
小田営農田植えまつり実行委員会 

事務局：農事組合法人「ファーム・おだ」  

寄りん菜屋 ・共和の郷・おだ ・小田地域センター 

※いま話題の米粉パン工房「パン&マイム」ではたくさんの 

美味しい米粉パンの販売をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

あなたも体験してみませんか！！ 

 

 

 

 

 
◎東広島市内や県内の親子ふるさと体験のみなさん、環境にやさしい小田の地域で、 

 田植え、いも植え、小田城址登山で宝さがし（景品地元産多数）などを体験し楽しい

ふれあいによる思い出を作ってみませんか。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

日  時  平成 26年 6月 1日  １０時～1５時（小雨決行） 

場  所  河内町小田 寄りん菜屋周辺 

参加費  大人 1,000円 子供 500円（小学生以上 宝さがし参加含む）  

昼食代、お餅を含む 

          お問い合わせ及び申込み先 （農）ファーム・おだ Teｌ＆Fax０８２（４３８）０９８７  

        e-ﾒｰﾙfarm.oda@sky.megaegg.ne.jp 

 

 

内  容 

   １０：００～ ○開会式   

・苗の植え付け方法の説明 

   １０：２０～ ○ふれあい交流農業体験  

・いねの苗植え付け・サツマイモ苗植え付け 

   １２：００～ ○昼  食  

・小田米の炊き込みご飯 ・豚汁 ・お餅 

・神楽（悪魔払い、大蛇の舞）伝統芸能観賞（小田神楽保存会）                                            

１３：００～ ○自然交流大会  

・小田城址登山 ・宝さがし(豪華景品あり) 

   １５：００～ ○閉会式   

            （内容に、多少変更となる場合があります。ご了承ください。） 

※宝さがしは子供さんのみの参加で一人１本です。 
        景品交換は寄りん菜屋広場  
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共和の郷・おだ 
自治組織「共和の郷・おだ」、小田地域センター 739-2207 広島県東広島市河内町小田 2182 

82-438-0166 
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白竜湖上に泳ぐこいのぼり（4月２７日実施） 
小田の玄関口白竜湖にこいのぼりを掲げました。 

このこいのぼりは、新たにたくさん寄せられたもので３７体をかざりました。 

今年も気持ちよさそうに泳いでいます。 

郷を訪れた人達は、勇壮なこいのぼりを見ながら写真に収めていました。 

今後とも皆様のご協力をよろしくお願いします。 
（環境保全部一同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

小田城址の周辺整備（4月２７日実施） 

共和の郷・おだ 森づくり実行委員会では、小田城址周辺整備の一環として桜の植栽、

見晴しやぐらのペンキ塗りなどを行いました。 

昨年度は、やぐらの補修、登山歩道、ベンチや階段の整備、小田城由来の看板、案内

板を設置しております。この事業は、平成２５年度から４年間、県の「ひろしま森づくり事業」

（特認事業）により整備を行ってまいります。  皆さんのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

             共和の郷・おだ 森づくり実行委員会事務局 

２ 

「見晴しやぐら」に屋根が

できました 

手すりがついた階段 
小田城由来看板 

勇壮に泳ぐこいのぼり 



 

自治組織「共和の郷・おだ」総会（ご案内） 
 

皆様のご出席をお願いします。 

 

と  き  平成２６年５月１８日（日）１９：３０～ 

 

ところ  小田多目的集会所 

 

内  容  第１２回定例総会 

協議事項 Ｈ２５年度事業報告、会計決算報告、 

Ｈ２６年度事業計画（案）、会計予算（案）、役員改選、その他 

（自治組織 「共和の郷・おだ」、事務局） 

 

河内西小学校・保育所大運動会並びに 

河内西区民運動会（ご案内） 
日  時   平成２６年５月２５日（日）  

河内西小学校・保育所大運動会     ９：００～１２：００ 

河内西区民運動会                １３：００～ 

場  所   河内西小学校グランド 

  競技の内容他 プログラム、選手名簿等については、後日ご案内いたします。 

（体育健康部 ） 

 

健康づくり教室（ご案内） 

小田元気体操 
イキイキと生活が送れる健康づくり教室を開催します。 

～心も体もリフレッシュ～ 

お気軽にご参加ください。 

と き：平成２６年５月２８日（水） 

13：30～15：00 

ところ：小田地域センター 

講 師：酒井紀子先生 

持参物：汗拭きタオル、 

 

 
                               （小田地域センター） 

 

３ 

昨年の様子 



一緒に民話を語りませんか？ 

「みんみんゼミ」参加者求む！！ 
「みん

．．
なで民

．
話を語るゼミ

．．
ナール」（略称 みんみんゼミ）は小田に伝わる民話を伝承していく会として、

昨年の夏くらいから活動を始めました。 

今年の３月 生涯学習発表会で DVD 形式による語りの３作を発表いたしました。 

今後の活動では、DVD 形式の語りを増やしたり、紙芝居による伝承なども行っていけたらと考えています。  

是非、皆さまのご協力をお願いします。 

 

こんな方を求めています！！ 
 １．民話とか、土地の謂われとか、仕事歌などをご存じの方。 

    「ほんの一部しか覚えてないよ」という場合も、ほんの一部でも教えて頂ければ、会としては大助

かりです(*^_^*) 

 ２．広島弁や小田弁なら得意なんだけど・・・という方。 

    できれば、今の言葉をイントネーションごと残せたら、と思いますので、普段の 

    話し方で、大丈夫です。 

 ３．なんか分からないけど、ちょっとならやってもいいかな・・・という方。 

    「一言だけ」でも構いません。まずはやってみてから、お考えください。 

 ４．小田地区に関わりのある方なら、どなたでも 

    小田地区住民はもちろんですが、「仕事や、結婚などで今は小田を離れている 

    けど、たまには帰ってくるから・・」という方も、大丈夫です。 

 ５．絵が描ける、機械操作に強い、笛や太鼓が出来る、写真が上手、という方 

 ６．小さなお子様でも大丈夫ですが、保護者の方が付き添って頂ける方 

      

 「よし、協力してやろう」と思われた方は、５月１５日（木）までに、小田寄りん菜屋 

（電話４３８－１０２０）または小田地域センター（電話４３８－０１６６）にご連絡ください。 

後日、今後の計画などについて打ち合わせ会を開く予定です。 

                            みん
．．

なで民
．
話を語るゼミ

．．
ナール  

                                               代表 末岡紀代美 
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ありがとうございました 
ご寄付は「共和の郷・おだ」の活動のため、有効に活用させていただきます。 

         見舞い返し    ４月  五郎丸邦隆 様 

         見舞い返し    ４月  松井寛司 様 

         見舞い返し    ４月  細川允子 様 

                    （共和の郷・おだ 福祉ふれあい部） 



河内西小学校入学式（４月７日） 
 

桜の花がさき、春の柔らかな日差しのなかで、入学式が挙行されました。 

希望に胸をふくらませ新１年生５人が入学しました。 

小田地区からは、本田菜月さん、吉崎怜さんです。 

堀岡校長先生は、早くみんなとお友達になって 

仲良く元気に一緒に勉強しましょうとあいさつされ、 

次の３つの約束をされました。 

あいさつをだれにでも自分から先にしよう。 

①人の話を良く聞きましょう。 

②自分から進んで物事をしましょう。 

③児童代表は、「入学するとわくわくすることが 

たくさんありますが、あいさつをすること、大きな声で返事をすることをみんなで頑張り    

ましょう。そして明るく楽しい学校にしましょう。」と歓迎のあいさつがありました。 

 ニコニコ笑顔 いっぱいの入学式でした。                （小田地域センター） 

                                 

河内中学校入学式（４月８日） 
 

校庭の桜も満開のなかで、入学式が挙行されました。 

新１年生３１人が入学し、小田地区からは、 

森原黎さん、香川麻帆さん、正宗紀子さんです。 

清水校長先生は、礼儀正しく、人に優しい 

中学校を目指しており、そのためには 

① 温かいおもいやりのある人に  

② 互いを大切に 自分に優しくなろう  

そして自分で考え責任ある行動を取ろう。 

などとあいさつがされ、三年生から、「自分一人で 

なく仲間と一緒に成長していこう。困った時は、 

相談してください。」などと歓迎の言葉を贈っていました。 

 

在宅高齢者見守り協力員のご紹介 
東広島市からの依頼により、日常生活の中で、小田地域の高齢者の見守りや声かけなど

の支援をおこない、民生委員や地域包括支援センターと連携して、安心して暮らせる地域

づくりに取り組んでいます。 

氏名（１組～４組） 氏名（５組～８組） 氏名（９組～１２組） 

小山盛次 重津良子 中川 稔 

村上恵美子 大藤淳子 坂井三千代 

秋山勝義   

                                 （小田地域センター） 

５ 



第 1回野菜づくり教室（４月１１日報告） 

今中義彦先生（東広島園芸センター）から、 

栽培管理、施肥の方法など ２０人の参加を 

いただき研修を受けました。 

今後も、地産地消に向けた安全・安心な 

美味しい野菜づくり教室を開催しますので、 

 お気軽にご参加ください。                                          

                                                            

共催「寄りん菜屋」（生産部会）、 

農村振興部、小田地域センター 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

日時 ： 平成２６年 ５月４日(日) ５日（月） 

 １０：００～１５：００  ※雨天決行 

催 し も の 

５月４日 紅白もち ・先着 1００名様（レジ通過のお客様） 

５月５日 子供宝探し・交流広場で遊ぼう・・・ 

展 示 即 売 品 
＊ 寄りん菜屋の仕出し品・加工品 

＊ 巻きずし・いなりずし・しばもち・ 

よもぎもち・山菜おこわ他 

＊ ピザ釜に火を入れます。 

５月４日（日）米
まい

ピザ・など  

＊ 野菜苗 トマト・ミニトマト・ナス 

・きゅうり他 
寄りん菜屋  TEL４３８－１０２０ 

６ 

おかげさまで寄りん菜屋は創業 1５年目を迎えました。平素の

ご支援まことに有難うございます。 

地域の皆様、お客様のご期待に応えられる寄りん菜屋を目指し

てがんばります！！ 

 


