玉づく
り教室を開催します。
桐華家政専門学校の生徒
とお手玉づくりをしたり、
一緒にお手玉遊びをしませ
んか。お子さんと一緒のご
参加も大歓迎です。
○日

時

○会 場
○内 容
○定 員
○参加費
○協 力
○申込み

市には、耐震シェルターや防災ベッドの設置に
対する補助金制度があります。
大地震による家屋の倒壊から、「命」を守るた
め開発された防災ベッドを交流スペースで展示し
ています。実際に触れてみて、家屋の倒壊から安
全な空間をつくる防災ベッドの強さを体験してみ
ませんか。
他にも、木造住宅
耐震改修等の各種補
助制度をご案内して
います。いざという
時のために備えてお
きましょう。

マイお手玉を
作ってみよう！

7 月 31 日（火）
13 時～15 時
市民交流センター（クラシティ３階）
お手玉づくり、お手玉遊び
30 名（先着順）
無料 ※材料は用意します
桐華家政専門学校
はんだまちづくりひろば

○展示場所
市民交流センター
（クラシティ３階）

はんだまちづくりひろば

半田市建築課

TEL0569-32-3440 FAX0569-32-3447
E-mail: machihiro@city.handa.lg.jp

TEL0569-84-0671 FAX0569-23-6061
E-mail: kenchiku@city.handa.lg.jp
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半田信用金庫

半田運河キャナルナイト実行委員会

キッズ絵手紙募集

竹灯篭づくり開催！

半田信用金庫各店舗にて、お子さんが描いた絵手
紙の展示を行います。

半田運河 Canal Night（８月１７日（金）、１８
日（土）開催）の会場を照らす竹灯篭を作りませ
んか？製作した竹灯篭は“竹灯篭デザインコンテ
スト”に出展します。

○募 集 期 間 7 月２日（月）～３１日（火）
○対 象 小学生以下のお子さん
○応 募 方 法 半田信用金庫各店舗で配布する指定ハ
ガキに「南吉作品」
、または「好きな
もの」をテーマにしたイラストを描い
てお持ちください。
○展 示 期 間 【各店舗】
８月６日（月）～１７日（金）
【本店営業部４階】
９月８日（土）「はんしんこどもまつり」
○問合せ 半田信用金庫（電話 26-6855）

○日

７月１４日（土）～１６日（月）
１０時～１５時
○会 場 半田赤レンガ建物 共用サロン
○参加費 無料 ※材料はご用意します
○申込み 不要
○問合せ 半田運河キャナルナイト実行委員会 池脇
（電話 090-9902-0286）
※当日、半田赤レンガ建物では、「カブトビール
フェスタ」を開催しています。
おもちゃ図書館つみき

半田市食生活改善推進員連絡協議会

親子木工教室参加者募集

おやこの食育教室参加者募集
○日

時 ７月２９日（日）
①９時～１２時
②１３時～１６時
○会 場 市民参画支援センター３階
○作 業 内 容 折りたたみいす作成
○対 象 小学生～中学生とその保護者
○定 員 各回１０組（先着順）
○参加費 1 組１,０００円
○持ち物 軍手、汗拭きタオル、上履き、汚れて
もよい動きやすい服装
○申込み ７月２０日（金）まで
○問合せ 半田市社会福祉協議会
ボランティア地域ささえあいセンター
（電話 25-0002）

夏休みの楽しい思い出に家族
みんなでクッキングをしませんか？
○日

時

○会 場
○定 員
○対 象
○参加費
○持ち物
○申込み
○問合せ

①7 月２８日（土）②８月４日（土）
※どちらか１回 ９時３０分～１３時
神戸公民館 調理室
各回親子２５名（先着順）
年長児～小学生とその保護者
１人３００円
米１人１／２カップ、エプロン、三角巾、
布巾２枚、手拭タオル、筆記用具
７月２日（月）～
半田市食生活改善推進員 原
（電話 20－3305）

半田市合唱協会

NPO ひいらぎサポート

半田市民合唱祭開催♪

遺言・税務・登記・年金無料相談会実施中

半田市内で活動する各団体の
歌声をお楽しみください。

○日

時

○会
○出

場
演

○入場料
○問合せ

時

行政書士、税理士、司法書士、社労
士などで構成する団体が、遺言・税
務・登記・年金に関する無料相談会
を毎月第１土曜日に開催しています。

新しく税務
相談もはじ
めました！

○日 時 毎月第１土曜日 10 時～15 時
○場 所 市民交流センター（クラシティ 3 階）
○内 容 ①遺言・税務・登記相談 ②年金相談
○定 員 各相談４組（予約優先）
○参加費 無料
○主 催 NPO ひいらぎサポート
○申込み 市民交流センター（電話 32-3430）
※相談の種類・住所・氏名・電話番号
をご連絡ください

7 月 29 日（日）
13 時 30 分開演（13 時開場）
雁宿ホール（半田市福祉文化会館）
半田市内小中高児童・生徒、市内コー
ラスグループ、半田混声合唱団、
半田少年少女合唱団他
300 円（高校生以下無料）
半田市合唱協会（電話 22-7172）
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高校生との交流で笑顔あふれるひとときに
団体名：NPO 法人ひだまり
半田商業高校の課題研究の場として、３年生 10 名を
受け入れました。地域の中で世代を超えて交流できるこ
とを学生さん自身が企画・運営したいという想いを受け、
“まちひろ”より訪問依頼されたことがきっかけです。
学生さんたちが高齢者向けに手作りしたペットボトル
ボウリングやカードゲームを一緒に楽しむことで、普段
よりも声を出して笑う利用者の姿が印象的でした。学生
さんたちが社会に出た時に、この経験を実践してもらえ
ると嬉しいです。

6 つの自治区で助け合うまちづくり
団体名：半小学区コミュニティ
半田小学校区内にある６つの自治区が合同となって新た
なコミュニティを立ち上げ、6 月 10 日(日)に半田小学校
体育館で避難所運営訓練を行いました。
訓練には 489 名が参加し、半田災害支援ボランティア
コーディネーターの会などの協力を受けて AED・心肺蘇
生や車椅子操作など多様な訓練を行いました。
世帯の少ない区や、高齢者世帯の多い区ではできないこ
とも、合同で活動すればできることも増えてきます。同じ
地域の住民どうし顔がわかり、いざという時にも助け合え
るつながりをつくっていくことが目標のひとつです。

重要文化財「旧中埜家住宅」を探訪しました！

団体名：半田市観光ガイド協会

６月 1３日（水）、みんなの交流サロン６月で、重要
文化財「旧中埜家住宅」探訪を行いました。
半田市立博物館に協力を依頼し、旧中埜家住宅の特
別公開を実現。保存修理後の建物内覧が初めての参加
者の方が多く、外観だけではなく建物の歴史を楽しん
でもらいました。今後も市内の文化財などを多くの方
に知ってもらえるよう、ガイド活動をしていきます。
まちひろ Facebook でつながろう！

https://www.facebook.com/handa.machizukuri.hiroba/

まちひろフェイスブックでは、市内で活動するボランティア・市民活動・
地域貢献活動をはじめ、
講座やイベントの情報などを毎日投稿しています。
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まちひろ Facebook QR コード

