
牛田社協会長あいさつ

木原政弘
牛田学図の皆様に

は、いつも牛田社協

の組織連営・事業推

進にこ支援• こ協力

をいただき、誠にあ

りがとうこざいます。

前任・山根康武会

長の残任期間である来年5月までの後

任会長となりましたので、どうぞよ

ろしくお願いします。

『おたがいのあいさつではじまる

牛田のまちづくり』をキャッチフレー

ズに平成25年4月に始めた「福祉のまち

づくりプラン」の実践も、第一期計画期

社協だよりうした

間（平成25r--.,29年度）の5カ年間を経過

し、第一期の課題等を屈沓まえ、第二

期プラン（平成30~34年度）の作成・実

行に取り組みます。

牛田に住む全ての人々が『住んで

良かった• これからも住み続けたい』

と思っていただけるような牛田の町

づくりを、町民の皆様方やこれまで

も積極的にこ協力いただいている広

島女学院大学・比治山大学の教職員・

学生の皆様方のお知恵やお力をいた

だきながら、新たに進めて参ります。

本年度の牛田社協の主要事業とし

ては、監視カメラを増設します。既設

の3台(I日フレスタ牛田店前・牛田旭

終点ロータリー・牛田公園）に加え、

広島市助成を得て、新たに3台設置し

ます。
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また、昨年7月始めました賛助会員

制度（賛助金企業一□5千円、個人一

口l千円、何口でも可）に、 3月末硯在

で企業3件25口、個人6件16口のこ協

力をいただいており、本年度新たに

設置する監視カメラの地元負担金や第

二期福祉のまちづくりプランなどに、有効

活用させていただきたいと思います。

これからの牛田の町づくりを進め

るためにも、本年度も多くの町内の

企業・町民の皆様にこ協力を賜りま

すよう、よろしくお願いします。

I ~ 

縦疇疇疇疇鵬疇疇疇疇響疇疇疇疇疇鴫響疇疇鴫鴫疇疇疇疇疇疇鴫疇笏鶴銑珈旅珈鵬綴冒巌卿鶴笏彎’疇疇疇疇鵬鵬疇疇疇疇疇綴

5月24日牛田集会所において、牛田 平成30年度事業計画・予算が承認さ

平成30年度からの新体制 学区社会福祉協議会定例総会が開催 れ、前会長の辞任に伴い、後任の役

され、平成29年度事業報告・決算、 貝人事が次の通り決定されました。
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平成 30年度予算の特徴

収入の部 8,681千円 支出の部

晶
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8,681千円

団体助成金
z,o印千円 2&96

収入の部

①賛助会費より繰入額300.000円を計J:.
（平成29年度賛助会費141.000円に、
平成30年度見込み額を加え、防犯カ

メラ設筐費として）

②原爆慰霊祭助成金158.000円を増額

（雨天時のテント設営費）

支出の部

（平咸29年度決算額に対し大きな増減のあるもの）

③防犯カメラ3台追加設置費地元負担金

として、 300,000円を新規計上

④まちづくり推進事業費を174,350円増

額 （福祉のまちづくり第二次計画調

査検討費を計上）

つ
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牛田東スーパー「ショージ牛田店」前 7月7日（土）午前6時撮影

7月初旬の豪雨災害で亡くなら

れた方々にお悔やみ申し上げます

とともに、甚大な被害を受けられ

た皆様には心よりお見舞い申し上

げます。

I 被害と避難状況 I 

この牛田地区におきましては、

豪雨による崖崩れ、土砂の流出等

はありましたが人的被害は無く、

牛田小学校に総世帯数5,125世帯

の内34世帯 (0.6%) 91名の方が

避難されました。

広島市では、全市民の内2%し
か避難所に避難しなかったことも

あり、市としては避難情報の発令、

時期等について検討しているとこ

ろですが、台風、豪雨はある程度

予測のつく自然現象です。

気象庁、広島県、広島市の災害

情報をこまめ

に確認し危険

と思ったら早

めに避難する

ことが大切で

す。

／澤情報•避難情報 I
気象庁が発表する気象情報には、

例えば『大雨・洪水注意報、大雨・

洪水警報、特別警報、記録的短時

間大雨情報』があります。

広島市が発令する避難情報は

『避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告、避難指示（緊急）』の

3種類があります。

①避難準備・高齢者等避難開始の

発令（大雨警報発表）

避難の準備をする。高齢者等、

避難に時間がかかる人は避難を

開始する。

②避難勧告の発令

（土砂災害警戒情報発表）

避難を開始する。

③避難指示（緊急）の発令

（大雨特別警報発表、記録的短時

間大雨情報発表）

直ちに避難を開始する。安全

な場所まで避難する時間が無い

場合、 2階以上頃代や川と反対

側の部屋）に避難する。

I 避難の判断

昨年度自主防災会協議会で作成

した、「わが町防災マップ」を活用し

て自分の家がどのような区撼にあ

るのかを把握し、避難準備、避難

勧告の発令時点での避難行動を習

慣づけることに心掛けましょう。

起こらなければ、実践訓

練が出来たと思えば良＿いのです。

避難するのは大変だからと避難さ

れない人が土砂災害に巻き込まれ

ることは得てして起こり得ること

です。

もし巻き込まれたら、救助、捜

索活動に大変な人力がいりますし、

費用もかかります。このことをよ

く考えて早めの避難行動をお願い

いたします。

一時避難所の牛田小学校体育館

は、避難準備情報発令時点で開設

されますが、避難される時は「飲

料水、食料、常備薬、着替え等、お

持ちの方は寝袋」を持参してくださ

い。

訓
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また、集会所のあるIBJ内は一時

避難所として利用出来るように1BJ
内会で話し合っておきましょう。

牛田小学校まで距離のある方、

歩行困難な方は車での来所は可能

です。

I避難生活

一時避難場所では生活に必要な

物資の提供はありませんが、避難

生活が長くなると牛田小学校体育

館は生活避難場所となり、生活に

必要な物資の提供を受けることが

出来る様になります。

また、避難所には情報入手の手

段がなく、現状把握できないので

テレビが映るようにアンテナ配線

を要望しています。＇出来なければ

学区自主防災協議会にて対応した

いと思っています。

繰り返しますが、何もなかったら

幸いという気持ちで早めの避難を心

掛けて頂きたいと思います。

（会長谷口博）
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町民の皆さまや、社協の各団体メンI¥ーのこ協力により、社会貢献活動や楽しいイベントなとが繰り

広げられました。今復も全町民互いに声を掛け合い、一致団結して住叶よい町にしていさましょう。

実施8:7日（土） 実施場所：旱稲田神社 実施主体：早稲田神社・崇敬会

旱稲田神社勧学祭

小学校への入学は、大きな節

目ですが、保護者にとって、環

境変化で体調を崩したり、登下

校中の事件事故など、色々心配

ことがあります。

新一年生が、新しい現境への

第一歩を踏み出すに当たり、健

108(火）

今年は212名のピカピカの新一

年生が入学してきました。それ

ぞれの夢や目標に向かって歩み

始めています。

PTAとしての願いは、なによ

りもまず子供たちの安全です。

4 なら

6年間、事故にあったり病気に

ないよう、あるいは事件に

月，08(火）

平成30年度第57回入学式が、

男性106名、女性92名の198名の

新入生を迎え挙行されました。

新入生は保護者が見守る中、

緊張しながらも堂々と入場し、

ゞ 新入生代表が「誓いの言葉」を

言い、生徒会代表が「歓迎の言

158(8) 

年三回行われる例大祭の一つ

で、五穀豊穣•生業繁昌・家内

安全の祈願と境内にある広島県

史蹟「弥生時代の墳墓」に埋葬

された牛田町の祖先の慰霊祭も

行われした。

その後、子ども相撲大会が乳

幼児から小学校六年生まで学年

やかな成長と学業成就・交通安

全を祈って『勧学祭』が行われ

ました。

今年は、 65名（男35名・女30
名）の新入生が参加し、お祓い

とお守り・撤下品をいただきま

した。

牛田小学校

牛田小学校入学式

巻き込まれたりしないよう、元

気に小学校生活を送ってもらい

たいというのが一番です。

そのためには地域のみなさま

のお力も必要です。 6年間、ど

うか温かいこ支援こ協力をお願

いいたします。

(PTA会長品川真一）

牛田中学校

牛田中学校入学式

葉」で返しました。

その後、一年生の学級開きが

あり、担任の先生からのお話で

新一年生の中学生生活がスター

トしました。

(PTA会長能美和基）

旱稲田神社

旱稲田神社春季例大祭

別に行われ、 64名（男45名・女

19名）が参加し、優勝者には買

状や記念品が贈られました。

境内では、福引や各種出店、

神楽殿では、ジャズダンス・雅

楽巫女舞・和太鼓演奏などの奉

納演芸が行われ、多くの参拝者

で賑わいました。

（木原政弘）

牛田小学校

咬悪ヰ守打らのお和Lヽのこと1-;J

「みhな1印庶く、 9日る（元気に・・」

牛田中学校

川

.... 

気持ちも新たに新入生「誓いの言葉」

旱稲田神社

気迫のこもった子ども相撲大会

（木原政弘）
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宴龍8:228(8) 宴膨翻：牛IBd'雑グラウンド割籠主体：《主値》繹学区社会齢祉協齢・《主管》繹学区体胄協会

第55國牛田町民遅動会
牛田学区『春恒例』の8ア 順位 チーム名 得点

0ック対抗町民連動会が開催 優勝 中 146 
され、 17競技に述べ3,001 準優勝 東 141 

4名が参加し、大接戦の末、 第3位 南 135 

月勝
中チームが19年振り？の優第4位 旭 100 堂々の入場行進 • チビッコのポール運びリレー
を果たしました。 第5位本町B 96 
なお、牛田中学校吹奏楽 第6位本町C 94 

部油奏、牛田成年会太鼓組 第7位本町A 81 

4 和太鼓演奏、牛田小学校6 第8位早稲田 21 、9 年生よさこいソーラン演舞 応援団特別賞 本町B

で連動会に花を添えていた （会長木原政弘）
だきました。 ジジ・I畑と孫による玉入れ 手に汗握る 男子リレー

19B (土）・zo日(B) 牛1B公民館 牛1B公民館ふるさとまつり実行零員会・牛1B公民館

算29饂牛田公民館ふるさと響つ,1

り二言の二~ti~二9＂ さ］ています。
公民館で活動されているグ）レーr-プは、 日頃の学習成果をステーシ‘

-竃や作品展示により地域の方々に
一 披露されました。

伽

また、地域団体やPTA等に

よる飲み食い広場、チャレンゾ広場、
}¥. ザーなどでまつりが一層盛り

上がり、 2日間で約8,800人の来

場があり、地域｛主民のふれあい、 ＿ 

交流が深まりました。
（館長金山薫）

グルーフ・m1動成果発表

牛田小学校停青館 牛田小学校・牛田杜協子とも福祉教育部会

牛田小学校見守,,朧と児童~G)纂い ――---いつモ01Llti'とう。1本調に気を

牛田小学校児童の登下校見守

り活動を行っている『加ランティア

と牛田小全児童との集い』が、

同小体育館で実施され、児童の

皆さんからは、日頃の見守り活

動への感謝の気持ちを沢山いた

だき、その後、全校児童による

「こども110番の家044か所）」
の確認作業が行われました。

ヒ—,- f_ . 

ぬ

現在、加ランティア登録者は74名
（当日参加者： 14名）で、登下校

時に通学路を中心に声掛け・見

守り活動を実施していますが、

牛田学区内でも不審者情報や交

通事故遭遇など後を絶ちません。

加う‘ノティ7への協力可能な方は、

是非こ一報ください。
事務局： 090-9735-6896 

牛田中学校,,=;ウンド

牛田中学校体育祭

天候が心配されましたが

小雨の中開催されました。

全学年が、赤団・冑ばに

分かれ「共に挑もう 元気

100倍牛田っ子」のス0-がン
の下、全力の｝＼゚ フォ吋ンスを発

揮していました。
また、恒例となっている

盆踊りも、一年生、牛田の

女性会の皆様、牛田っ子音 ・・

頭組の皆様と PTAで一緒

に、おふくろ太鼓と牛田っ

子音頭を踊りました。
得氣結果は、接戦で青団

が勝ちました。
(PTA会長能美和基）

m 

全員リレー

＼
 

會`

1寸け•マ；舌働を陳1ナマください．

況守り隊事務局木原政弘）

牛田中学校

綱引き

作品展示

冠

....................................................................................................................................................... ~·................................... .. 
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細””“鰤地域の発展・活性化を願って

開催されるほおずき祭りも25回
を迎えました。今年は、豪雨災

害から1週間後ということで、

心痛め大変迷った末に、

「テ勺： Collie Back to Ushita」
のもとに閣催を決められたとの

ことです。

実籠場所：牛&II蓉tillさ過り 実施主体：牛田商店街振興絹合

第25園牛田9蓉布すさ祭り 邸ずき売場

遷'ステーゾでは、歌やダンス・涙奏

が行われ、 「牛田の歴史と文化

を生かしたまちづくりの会」の

ゾャン討紙芝居「二又土手ものが

たり」で、牛田を水害から守っ

てくれた二人のこ先祖様への感

謝の気持ちを伝えました。

歩行者天国になったほおずき

通りでは、ほおず

きの販売や夜店が

並び、例年のように楽しみまし

た。

売り上げの一音此と来場いただ

いた皆さんからの義援金87,432
円を中国新聞社を通して被災さ

れた皆様に届けました。こ協力

鵬 こ
ありがとうこざい

ました。 （広報委
員奥田洋了）

人であふれかえるほおずき通り 今は珍しいチンドン屋 比治山大ブラス演奏 太鼓組 演舞

l15B(B) 新牛田公園・牛田中学校区内 牛田中学校区ふれあい活動推進協議会

牛田中学校区地域美化活動
-~ 

ーキ干ゴミ疱ったよ！

嫡麗になったねぇ～未就学児、牛田・牛田新町小

児童、牛田中生徒、市商高校生

徒、各学校PTA、地域の方々

が一つになって、地域の芙化活

動を通し、美しい心の育みと美

しい町づくりに取り組みました。

牛田公園（牛田中二丁目）の

原爆死没者慰盪碑前で三学区合

同の原爆死没者追悼式典が行わ

れました。

子どもの居場所づくりの一瑣

として毎月第2土曜日に実施し

ている『牛田小学校で遊ばう』

を夏休み期間中の8月は、廿乍年

早朝から総勢500名が、汗を

かきつつ、広範匪にわたり、空

き缶・ゴミオ合いをしながら、危
険な場所等を把握し、安全確保

に努めました。
（会長辻岡真須美）

参加者全員で黙とえした後、 区の小中学校児童生徒の皆さん

詩吟「原爆女児像に懐有り」 による折り鶴の奉納と、最後に

を関西吟詩文化協会広島博貞会 参加者全員で献花しました。

と小栄生の皆さんが一緒に奉納

しました。

-
核のない平和

な世界への願い

を込めて、三学
（広報委員奥田洋子）

牛田社・子とも楯祉教育部会

川の水（オ、：令た（マ

気持ちイイ～！

墨

~l!J' に引き続き、 「京橋川で姻まう」

者は30名（子ども12名・大人18
名 ※連営役員を含む。）と、

何時もの小学校で遊ばうより少

人数でしたが、 J'認ート・舟に

乗ったり、加や小魚捕りなど、

酷暑により全面中止となったプ ←一

ル開放の代わりに水遊びを存分

に楽しみました。

ょ~,1\—→
ということで、牛田大橋上流域

で、）I I遊びを楽しみました。

大測の干湖時に実施し、参加 （会長木原政弘）



(6) 社協だよりうした

実施主体：牛田小学校PTA

コ 夏休み中に学校をきれいにし

ようとピカピカ大作戦を開催し、

約200名の保護者・児童・教職

員が参加しました。

米国などでは掃除は業者に頼

こ むのに、日本ではなぜ自分たち

・言：累言:;言。えなか

答えはそれぞれです。

でも掃除は身の回りをきれい

にする習慣、環境整備であり、

それは社会人になっても大切な

ことです。

こうした活動を通じて、自分

の意思で掃除をする習慣を身に

つけてほしいと思います。 真一）

『賛助会員』を募集しています ''r、]
牛田学区社会福祉協議会では、牛田のまちがより住みよいまち、いつまでも住み続けたい

まち、そして生き生きと安心して暮らせるまちとなるよう、日々努力し活動しています。

牛田のまちづくり・福祉活動等を継続するための財掠確保に向け、引き続き平成30年度

の「賛助会員」を募集しておりますので、こ協力いただきますよう、よろしくお願いします。

個人会員：一口1,000円 団体・企業会員：ーロ5,000円

平成29年度賛助会員ご入会ありがとうございました。（個人：16口、団体企業：25口） ［敬称略：五十音l順］
個 人 黒瀬将司、難波照雄、福本秀雄、藤井康之、藤永潤次、山根康武

団体・企業 岡田工務店、はりきゅう福朗鍼灸院、 広島光明学園

-\~) 、,s;:;.,-~ (:J  ヽ三 I平成30年10月,...,,12月行事予定 Ia.1,_、、），---.• 9!::-.<,,,-.-

月l日堡匹込I' 行 事 ・ 団体名

10月 6日（土）小学校で遊ほう 福祉のまちづくり• こども福祉教育部会
8日（月）新体カテスト 体育協会、東区スポーツセンター
13日（土）牛田小学校連動会 牛田小学校
20日（土） 東区青少年健全育成大会（子どもたちの声を聴く匈 青少年健全育成連絡協議会
20・21日早稲田神社秋季例大祭・秋祭り 早稲田神社・各町内祭り実行委員会等

11月 中 七五三祭り 早稲田神社
4日（日） 牛田三学区青少協三世代交流ペタンク大会 牛田三学区青少年健全育成連絡協議会
10日（土）小学校で遊ほう 福祉のまちづくり• こども福祉教育祁会
23日（土）一人暮らし熟年者の集い 老人クラブ連合会
25日（日） 第6回牛田山ぐるっとハイキング 東区役所、東区スぷ' —ッセソ炉、牛田公民館、牛田体協

12月 1日（土）減らそう犯罪東区民大会 防犯連絡協議会
2日（日）町内一斉清掃 公衆衛生協議会
8日（土）小学校で遊ほう 福祉のまちづくり • こども福祉教育部会
9日（日）牛田草親善ソフトボール大会 牛田連合成年会、牛田体協
16日（日） 東区ニュースポーツ（室内雪合戦）交流会 体育協会、東区スポーツセンター
23日（日）三世代交流餅つき大会 体協、老人会、 青少協、子ども会育成協
28日（金）防災・防犯年末特別警戒 自主防災協議会、防犯連絡協議会
31日（月）早稲田神社除夜祭 早稲田神社

場所・時間
牛田小学校 9 : 00"--
東区スポーツセソター 9 : 00"--
牛田小学校 9 : 00"--
東区民文化センター 10: 00へJ

早稲田神社、牛田町内
早稲田神社
牛田小学校 9: 00,,...__, 
牛田小学校 9 : 00"--
牛田集会所 10 : 00,,...__, 
新牛田公園 9: 00,,...__, 
東区民文化セソター 10 : 00,,...__, 
牛田町内 9: 00,,...__, 
牛田小学校 9 : 00"--
女学院大ゲうかノト' 9 : 00"--
東区スポーツセンター 9:00,,...__, 
牛田小学校 9: 00,,...__, 
牛田町内 20: 00,,...__, 
早稲田神社

※子育てにこにこ広場牛田、 子育てモーモー広場、いきいきサロン ・ひなたぼっこ、牛田学区地域文庫貸出は、通常通り開催しています。

編襲後記 「社協だより第22号」をお届けします。年間4回の季刊発行としたいのですが、紺集委員会の実施等なか
なかスムースに行えず、前21号から6か月が経過し、ようやく第22号をお届けすることができました。
今回は、前号以降の牛田町内での行事の様子などを中心とした紙面となっています。お住まいの方に、是非、地元・

牛田への関心を深めていただ＜材料となればと思っています。これらの記事が地域の皆様方や学区内の町内会・学区
団体の新たな地域づくりの参考となればと思います。
『牛田の情報誌』として親しんでいただき、牛田学区のまちづくりにより関心を持って頂けるよう、社協構成団体

に選任いただいた広報委具の皆様方と共に、頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

ご意見•投稿・布問い合わせlさ、
社協事務局ヘホ願いします。
ff 227-1952 

（月～金午前中）
俳句、イラスト、写真なと、皆
さんの投稿を事纂しています。


