
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 ・（自）「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（景品は地元産多数）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２７年５月３１日（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 子ども 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～ ○開会行事   

・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、大じゃの舞）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～ ○閉会行事   

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

※宝さがしは子ども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  

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

                   E-mail  mail@kyouwanosato-oda.com 
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白竜湖上に舞う鯉のぼり（4月２６日） 
 

今年も、小田の玄関口に色鮮やか

な鯉のぼりを上げました。 

春のあたたかな日をあびながら、気

持ちよさそうに白竜湖上を風になびい

ています。 

 

おうちで眠っているこいのぼりがあり

ましたら、ご提供くださるようお願いしま

す。 

 

 

 

 
（自）共和の郷・おだ」環境保全部 

 

除草ロボット実証始まる 4月 15日 
 

小田ビジョンに掲げる『除草ロボット』の実証が、（独）農研機構 近畿中国四国農業研究

センターと（農）ファーム・おだで始まりました。この実証は、広島県では、初めての取り組み

で、今後小田地域の法面に合った、除草ロボットの改良開発がされます。無線操縦で、傾

斜面でも草刈りができ、作業負担や危険が軽減できます。夢に向かって歩みはじめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農）ファームおだ・（自）「共和の郷・おだ」農村振興部 

 

 

２ 

白竜湖上を泳ぐ鯉のぼり 

９の組地内で実証 刈幅 1 往復で 1.3ｍ・重さ 140 キロ 



自治組織「共和の郷・おだ」総会（5/17 ご案内） 

 

皆様のご出席をお願いします。 

 総会資料など、開催日までに、各代表

委員から各戸にお配りします。 

 都合により出席できない方は、必ず委

任状の提出をお願いします。 

 

 

と  き 平成２７年５月１７日（日）１９：３０～ 
ところ  小田多目的集会所 

内  容  第１３回定例総会 

協議事項 Ｈ２６年度事業報告、会計決算報告、 

Ｈ２７年度事業計画（案）、会計予算（案）、規約の一部改正、 

報告事項 小田ビジョン（未来創生図）報告 

（自）「共和の郷・おだ」事務局 

 

子ども習字教室募集 
 

小田地域センターでは、小学生を対象に習

字教室を行っています。開催日は、毎月２回、

木曜日１７時から１８時です。開催する日程

は、郷たより「行事予定表」でお知らせしま

す。 

参加費は無料、習字用具は、センターで用

意しています。指導者は、瀨川豊茂様です。

たくさんの参加者を募集します。詳しくは、

小田地域センターまでお問い合わせくださ

い。 

交通事故の無いよう気を付けて来てください。                           

小田地域センター 

３ 

習字教室の様子 

昨年の総会の様子（議事を進める大原議長） 



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２７年５月２４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、後日ご案内します。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                 （自）「共和の郷・おだ」体育健康部 
 

第１回健康づくり教室（ご案内） 
 

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２７年５月２７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、普段はいている運動靴 

 

小田地域センター 
 

 

４ 

指導する酒井先生 

応援する小田の皆さん（昨年の様子） 



 
 
 
 
 

「小田盆踊りマイスター会」会員募集！ 
 

生涯学習発表会に合わせ、小田盆

踊りを保存継承する、小田盆踊りマイ

スター「BON
ぼ ん

スター」の会をつくりまし

た。 

この「BON
ぼ ん

スター」は、小田地区に残

る４曲の盆踊り（①夕霧踊り②北山踊り

③熊谷踊り④作州踊り）を、せめて地

域内の子どもたちにマスターしていた

だきたい、そのためには、何ができる

か・・・・との思いに導かれ、皆様の理解

を得て活動することとなりました。 

盆踊りは、太鼓、口説き、はやし、踊りが一体となって初めて成り立ちます。そこで、全体

顧問を、国原 正明様、香川 正志様にお願いし、「太鼓の部」「口説きの部」「はやしの部」

「踊りの部」の４部門を設けることとしました。各部門において、マイスター（熟練者）を養成し、

未来に継承したいと思います。 

今年の目標として、「ゆかたの着付けをマスターしましょう！」「一曲だけでも踊りましょ

う！」をテーマに、下記の日程にて練習を行い、８月の夏祭、本番！ができればと考えま

す。 

練習日  ５月１３日（水） ５月２７日（水） ６月１０日（水） ６月２４日（水） 

以降は随時連絡します。 

時  間  午後７時 30分～１時間程度 

場  所  小田地域センター 

内  容  主に踊りが中心です。 

太鼓・口説き・はやしに興味のある方は、事前に連絡してください。ゆかた着付けは、  

希望者に、踊りの練習前 午後７時～３０分程度、参加費１００円にて行います。お持ちの方

は、ご自分の浴衣をご持参ください。男性も是非ご自身で着れるようにご参加ください。 

「太鼓に興味がある！」「参加してみたい！」「着付けだけでも・・・」と思われる方、大歓迎

です。お気軽に、小田地域センター（４３８－０１６６）もしくは村上恵美子か末岡までお申込

ください。 

                       「BON
ぼ ん

スター」 末岡 紀代美・小田地域センター 

５ 

ありがとうございました。 

ご寄付は（自）「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   戸坂伊津巳様 
（自）「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 

 



河内西小学校入学式（４月６日） 
 

桜の花が舞う中、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３名が入学しました。 

小田地区からは、有田昊樹（ありたこうき）君（６の組）、

島田都己優（しまだつきや）君（３の組）の２名です。 

倉田校長から、皆さんは大切な１年生です。わくわく

しながら今日の日を待っていました。１日も早く学校に

慣れてください。 

そして、２つの大切なお話しがあります。 

１つは、元気なあいさつをすることです。 

２つ目は、自分のことは自分ですることです。と話されました。 

児童を代表して、戸田 涼さん（３の組）から、みなさんは、河内西小学校の仲間です。み

んなでがんばっていることは、元気にあいさつをすること、返事をすることです。これからみ

んなと生活することを楽しみにしています。と歓迎の言葉がありました。 

今年度の児童数は、３０名となっています。 

 

               小田地域センター 

河内中学校入学式（４月７日） 
 

新生活に夢を膨らませ、入学式がありました。 

新１年生３２人が入学し、７９名の在校生に迎えられました。小田地区からは、島田拓飛君

（３の組）、土肥未央さん（７の組）、岡本和樹君（８の組）、玉川未羽さん（１２の組）です。 

清水則成校長から①人を思いやるやさしい心を持った人になってください。②毎日の授

業を、まじめに受けてください。③責任のある行動をとれる人になってください。と励まされ

ました。 

入学おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」会長瀨川豊茂 

 

６ 

入学児童３名の皆さん 

入学式の様子 



第 1回野菜づくり教室 （４月１４日） 
 

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

２１人の参加をいただき研修を受け

大変参考になりました。 

夏野菜の植え付けでは、 

①元肥として堆肥や「ようりん」「苦

土重焼りん」など苦土質肥料、又は

「サンライム」「セリカ」といったカキガ

ラなどの石灰質肥料をすき込んでお

く。 

②畝づくりを早めにしておき、雨が

降るのを待って、土が充分湿ったとこ

ろで黒マルチをかける。 

③黒マルチをかけたままで日光に

当たると、地中内部まで、地温が高くなる。できるだけ早く植え付けの１０日ぐらいまでに準

備をしておく。 

④野菜を植え付けたとき、地温が高いのでおそ霜にあっても、苗は元気に育ちやすい。 

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。 

小田地域センター 

 

民生委員児童委員 

在宅高齢者見守り協力員の活動紹介 
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・高齢者見守り協力員、地域包括支援センター、福祉ふれあい部などと連携して、安心

して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。お気軽にご相談ください。 

民生委員児童委員・見守り協力員紹介 

氏名（１組～４組） 氏名（５組～８組） 氏名（９組～１２組） 

林 由美子 渡邉千穂子 末岡紀代美 

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   

 

      （自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部、小田地域センター 

 

７ 

野菜教室の様子 



 

寄りん菜屋からのお知らせ 
寄りん菜屋の創業祭 

 

日時 ： 平成 27 年 5 月4 日(月)～5 日(火) 

催しもの  

5 月 4 日(月)：ぜんざい 先着 100 名 １０時から 

5 月 5 日(火)：子供宝探し･交流広場で遊ぼう １０時から  

 紙芝居「河童の力」ほか 11 時から  

即売品 

＊ 巻寿司･いなりずし・芝餅・よもぎ餅・おこわ他 

＊ 5 月 5 日(火)ピザ体験 1１時から  

 

◎ かしわ餅の季節になりました 
 

 
寄りん菜屋の手づくりの柏餅は地元のもち米１００％で作っております。

翌日も硬くならないよう工夫しております。 

ります。小田地区内でのご要望がありましたら、配達いたします。配達は

原則 土･日の午後になります。お早めに申し込みください。１パック（５個

入り） 

 
寄りん菜屋 ＴＥＬ ４３８－１０２０ 

 

 

 

 

８ 


