
 

 

 

 

 

 
 

第１３回共和の郷・おだ総会の開催 （5月１７日報告） 

来賓に、河内支所長下宮 茂様、東
広島市市議会議員高橋典弘様、乗越耕
司様の出席をいただきました。 

今回は、４議案を提出、中でも小田
ビジョン「未来創生」や懸案事項であ
りました白竜部組委員１名の選出と満
６５歳以上を部員とする規約改正のご
承認など原案通り可決いたしました。 

また、今年度は、２３年度に作成し
た（自）「共和の郷・おだ」まちづくり
期間５年計画の 4 年目にあたることか
ら、各事業を検証し、次期計画の策定
に向けた準備を進めてまいります。 

また、「誇りの持てる、住み良い、和やかな郷づくり」の地域目標を支える７本の
柱と７７項目のビジョンの実現に向け、活動の具現化に取り組みます。 

そのほか、８部会が掲げる事業計画に基づき事業を進めてまいりますので皆様のご
支援、ご協力をお願いいたします。 

（自）「共和の郷・おだ」会長  瀬川豊茂 

本年度の主な行事予定 

 

 

 

 

 

 

「共和の郷・おだ」の会費納入のお願い 
「共和の郷・おだ」の会費納入について、年間一戸当り３，０００円をお願いします。 

集金の時期は、いままでと同じように 6月と 12月の 2回（前期・後期）に分割して集金しま

す。6月は「共和の郷・おだ」の会費前期分 1,500円集金します。よろしくお願いします。 

振込先 JA 広島中央河内支店「共和の郷・おだ」  口座番号 0001679 
                 

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

行  事  名 開 催 予 定 日 

第 8 回小田地区対抗パークゴルフ大会 平成 27 年６月 28 日 

夏祭り、慰霊碑・大安慰碑追悼式 平成 27 年８月 15 日 

敬老会 平成 27 年９月 20 日 

収穫祭・大祭り 平成 27 年 10 月 18 日 

農産物品評会 平成 27 年 11 月 22 日 

新年の集い 平成 28 年 1 月 1 日 

第 41 回小田一周駅伝大会 平成 28 年 2 月 7 日 

生涯学習発表会 平成 28 年 3 月 13 日 

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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第２回 野菜づくり教室（ご案内） 
―地産地消に向けた安全・安心な美味しい野菜づくり― 

野菜づくり教室を、次のとおり行ないます。 

○と き 平成２７年６月11 日（木） 

      １３：３０～１５：３０ 

○ところ  小田地域センター 

○講 師 今中義彦先生（東広島市園芸センター） 

○内 容  ・野菜苗の植付後の栽培管理 

・病害虫防除 他 

※先生にたずねてみたいことがありましたら、６月６日までに、地域センター 

ＴＥＬ・ＦＡＸ４３８－０１６６にご連絡ください。 

お気軽にご参加ください。 

共 催：「寄りん菜屋」、「共和の郷・おだ」小田地域センター 

 

小田川のホタル観察会（ご案内） 

 

一瞬の美しい姿を見せてくれる「ホタル」と

のふれあいをとおして、自然の大切さを学びま

す。学習した後、みんなで小田川のホタルを

見に行きます。 

 

○と き  ： 平成２７年6 月１３日（土）  

         18：３０から 

○集合場所  ： 小田地域センター 

○参加対象  ： 小学生と保護者、地域内外 

                        

○内 容  ： １． ホタルについて観察学習。 
          （ホタルの発光、ホタルの体のしくみをパーパー 

クラフトで学習します。）材料、用具は準備しています。 

         ２． ホタルを見に行きましょう。（元賀茂の里、大水車近くの小田川）20：00頃 

車に乗り合わせてホタルがたくさん飛んでいる場所に移動します。 

※雨天でも行います。楽しく学習できるようにいろいろと準備しています。 

   ○ 持ってくるもの ： 雨具（雨天の場合）、小さい懐中電灯、学ちゃんノート 

○ 講 師 ： 吉川 秀幸 先生 （水と緑と自然の会・環境カウンセラー） 

小田地域センター 

 

２ 

前回の様子 

 

昨年の教室の様子 

 



きれいなまちづくりキャンペーン（6 月 14 日ご案内） 

 

今年度も、第２日曜日を「環境美化の日」

と定め、午前 8 時から約 1 時間程度全市一

斉清掃が行われますので、各組の参加をお

願いします。収集した道路・水路等の散乱

ごみは６月 14 日（８：００～９：００）に

地域センターグランド（砂場付近）で集め

ています。市の担当者の方に、ごみを渡し

てください。合わせて、美化作業に参加さ

れた人数（約）を報告してください。 
          

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地域センター 

 

ふれあいいきいきサロン（ご案内） 
日常の健康管理や生活支援についてのお話しや楽しい昼食など、楽しい時間を過ご

しませんか。 

お気軽にご参加ください。 

○と き：平成２７年６月１６日（火） 

       １０：００～１２：００ 

○ところ：小田地域センター 

 

○内 容 

 （１）健康管理について  

 健康についてのお話し と 血圧

測定も行います。 

  東広島市河内支所 保健師  

 

（２）日常生活支援の利用について 

        そよかぜねっとなど  

東広島市河内高齢者相談センター 

         東広島市社会福祉協議会河内支所 

           

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部・ボランティアグループたんぽぽ 
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昨年の様子 

 

昨年の様子 

 



 
 

 

 

 

「佐伯区紙芝居まつり」出席者募集 

 

民話を語る「みんみんゼミ」では、佐伯区

紙芝居まつり実行委員会から、ゲスト出演の

案内依頼がありました。このまつりは、今回

で 2回目を迎え、１２団体から１２作が上演

されます。「みんみんぜみ」は、「河童の力」

を上演します。 

興味のある方は、一緒に観ませんか 

交通は、マイクロバスです。 

 

申込みは、６月１５日までに小田地域センター℡４３８－０１６６へお願いします。 

 

開催日：平成２７年６月２１日（日）１３：００開演 １６：３０終了予定 

         寄りん菜屋を９時に出発します。 

 

開催場所：五日市公民館 大ホール 

 

参加費：１，５００円（昼食代・交通費など） 

 

出席者多数の場合は、抽選となります。ご容赦ください。 

 

 

みんなで民話を語るゼミナール・小田地域センター 
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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。 

         香典返し   ５月   植村義明 様 

 
              （自）「共和の郷・おだ」会長 瀨川豊茂 福祉ふれあい部長飯沼範雄 

 

浄蓮寺での上演の様子 

 



小田地区対抗パークゴルフ大会（６/２8ご案内） 

 

（自）「共和の郷・おだ」と「河内交流促進施

設運営協議会」の共催による第８回小田地区

対抗パークゴルフ大会を開催します。緑いっ

ぱいの、天然芝でストレス解消！ 

皆さん奮ってご参加ください。 

 

・日  時  ： 平成２７年６月２８日（日） 
受付７：３０～、開会式８：００～ 

競技開始８：３０～ 

 

 

・集合場所 ： 河内パークゴルフ場 

・試合方式 ： 各組対抗（1 ラウンドを回り、最少スコアーを競います。団体賞は、各チーム

の合計スコアーによる。） 

 

 

・参加人員 ： 各組４人１組で何組でも参加できます。 (年齢性別は問いません。) 

 

・参加費  ： 大人５００円、小学生以下無料（受付時にチームごとにまとめて集金します。

助成券は利用できません。） 

 

・参加について：別紙参加申込書で６月１２日（金）までに（自）「共和の郷・おだ」事務局 

（小田地域センター：TEL・FAX４３８－０１６６）までお知らせください。 各組の代表委員、 

組委員のご協力をよろしくお願いいたします。） 

 

・表  彰 ：団体戦の部及び個人戦の部どちらも 1位から 3位を表彰します。又、飛び賞、 

特別賞等も用意しています。 

 

・参加賞 ：「パン＆米夢」の米粉パン、寄りん菜屋のうどんを用意しています。 

 

・その他 ：当日天候不良で中止の場合、７月１９日（日）におこないます。各組の世話役から 

参加予定の方に連絡をお願いします。 

 

 

主催：自治組織「共和の郷・おだ」（体育健康部）・河内交流促進施設運営協議会 

 

 

 

５ 

昨年の様子 



骨密度測定会（ご案内６月３０日） 
 

骨密度が低くても初期にはほとんど現れません。 

骨密度が低い状態をそのまま放っておくと、将来、 

身長が縮んだり、腰に痛みが出てきたり、少しの 

ことで骨折したり・・・。 

予防のためには十分に骨量を備えておくこと、 

自分の骨の健康を知ることが大切です。 

○と  き：平成２７年６月３０日（火） 

１０：００～１１：３０ 

○ところ：小田地域センター 

〇測定は、右足のかかとの骨を測ります。 

保健師・管理栄養士のアドバイス付き 

※着脱しやすい靴下でお越しください。 

○参加費無料 

     河内支所地域振興課・小田地域センター 

 

河内西小学校・保育所運動会並びに 

河内西区民運動会（5月２４日報告） 
テーマを「ファイト 河内西！赤と白に仲間と共に勝利をつかめ」を掲げ、晴天のもと元気

いっぱいの運動会でした。区民運動会では、親睦を深めるなかで、団体競技がおこなわれ、

成績は、健闘しましたが・・・・。 

1位 宇山地域、２位 河戸地域、２位 戸野地域でした。 

役員、PTAの皆さん、テントなどの準備、後片付け大変ありがとうございました。 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」（体育健康部） 

 

６ 

応援する小田地域の皆様 リレーは 1番（バトン渡し） 

痛みはなく、 

短時間で骨密度

がわかります！ 



健康づくり教室 （５月２７日報告） 

 

 

今回は、新聞紙を丸めた棒を使った体操

をしました。椅子に座って行うので安全性

が高く、認知症予防にも効果があると紹介

されました。皆さんも試してみられては、

いかがですか・・・ 

 

 

 

 
   

小田地域センター・（自）「共和の郷・おだ」白竜部・体育健康部 

 

県道小田白市線歩道要望書提出 
 

交通量は増加し、歩行中「ヒヤット」するこ

とが多くなりました。歩道設置は高齢者、歩

行者、子どもの皆さんには、緊急に対処し

なければなりません。 

そこで、地権者、自治組織の役員、  

各種団体関係者の署名を添えて 、    

県知事、県議会議長、東広島市長、市議

会議長へ要望書の 提出を ５月２８日に

行いました。      一日でも早い設置に

向け、努めて参ります。 

 

（自）「共和の郷・おだ」会長 瀨川豊茂 

 

 

７ 

棒を使っての健康体操 

歩道設置が望まれます 



第３０回小田営農田植えまつり ５月３１日報告 
 

好天に恵まれ、絶好の田植え日和となりました。 

初めて、田植えをした子どもたちは、お父さん、お母さんにつかまり、お尻を泥ん

こにしながら夢中で植えていました。その後は、サツマイモの植え付けです。 お昼

には、大蛇の舞や民話紙芝居を鑑賞し、小田城での宝探し、お米の掬い取りと、盛り

沢山のイベントでした。参加された方は、「楽しかったです。１０月の収穫祭には是

非参加します」と笑顔で帰られました。 

実行委員会の皆さんには、前日の準備から、有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ８   営農田植えまつり実行委員会 

田植えの様子 

 

田植えに夢中です 

 

サツマイモ植え付けの様子 

 

サツマイモにワラをかけています 

大蛇の舞 

 

小田城での宝探し 



みんなの掲示板 

 

今月号から、１Pを利用し、地域内の身近な話題やお知らせ情報を掲載します。 

利用される方は、事務局までお問い合わせください。 

       ≪内容によっては、掲載できない場合もございます≫ 

 

今月は、パン＆マイム（パントマイム） からのお知らせです。 

 

5月 2日の三周年祭には多くの皆様ご来店誠に有難うございました。 

これからも、引き続きよろしくご愛顧のほどお願い致します。 

なお、スタッフの募集も行っております。お気軽にお声かけお願い致します。 

5月より、焼き上がりの時間が少し遅くなっております。 

予定として、下記のとおりですが、変更の場合もありますのでご了承ください。 

8時 ～ 菓子パン   8時 30分 ～ 食パン 

9時 ～ 惣菜パン   9時 30分 ～ フランスパン 

10時 ～ デニッシュパン 

 

皆様のご意見を大切にしながら、愛される「パン&マイム」店を目指しますので、

お気づきの点がありましたら、ご遠慮なくお申し付けください。 

 

スタッフ一同 
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