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小田城登山と新年の集い（ご案内） 
 

小田城址へ新春登山をして初日の出を拝みましょう。 

（日の出時刻  午前 7時 16分ごろ） 

日  時 ： 平成２７年 1月 1日  

集合場所 ： 小田地域センター 

集合時間 ： 午前６時３０分 

日   程 ： 小田地域センター出発  ６：３５～ 

         小田城着          ７：００ 

       ◎ ７時１６分ごろ 御来光を仰ぐ、（初日の出を拝む） 

現地で記念写真撮影  ７：２０ 

        ◎ 新年の集いを開催    8：00～ （小田地域センター大ホールで） 

○ 甘酒の接待を致します。 

○ 参加者には記念品を準備しています。 

○ 雨天の場合は小田城登山を中止して、8:00から「新年の集い」を 

小田地域センター大ホールで行います。 

 

（（自）「共和の郷・おだ」総務企画部） 

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  mail@kyouwanosato-oda.com 

oda-k@city.higashihirosima.hiroshima.jp 
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 農産物品評会（１１月２３日報告） 
  好天にめぐまれ、内外から総数約３００人の来場をいただき盛大な農産物品評会と併せ寄りん菜屋15周年

記念感謝祭を開催することができました。 

出品者数は、昨年の４５人から５１人、出品数は、１６６点から１７７点と増えています。これも皆様の野菜づく

りへの関心が高まっているものと思います。 

開会では、東広島市河内支所長上田広之様、東広島市議会議員 高橋典弘様、広島中央農協代表理事

組合長徳永邦雄様の来賓のあいさつをいただき、農業環境を取り巻く現状や小田地区の農業の取り組みに

高い評価をいただきました。 

審査は、東広島市園芸センター 今中義彦様、広島中央農協 岡田 哲様にお願いをし、今中様の講評

では、小田地区の長年の土づくりや栽培管理など品評会を通しての成果が表れているとの評価をいただきま

した。 

入賞者は、次のとおりです。 

最優秀賞（3点） 細川なほ子（丸大根） 細川なほ子（長大根） 中山フキ子（白菜） 

優秀賞（10点） 

坂井敏文（丸大根） 池田澄夫（大根） 坂井敏文（長大根） 

廣田静夫（ねぎ） 小林和歌子（キャベツ） 重津光昭（キャベツ） 

平田美代子（人参） 森原元夫（チンゲンサイ） 吉川昭満（白菜） 

玉川光則（白菜）   

特別賞（5点） 
住田美奈子（赤かぶ） 吉森勝久（レタス） 橋本敏幸（ショウガ） 

真谷正行（はぶ茶） 吉森勝久（シイタケ）  

１等賞 （１５点） ２等賞 （２０点） ３等賞 （５０点）は紙面の関係で氏名を省略させていただきます。 

アトラクションでは、みんみんゼミによる小田に伝わる民話の紙芝居、重量当てクイズ、餅マキなどで会場が

盛り上がりました。共催をいただきました、広島中央農業協同組合様、また、実行委員会の役員の皆様には、

前日の準備、当日の集荷、陳列、食事のお世話などご協力をいただき心からお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農村振興部  酒井雄宏） 

審査を終えた出品野菜 
出品野菜即売会の様子 

小田民話紙芝居の様子 
餅まきの様子 
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金婚者表彰 
 

（自）「共和の郷・おだ」の福祉ふれあい部では、金婚者の表彰をおこないました。 

吉弘  脩・凖子御夫妻様、土井丸安夫・元子御夫妻様、大藤正雄・淳子御夫妻、      

平田忠孝・美代子御夫妻様に記念の楯と表彰状を贈りました。おめでとうございます。 

 

（（自）「共和の郷・おだ」 福祉ふれあい部 ） 
 

 

２０１４クリスマスコンサート inおだ（12/6） 
 

音楽を聴きながら、楽しいひとときを過ごしませんか？ 

 

日時 ２０１４年１２月６日（土） 
開場 １７：３０ 開演 １８：００ 

   

 会場  小田多目的集会所 （河内町小田） 

入場料 ５００円（保育園以下無料） 
     

詳しくは、案内チラシをご覧ください。 

                             

 

（シクラメンの会・小田地域センター） 

 

そば打ち研修（12/7ご案内） 
 

毎年「そば打ち研修会」を行っています。そば打ちに興味のある方、全員集合 

 

ところ ：小田地域センター   

と  き：平成２６年１２月７日 午前９時～１２時３０分 

参加費：１食 ３００円 

参加申し込み 小田地域センター  

 電話４３８－０１６６ 

午後は、「しめ縄づくり教室」へ参加してはどうでしょうか！  

                         

 

好評な即売会 最優秀賞の見事なハクサイ 



 4 

（ビーチバレー代表 谷平和則・小田地域センター） 

しめ縄づくり教室（12/7ご案内） 

 

１２月の行事、恒例の「しめ縄づくり教室」を小田地域センターと白竜部の共催で行います。 

伝統のしめ縄のつくり方を教えて頂き、お正月は手作りのしめ縄で飾りましょう。 

日  時   平成２６年１２月７日（日） 
         １３：００～  

場  所 小田地域センター（大ホール） 

講  師   竹原泰男先生 

持ってきて頂く物  ハサミ 

（わら、糸などを切る） 

参加費     ２００円 

参加申し込み 小田地域センター 

 電話４３８－０１６６ 

 

 

（小田地域センター、（自）「共和の郷・おだ」白竜部） 

 

クリスマスケーキづくり体験（１２/１４ご案内） 
  

世界で一つしかないオリジナルクリスマスケーキをつくってみませんか、多数の参加をお待

ちしています。 

 

 

と き： 平成２６年１２月１４日（日）      

          ９：００～１１：３０ 

ところ： 小田地域センター 

 

参加費： ３００円（ケーキ１個当たり） 

 

服 装： 三角巾、エプロン 

 

参加申し込み先：小田地域センター 

電話４３８－０１６６  （ファクス兼用） 

（材料の準備のため必ず申し込みをお願いします。） 

締切日： １２月１２日（金） 

（小田地域センター、河内西小学校区小田子ども会） 

昨年のしめ飾り製作の様子 

昨年の様子 
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健康づくり教室（１１月１１日報告） 

 

 

 

今回は、椅子に座ったままで行うストレッ

チ体操など冬場をしなやかに乗り切るため

の体操を指導していただきました。 

次回は、2月 24日を予定しています。 

 

 

 

 

（小田地域センター、（自）「共和の郷・おだ」白竜部） 

 

小田診療所ご利用とお願い 
 

東広島市国民健康保険小田診療所は、昭和３１年に小田地区の無医地区解消のため開設

され、平成１６年に、施設の老朽化に伴い、旧小田小学校（現：小田地域センター）に移転・開

設がされました。 

現在、所長１名（医師（医療法人葵会八本松病院））､看護師２名により診療がされています。 

 

診療日、診療時間は、毎週土曜日 ９：００～１２：００の３時間となっています。 

 

皆様の身近な診療所としてご利用をお願いします。 

                             

 （（自）「共和の郷・おだ」 総務企画部） 

ありがとうございました。 

ご寄付は自治組織「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。 

見舞返し  １１月  泉本里江様 
自治組織「共和の郷・おだ」 会長 瀬川豊茂  福祉ふれあい部 部長 飯沼範雄 
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生涯学習フェスティバルへ参加しました 

（１１月２日／３日） 

 
１１月２日から３日にかけて、東広島市運動公園で「東広島市生涯学習フェスティバル」が開

催されました。 

小田地域センターか

らは、絵画 書道、苔

玉、木工、手芸の作品

が展示され、他の地域

センターと併せ、日ご

ろの学習成果が発表

されました。 

そして、体育館ロビ

ーでは、小田の民話を

語るゼミナール（略称

みんみんゼミ）による

小田地域に伝わる民

話紙芝居、「河童の

力」「深山の観音さま」

の２作が発表され、観

客の皆様の中には、

「感動でした」「子ども

達に是非見せたい」な

どの感想が寄せられていました。 

 

生涯学習フェスティバルでの民話紙芝居の発表は、初めてのことだそうです。 

（小田地域センター） 
紙芝居の様子 

小田地域センター作品展示 

紙芝居の様子 
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自治組織「共和の郷・おだ」活動の 

視察を受けました 

 
自治組織「共和の郷・おだ」の発足の経緯や、地域づくり活動など、１１年間に及ぶ成果、課題

についての説明を行い、意見交換を行うなど有意義な研修でした。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

                       （（自）「共和の郷・おだ」事務局） 

日    時 視 察 団 体 

平成２６年１１月７日 岡山県勝田郡勝央町区長会様 

平成２６年１１月７日 総務省地域力創造グループ様 

平成２６年１１月１４日 大分県振興局ほか様 

平成２６年１１月２９日 山口県下関市菊川町七見様 

岡山県勝央町区長会様 総務省地域力創造グループ様 

大分県振興局・県税事務所、別府市役所、日田市役所様 

紙芝居の様子 

山口県下関市菊川町七見様 
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小田イメージキャラクター応募と 

採用について（お知らせ） 

 
小田ビジョン策定委員会では、９月の郷だよりを通じ募集をしたところ、５名の方から１２点の

作品の応募がありました。 

委員会では、応募作品の共通点に「米」の形を題材としたキャラクターが寄せられ、作品す

べてを採用することとしました。このキャラクター達は、総じて愛称を「米人」と呼び、小田米を

大切に育てる人達の願いを込めました。「米人」は、地域情報の発信・案内役や小田米の PR

役を担います。今後の PR活動に「米人」たちのキャラクターを活用してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小田ビジョン策定委員会） 
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農事組合法人「ファーム・おだ」 

農林水産大臣賞受賞（１１月１３日） 

 

「第１７回全国農業担い手サミット in ひょうご」が神戸市で行われ 皇太子様のご臨席のもと

全国から約２５００人の参加により開催されました。農林水産大臣賞表彰では、個人経営部門、

法人経営部門、集落営農部門の三部門の表彰が行われ、農事組合法人「ファームおだ」が集

落営農部門の表彰を受けられました。 

この受賞は、農業法人設立までの取り組みや耕畜連携活動の推進による土づくり、水稲は

全て特別栽培農産物の認証を受け、１等米比率１００％の小田米として地場スーパーに有利

販売を行っている。また、米粉パン工房「パン＆夢米」の開設、女性の参画による商品開発、

販路拡大に取り組んだこと等が受賞のポイントとして農林水産省のホームページで紹介されて

います。 

この受賞を祝う会が、来る１２月１３日に、小田地域センターで開催されます。 

皆様にお知らせしますとともに、お祝いを申し上げます。 

（（自）「共和の郷・おだ」農村振興部） 

 

河内西小フェスタ（１１月９日報告） 
 

国語科や社会科で学習した事を発表したり、

全校生徒の合唱や河内豊作太鼓など、どれも子

どもたちの力を出しきった見ごたえのある発表で

した。 

堀岡輝行校長先生の「・・・・ひとり一人が、自

立し自治的に活動する子、笑顔と感謝の心を持

つ子、東広島スタンダード（あいさつ、へんじ、言

葉づかい、はきものをそろえる）を通じて、気配り

のできる、心優しい子を目指しています。・・・」と

いったあいさつがありました。 

最後に、児童会長、岡本和樹君（８の組）の「届

けよう大きな声と最高の笑顔」をテーマにして、今

日まで練習してきました。これまでの練習の成果

をこれからの生活に生かしていきたいと思いま

す。」と立派なあいさつをしていました。 

 

（小田地域センター） 

あいさつをする児童会長 岡本和樹君 

全児童による合唱 


