
庚午社協だより

新任教頭ご挨拶 

広島市立庚午中学校 

教 頭 河田 ゆみ 

本年度から、庚午中学校に着任

いたしました。 

中学生も含む子どもたちが地域の方に支えられ

て育っていると聞いております。コロナウィルス

感染予防対策として行事等も行えないため、その

様子が見られずとても残念に思っています。地域

での活動は、実社会を肌で感じられる大切な場の

一つです。生徒たちは、学校での学習等に加え、

この地域での活動を通して生きる力を身につけて

いきます。今後ともご支援・ご協力をよろしくお

願いいたします。 

令和２年６月 

2020 年 

新任館長ご挨拶 

広島市立庚午児童館 

館 長  栗栖 美恵子 

4月から庚午児童館に着任いた

しました。以前庚午に住んでいましたので、2人

の子ども達も庚午小学校・庚午中学校でお世話に

なりました。当時はまだ児童館がなかったので、

きれいな児童館にびっくりしています。 

現在、コロナウィルス感染拡大防止の為、児童

館は残念ながら臨時休館措置が続いております。

一日も早い終息を願うと同時に、開館しましたら

沢山の元気な子ども達の来館を待っています。 

今年度、庚午は 

生誕 150 周年を迎えました。 

「庚午生誕 150周年」の記念行事を様々 

行う予定にしておりましたが、新型コロナウ 

ィルス感染拡大防止のため、すべて延期 

とさせていただくことになりました。 

ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

新任会長ご挨拶 

庚午学区子ども会

会 長   井坂 康嗣 

  今年度より庚午学区子ども会会

長に就任致しました。 

平素から子ども会活動にご理解、ご協力を賜り

有難うございます。  

子ども会活動は地域を基盤とし仲間集団のもつ

形成力と活動を通して健全な仲間づくりをすすめ

心身の成長発達に大切な活動を促進助長する事が

目的です。残念ながら会員は年々減少傾向にあり

ます。周りの方で加入を検討されている方がいら

っしゃれば是非ご紹介下さい！ 

新任会長ご挨拶 

○民生委員児童委員協議会

〇庚午中 4町内会

会 長 北條 由美子 

平素から町内会、民生委員・児童委員活動にご

理解ご協力を賜り有りがとうございます。 

このたび会長となりましたが 庚午に引っ越し

て来て 40年、町内会の方々には挨拶するように

と、姑と一緒に挨拶をして回ったのを思い出して

いました。町内会に関わり 30年、民生委員になっ

てから 23年たちましたが、まだまだです。私一人

では何もできません。委員全員の力をお借りし

て、地域の方々とのつながりを深めていきたいと

思っております。 

会長挨拶 

庚午学区社会福祉協議会

会 長     打越   勲

  平素から「庚午地区社会福祉協 

議会」の活動にご理解、ご協力を賜りありがとう

ございます。 

 私たちは今、新型コロナウィルスの拡大によ

り、従来の価値観や生活様式が大きく変わる時代

の転換期を迎えています。ウィルスと共存してい

く新しい地域福祉の在り方についても、身体的距

離を保ちながら、繋がりをどう維持していくか、

人とどう繋がっていくか試行錯誤しながら取り組

んで参ります。 

 これからも地域の皆さまのご理解とご支援をよ

ろしくお願いいたします。 



令和に発足✿ブルーベリーくらぶ✿

愛犬との散歩時に子どもたちの見守りをする 

「わんわんパトロール」を始めます！ 

子育て世代のメンバーが「気にかけあう地域づくり」

に向けて行動を起こします！  

子どもたちが将来 

「 「この町に帰って        

きた  きたいと思う町」を

めざして。  めざして。  

代表 桑野栄子 

元祖☀昭和会☀の思い出 

地域の青年団（昭和会）は総勢 120 名く

らいいました。地域住民だけでなく庚午で働

く事業者やカープの OB も。 

当時はまだ庚午で野菜をつくっている人も

おり、ラリーズという焼き肉店（現在の北 1

ローソン）の 1 階駐車場で、庚午で育てら

れた野菜を売ることが大きな活動でした。

スーパーなどがまだ少なかったので皆にとて

も喜ばれていました。

庚午小学校での盆踊りは周辺の道路を通行

止めにし、屋台が並び大変にぎわいました。 

  元会長 打越勲 

現役活躍中の★平成会★ 

庚午地区平成会は庚午地域の皆様のご理解、ご協力

のもと 2020 年で正式発足 10 年となりました。 

私たちは、『庚午の町を元気にする』を目的として活

動をしてきました。 

庚午とんど祭りから

活動は始まり、2020 年で 

庚午とんど祭りは 12 回

開催されすべての干支を

体験する事が出来ました。

これからも初心を忘れず 

『庚午を元気』にしてい 

ける青年団であり続けていきます。 会長 安光真紀 

未来を担う♪子どもたち♫ 

中学生はボランティアとして自分のできるこ

とで地域と関わり、役に立っていると感じる

ことで自己肯定感もしっかりできています。

地域も中学生もお互いに助かっています。 

        

 

地域の行事への参加が難しい年頃ですが、

数年前から部活単位そして勇気をもって個

人でもボランティアとして参加してくれ、

定着しています。 

小学生までの子どもたちは、様々な地域の

行事に参加してしっかりその風景を心に刻

んでいます。その思い出が大切。 

☗庚午未来会議☗
Together for the future 

未来人で繋がる、育む、 

庚午のグランドデザイン

それは、これから 30 年後(2050 年:庚午年)の未来へ繋ぐプロローグ。 

人口減少社会の令和に在って、この町が如何にして人の心の孤立化を防ぎ 

「優しく思いやりに満ちた未来人」「力強く希望に立ち向かう未来人」で繋がるか。 

私達はひとりでは生きていけない

皆が手を取り合い暖かく包み込む持続可能な真心の町づくりを 

『庚午未来会議』がその先駆者となって取り組みます。 

ソリューション本部長  倉田 卓治 

SNS で繋がる 

新たなコミュニティ 

庚午ブルーベリー

ストーリー
＊今から始まる＊ 

ブルーベリーは庚午の気候に適していて初心者でも育てやすいです。育ててみませんか？ 

ブルーベリーの花言葉は「実りある人生」そして「知性」 
手軽・おいしい・美しい の３拍子揃った果樹ブルーベリーを、 

庚午生誕 150年の記念に町の新しい庚午の木（シンボルツリー）

として、末永く皆様のご家庭で育ててもらいたい!!という願いから誕生

した、新しい庚午のコミュニティサークルです。

幸せいっぱい大好きな町に ２０２０年、庚午は新たなふるさと創りへと舵を取ります。この幕開けにぜひお力添えください。 

餅つき大会で

は地域にすっか

り溶け込んでい

ます。 

⬅（第一公園） 

とんどを余興で

盛り上げてくれる

吹奏楽部 

（庚午小にて）➡

昭和 36年庚午中学校校庭側 見渡す限り芋畑。

庚午中は「芋中」と呼ばれていたことは有名だが、

校庭でも芋を作っていたからである。

庚午小学校は、地域の協力に

より町内会長らが東京の文部

省へ陳情しに行くなどして地元

が創った。敷地は元園芸指導

所（様々な植物を作って研究す

るところ）であった。

庚午神社は、元は豊作を祈願

し「豊野神社」として塩害と戦っ

ていた。農地が住宅地に変わ

るころ、現在地に改築し改名。

昭和 45 年 小学校新設と神社改築で 

庚午は一つになり盛り上がってきた

ビックリ写真！

昭和 17年頃

２号線バイパ

ス陸橋真下

付近。 

人々の生活を助けるために１８７０年（明治３年）庚午は生まれました 

１５０年前の町づくりが引き継がれることにより、２０２０年の今があることに感謝 

写真・記事は庚午小 30周年庚午中 40周年記念誌より 

平成 24年 

「庚午俵みこし」も

地域起こしの一つ 

として誕生。 

平成 26年庚午太鼓団も

結成され、行事に 

彩りを与えてくれます。 

コロナ禍の中で私たちは、生命を

守ってくださるあらゆる職種の方々

に感謝と、想像力を働かせて行動す

ることの大切さを学びました。  

町で見かけるかも 

わんわんパトロール用 

グッズも登場！ 
お散歩バッグ・リード 

平成２９年より 

庚午子ども

太鼓団「陽桜」

誕生 

ここに掲載している以外にも 

沢山の団体や個人での皆様のお力添えや活動… 

そして何より、住民全ての皆様が、 

安心・安全に暮らせることで 

庚午はつながっていきます。これまでも、これからも・・・

↑写真は、子育て世代によるワークショップ。ここで、斬新なアイデ

アがたくさん出てきて、「わんわんパトロール」は実現することに！！

昭和２２年空から見た庚午 

俵みこしにも毎年参加し、担当の仕事をテキパキ！ 

庚午地区や西区で演奏しています。

子供たちが真剣に和太鼓を打つ姿を是非一度ご

覧ください。 



２月から、皆さんに営業でも福祉でもギャラリ

ーとしても利用していただける、シェアスペース

「かのえ」をオープンしました。 

６年間民生委員の主任児童委員として活動して

来て、地域の皆さんと顔を合わせ、ネットワーク

を広げることが如何に大事で、それこそが地域の

力になると感じて来ました。 

様々な世代の老若男女が集まれる居場所作りを

目指した私設集会所のような場です。高齢者サロ

ンや、学習支援、就労支援からの出張カフェ、ラ

ンチなどを週１回や月２回のペースでしていま

す。６月からは健康マージャンも始まります。

これからも皆さんのアイデアで有効活用してい

ただきたいです。  

かのえ代表 平松 敦子 

✿お問い合わせ✿

TEL ０９０－１３３２－９８６３ 
住所  庚午北３丁目５－１１ 

みんなの「居場所」   

健全なスペースとして 

どなたでも 

ご利用できます。 令和年 2月 24日 

♪オープニングコンサート♫

第 1.3 土曜日 

食堂＆Bar かのえ 

18:00~21:00 

第 1.3 金曜日 

高齢者サロン「ひだまり」 

10:00~12:00 

コロナ対策により秋まで

お休み 

第 2.4 日曜日 

「いくちゃんの朝ごはん会」 

9:00~12:00 

第 1.3 木曜日 

学習支援「みんな」 

14:30~17:00 

第 1.3 火曜日 

よこたぬランチ 

(要予約) 

1 週目 タイ屋台風 

3 週目 定食

12:00~14:00 

他にも・・・ 

子どもの工作教室 

スクラップブッキング

裂き織り教室

今小屋（勉強会）

大人の手作り教室

木遣り

毎週水曜日 

就労支援「HAP カフェ」 

10:30~13:00 

レトロでお洒落なたたずまいのお家。まず入るときにドアの取っ手は必見！そして中に入ると次々と素敵なインテリアが…

ここで様々な活動ができるのは嬉しいですね。落ち着いた心地よい居場所として…ぜひ訪れてみませんか？ 

コロナ対策による変更もありますので、ご利用の際、

詳しくは右記にお問い合わせください。
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