
 

 

 

 

 

 
 

敬老会の開催（ご案内） 
いつまでもお元気で 

 ご長寿をお祝いする敬老会を自治組織「共和の郷・おだ」（女性部）主催により開催します。 

今年度の企画は、皆様に、楽しいひと時を過ごして頂きたいと思い、コーラスや舞踊のほか

小田の民話を語る「紙芝居」など予定していますのでお楽しみください。 

招待７７歳以上（昭和12年12月31日以前に生まれた方）の方に、各地域の女性部の役員方がご案内をい

たします。「いつまでもお元気で」という願いを込めてお世話を致しますので多数のご出席をお

願いします。また、送迎用の車を用意しますので希望者の方はご利用ください。（詳細は、各組の
女性部の方より連絡されます。） 

皆様のお越しをお待ちしています。 
（自）「共和の郷・おだ」  会長  瀬川豊茂 

       女性部  部長 戸坂伊津巳 

と き：平成２６年９月１４日（日） ９：３０～ 

ところ：小田地域センター 大ホール 

 

内  容     ９：３０   受付開始 

１０：００   記念撮影 

１０：３０   記念式典 

１１：００   祝賀会 

１１：２０   アトラクション、会食 

１２：４０   閉  会（予定） 
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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  

℡：082-438-0166 ホームページ http：//kyouwanosato-oda.com/admin 

                   E-mail  oda-k@city.higashihirosima.hiroshima.jp 

 

 

 

広報 第１３０号 

平成２６年９月 1日発行 

昨年の会場の様子 
昨年の西小学校児童の歓迎の様子 

昨年の記念写真 昨年は、８７名の参加者で、盛大に行われました 
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戦没者・開拓団物故者並びに大安慰
だ い あ ん に

追悼法要（１５日報告） 

本年度は、天候不順により、浄蓮寺本堂で追悼法要を営みました。 

若院様の丁重なる読経に続き、会長追悼の言葉では、「平和の繁栄は、戦没者の尊い犠牲

の上に立っていることを決して忘れてはなりません。戦争の悲惨さを深く心に刻み、永久に平

和であることを後世に伝えていきたい」と述べられました。 

出席された皆様は、参拝を通して追悼法要と併せ今日の小田の発展に尽くしていただいた

人々への報恩感謝の誠を捧げました。 

河内西小学校児童たちの平和の祈りでは、折り鶴や花束のお供えを行い、西川柚希さんの

「平和学習で学んだ」ことの発表、児童と参加者全員による歌「青い空は」の合唱をとおして恒

久平和を祈りました。 

今後とも、追悼法要を営んでまいりますので、皆様のご理解をお願いします。 

                 （総務企画部部長 西村雅吉） 
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昨年の会場の様子 

レインボー噴水は夏まつりの名物 重津光昭様の大花火 

若院様の読経 
猛暑の中での読経感謝いたします 

発表する西川柚希さん 

参列者の皆様 

歌「青い空は」を参加者全員で合唱 



小田ふるさと夏まつり、雨天により中止 
 

皆さんと、楽しみにしていた夏まつりを天候不順のため中止しました。役員の皆様を

はじめ、盆踊りの練習や催しの花火の打ち上げの準備・ソーメン流しの竹の準備などき

め細かい計画と協力をいただきました関係者の皆様方に、心から感謝とお礼を申し上げ

ます。来年もよろしくお願いいたします。 

 

（自）「共和の郷・おだ」会長 瀬川豊茂 

福祉ふれあい部長 飯沼範雄 

小田イメージキャラクターの募集について 
 

（自）「共和の郷・おだ」では、今年度の事業に小田ビジョン策定委員会を中心に 10

年先の地域の将来像の策定に向けた取り組をしています。 

当委員会では、小田地域のイメージキャラクターとその愛称を地域内から募集するこ

とといたしました。このキャラクターは、地域の案内人や活動の啓発などに活用したい

と思います。 

小田地域のイメージを思い浮かべ、愛着あるキャラクターの応募をしてくださいます

ようお願いします。なお、未発表のオリジナル作品に限ります。応募には、イメージキ

ャラクターと愛称を添えてください。採用作品には、記念品を贈ります。 

また、採用作品は、デザイン等デジタル変換による変更を加えることがありますので

ご了承ください。 

例えば、東広島市案内人の「くふろう」や東広島市社会福祉協議会の「こころん」の

ようなイメージキャラクターです。たくさんの応募をお待ちしています。 

応募期間は、９月３日から３０日まで、事務局（小田地域センター）へ提出してくだ

さい。  

 

 

                         小田ビジョン策定委員会 

 

  

 

 

3 
東広島市案内人「くふろう」 

東広島市社協「こころん」 



第 3 回野菜づくり教室（8 月 20 日報告） 

―地産地消に向けた安全・安心な美味しい野菜づくり― 

今回は、上手な肥料のやり方や被覆資材の

種類と使い方。野菜の播種・定植の計画などの

研修を受けました。雨が降り続く中で、害虫が

どのように動くかわからないので注意深く見てく

ださいとのことでした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共 催  「寄りん菜屋」（生産部会）、農村振興部、小田地域センター） 

 

 

4 回野菜づくり教室のご案内（9 月 17 日） 
 

 野菜づくり教室を、次のとおり行ないます。 

多数ご参加くださいますようご案内いたします。 

この教室は、今回で終了します。 

○ と き   平成２６年９月１７日（水） 

         １３：３０～１５：３０ 

○ ところ   小田地域センター 

○ 講 師   東広島市園芸センター 

             今中義彦先生 

○ 内 容   野菜の栽培管理について 

 

（今中先生に野菜づくりで尋ねたいことがありましたら９月１０日までに地域センターまで連絡ください。） 

 

共 催  「寄りん菜屋」（生産部会）、農村振興部、小田地域センター 

 

４ 

講義する今中義彦先生 

受講する皆さん 



第６回 自治組織親善スローピッチソフトボール大会 

参加者募集のご案内（9月２３日） 

 

わくわくスポーツランドこうちの主催により、自治組織親善スローピッチソフトボール大会が開

催されます。 

体育健康部では、この大会に参加したいと思います。各組体育健康部員様、代表委員様で

参加者のとりまとめをよろしくお願いします。たくさんの参加をお願いします。 

（体育健康部 部長 谷平和則） 

大 会 要 項 
１．日 時  平成２６年９月２３日（火）（祝日） 

    ８：３０～開会式   ９：００～ 競技開

始 

２．主 催  わくわくスポーツランドこうち 

        共和の郷・おだ（協賛） 

３．場 所   河内市民グランド  ２面 

４．参加資格 町内在住で男性５０歳以上、 

女性３０歳以上。各自治組織として 

 チームを編成する。 

５．チーム編成  １チーム１０人～２０人まで 

編成内訳： 男性概ね５０歳～６０歳と６０歳以上の人数が半々、女性３０歳以上を１～２名程度 

６．使用球    検定４号球   

７．試合方法   試合は１チーム１０人で行う。１試合７イニング 又は６０分 但し５５分を経過した場合は新

たなイニングに入らない。 

８．競技規則   大会規則による。 

９．参加費     １チーム   １０００円（保険代） 

１０．試合参加申し込み （各組で取りまとめ 9月６日までに小田地域センターに連絡してください。） 

１１．その他    運動のできる服装で参加。（グローブをお持ちの方は持参ください。） 

 

付記 

     

当日大会終了後、昼食を兼ねて、ささやかな懇親会を下記のとおり開催します。  

       場 所   河内市民グランド 

       参加費  １人２０００円 

    懇親会に参加希望される方は（１０．試合参加申込に合わせて）申し込んでください。 

    （なお、飲酒される方は車の運転は禁止です。） 

※   小田地域センターで、検定４号球６個と専用バット２本用意しています。練習にご利用ください。 

 

 

５ 

昨年の出場選手 



高齢者交通安全モデル地区の指定（河内） 

 

広島県では、高齢者の交通事故が多発しておりますので各地警察署ごとに地域を指定して 

高齢者の交通安全と無事故対策の啓発を進めていくこととなりました。西条警察管内では、  

河内地区が指定され 8月 29日に河内支所において「河内町高齢者交通安全モデル地区活動

推進協議会」が発足いたしました。 

来年３月末まで河内町を中心に活動する事になり「交通事故は生涯の苦難」の横断幕を町

内５か所に設置し区民全体で交通事故防止に取り組み事故の無い河内町になるよう活動を推

進してまいりますのでご協力お願いします。 

特に、飲酒運転、無免許運転、歩行者の安全確認等には気を付けるようお願いします。 

 

 

（東広島市交通安全協会 河内支部長 香川正志 

                                         白竜部部長 宮本 勝） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

小田地域づくりの取り組みを研修する様子 

「推進協議会」発足 会議の様子 

横断幕「交通事故は生涯の苦難」 



小田レディースパークゴルフ大会 

ご案内（１０月５日） 

「健康とふれあいを楽しみにしましょう」をスローガンに、部員同士の親睦と交流を深めるため

小田レディ―スパークゴルフ大会を開催します。 

多数の参加をお願いします。 

日  時  平成２６年 10月５日（日）集合時間 9時 

場  所  河内パークゴルフ場 

参加対象  女性と子どもさん 

参加費   １人５００円、 小学生の方は無料 

参加申込  １０月２日（木）まで各組の女性部役員に申し込みください。 

履物    運動靴でご参加ください。 

（女性部 部長 戸坂伊津巳） 

 

９月 白竜部からのお知らせ 

① ９月 15日（月）は白竜部サロンです。 お気軽に参加ください。 

②白竜部サロンの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白竜部長 宮本 勝） 

７ 

時間割 

１時間目 

まんが日本昔話しのビデオ 

＜語り：市原悦子・常田富士

男の名調子で＞ 

第１話 「文福茶釜」 

10時～10時50分 
第２話 「猫 檀 家」 

第３話 「うばすて山」 

第４話 「羅生門の鬼」 

2時間目 「漫 談」「落 語」「漫 才」「手 品」…のビデオなど 11時～12時 

昼の時間 
 昼食 と お昼寝 ＜各自ご自由に 弁当持参＞ 

パン＆マイム お好み焼き「なごみ」  寄りん菜屋 
12時～13時30分 

3時間目 雑 談 の 時 間 
・今日 1日を思い出して 

・来月の計画づくり 
14時～15時 

4時間目 カラオケで歌いましよう 

・カラオケ機器の使い方 

「演歌 民謡 童謡 新曲

…古い歌もあります」 

15時～16時 

下校時間  「車に、注意して下校しましょう」 



友達やご家族・子ども会などで「米
まい

ピザ

づくり」体験を楽しみましょう!!」 

 

寄りん菜屋からのお知らせ 
 

おかげさまで寄りん菜屋は創業１５周年を迎えました 

日ごろの皆様に感謝して 

１５周年記念スタンプカードを発行します。 

ステキな景品をゲットしよう 

○寄りん菜屋のスタンプカードでチャンス！ 

                        感謝祭記念スタンプカード 

※寄りん菜屋でのお食事やお買い物５００円 

で１回スタンプを押印します。 

※スタンプカードは３回で１回のくじ引き券 

となります 

※スタンプカードは今年の農産物品評会まで 

ためて下さい。 

※農産物品評会（11月 23日） 

でくじ引きをお楽しみください。 

○里山体験広場で「ピザ体験」を！ 

毎月第４土曜日はピザの日 （要予約） 

   

 

※毎月、第 4土曜日は、ピザ釜に火を入れます。申し込みは１週間前までにお願いします。 

それ以外の日でも１０枚以上で、ご予約を受けます。 
※体験料は１枚１０５０円（消費税込み）です。お持ちかえりもできます。 

 

○寄りん菜屋のスタッフ募集！ 

寄りん菜屋では 農産物の直販所・食堂・加工所の３部門で経営しております。 

つきましては これらに従事する意欲的なスタッフを小田地域内より募集します。 

詳しい事は寄りん菜屋にお尋ねください。℡ ４３８-１０２０ 

 

 

 

８ 

 

寄りん菜屋１５周年記念感謝祭 

くじ引き券 

期間 ９／１３～１１／２３ 

１ ２ ３ 景品き 

ゲット 

５００円毎に 1回スタンプ 

くじ引き・・１１月２３日（日） 

農産物品評会の会場にて 

                   


