
 

 

 

 

 

 
 

敬老会のご案内（９月２０日） 
いつまでもお元気で 

 ご長寿をお祝いする敬老会を

開催します。 

今年も、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、児童のダンス、舞踊、前年

から新たに加わった民話「紙芝

居」など予定しています。民話は、

新作が発表されます。 

招待７７歳以上（昭和 13年 12月 31日

以前に生まれた方）１５０人の皆様に 

各地域の女性部の役員がご案

内します。多数のご出席をお願いします。また、送迎用の車を準備しますので希望者は組女

性役員へお申し出ください。 

皆様のお越しをお待ちしています。 

と き：平成２７年９月２０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） 

 

 
（自）「共和の郷・おだ」 女性部  
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平成２７年９月 1日発行 

昨年の西小学校児童お祝いの言葉 

昨年出席者（８７名）の記念写真 



4 回野菜づくり教室のご案内（９月１８日） 
 

野菜づくり教室を、次のとおり行います。 

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２７年９月１8 日（金） 

         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。） 

 

「寄りん菜屋」生産部会・（自）「共和の郷・おだ」農村振興部・小田地域センター 

 

第８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（9月２３日開催） 

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、代表委員で参加

者のとりまとめをお願いします。多数の参加をお待ちしています。 

１．日 時  平成２７年９月２３日（水）（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/（自）「共和の郷・おだ」（協賛） 

３．場 所   河内市民グランド 

４．参加資格 町内在住で男性５０歳以上、女性３０歳以上。 

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．試合方法   試合は１チーム１０人。１試合７イニング又は、６０分 但し５５分を経過し 

場合は新たなイニングに入らない。 

７．試合参加申し込みは、各組で取りまとめ 9月６日までに地域センターへ連絡ください。 

   電話 FAX兼用４３８－０１６６ 

８．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。） 

    ※当日大会終了後、昼食を兼ねて、ささやかな懇親会が開催されます。  

       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申し込んでください。 

    ※グローブ、ボール、バットは用意します。練習などにもご利用ください。 

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部 部長 谷平和則 
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白竜部「交通安全」講演会の開催（９月２６日） 
 

高齢者の交通事故は年々増加傾向にありま

す。そこで講習会を開催し、交通安全について

研修します。 

日時：平成２７年９月２６日（土） 

 午後１時から１時４０分まで 

場所：小田老人集会所 

 

講師：東広島警察署 交通課 

 

多数のご出席をお願いします。 

 

 
物故者をしのぶ会の開催 

 

交通安全講演会終了後、引き続き、物故者をしのぶ会を、小田浄蓮寺住職様をお迎えし行

います。服装は、平服でお越しください。 

日時：平成２７年９月２６日（土） 午後２時から３時まで 

場所：小田老人集会所 

 

多数のご参列、ご焼香をお願いします。 

 

○終了後 DVD鑑賞など行い交流を深めます。 

  ご都合のつく方は、ご参加ください。 

 

（自）「共和の郷・おだ」白竜部 部長宮本 勝 

３ 

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。 

 

見舞い返し  ７月  土肥恵子様 
 

自治組織「共和の郷・おだ」 会長 瀬川豊茂  福祉ふれあい部長 飯沼範雄 

昨年の様子 東広島警察署交通課 



ふれあいいきいきサロンの開催（９月２９日） 
 

気軽に集える「ふれあいいきいきサロン」を開催し

ます。 

今回は、タフトさんによる認知症予防ゲームや介護予

防のお話しです。 

 

とき：平成２７年９月２９日（火）  １０時から１３時 

ところ：小田地域センター 

 

多数のお越しをお待ちしています。 

 

（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 

 

 

夏まつり会場美化作業（８月９日報告） 
 

猛暑の中、「小田ふるさと夏まつり」

実行委員会の３０人の参加をいただき、

会場となる小田地域センターグランド

の美化作業を行いました。今回は、植栽

を重点に、剪定作業を行いました。 

ご協力をいただきありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

昨年のタフトさんによる楽しいお話し 

グランドの植栽剪定・草刈の様子 

（

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部 
ふじ棚の剪定作業の様子 



環境学習会を開催しました（８月９日報告） 
 

市環境対策課の主催により、河川の浄化

が期待できる「えひめ愛（微生物資材）」

を作製しました。講師は、公衆衛生推進

協議会福富支部の皆さんで、作り方は、

水、納豆、ドライイースト、ヨーグルト、

砂糖を加え１週間ほどで発酵すれば出来

上がるそうです。参加された方は、納豆

一粒を加えることにより発酵する様子に

ビックリしていました。効果は、配管の

ヌメリが取れる、悪臭が消える、水回り

の美化清掃、生ごみの発酵促進、野菜が

良くできる、河川の汚泥浄化などです。 

小田川をもっときれいにしましょう 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部 

白竜部会開催される（8月 18日報告） 
第２回目の部会が開催され今年度事業について、物故者をしのぶ会、交通安全講演会、

お出かけサロンや老人集会所における白竜部サロンの運営、教養研修では１１月２日浄蓮寺

で開催予定の小田いとみち会主催による「浪曲公演」への協賛・参加など決まりました。 

特に毎月１５日開催の白竜部サロンでは、地域委員が交代で、企画運営をすることとなりま

した。９月１５日は、１の組～３の組役員が担当されます。皆さんお気軽に参加ください。 

また、「老人集会所」の愛称を地域から募集し、一層利用度を高めることとしました。募集要

項が決まり次第ご案内しますので、その折はたくさんの応募をお願いします。 

 
白竜部サロンご案内（９月１５日） 

≪９月１５日 火曜日 １０時～１５時まで≫ 

今回の白竜部サロンは、入川信子さん、真谷洋三さん、松本昌三さんのお世話により、大型 

テレビによる DVD映像を放映します。「水戸黄門」 「漫才」 「日本昔話」 など・・・・・ 

皆さんと一緒に楽しいおしゃべりなどで・・・一日を過ごしませんか 

（自）「共和の郷・おだ」白竜部 部長 宮本 勝 

５ 

作製の様子 



戦没者・開拓団物故者並びに 

大安慰
だ い あ ん に

追悼式（８月１５日報告） 
 

自治組織「共和の郷・おだ」主催による

追悼式は、今回で３回目を迎え、地域の

方々を始め、河内西小学校児童、倉田校

長ら４０人の出席のもと小田浄蓮寺本堂を

お借りし行うことができました。 

最初に児童の献花、自治組織の副会長

による献灯、献香、そして、児童から平和

を祈り、折り鶴を捧げました。会長の追悼

の言葉に続き、河内西小学校児童戸田 

涼（３の組）さんから「平和学習バス」で学

んだことの発表と児童による「青い空は」を

参加者で合唱しました。出席された方で、「この式を通して戦後７０周年を迎える今年、平和へ

の思いを新たにすることができました。」と言っておられました。 

 

 

≪発表された作文を掲載します。≫ 

○河内西小学校 ６年生 戸田 涼さん（３の組） 

 

「平和学習バス」で学んだこと 

 

原子爆弾が落とされて、平成２７年の

8月６日で７０年がたちます。 

 広島平和記念資料館には、原爆投下

時刻の８時１５分で止まった時計がありま

した。その時計は少し黒く焼けこげてい

ました。わたしはそれを見て、原爆は、

時計を黒く焼けこがすほどだから、もの

すごいいきおいだったたんだと思います。

他には、佐々木禎子さんが残した折り鶴がありました。その折り鶴は、一羽、一羽とてもていね

いに折られていました。禎子さんは、２歳の時に被爆し、１０年後白血病と診断されました。健

康の回復を祈って鶴を折り続けましたが、願いもかなわぬまま短い生涯を終えた方です。わた

しはその折り鶴を見て、貞子さんは、健康の回復を強く願っていたんだと思います。 

戦争があった時代は、親、友達、兄弟が無事に生きているとは限らないと思います。 

わたしには、１人の兄がいます。平和な時代の今、わたしは、親、友達、兄弟を大切にして、感

謝の気持ちを伝えていかなければいけないと思いました。そして戦争の無い世界にしたいと思

います。 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部 

６ 

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 

折り鶴をお供えする吉崎 悠さん 

発表する戸田 涼さん 



小田ふるさと夏まつり（８月１５日報告） 
 

天候に恵まれ盛大に行われました。会場では、自

治組織による、そうめん流し、ヨーヨー釣り、かき

氷、綿菓子や寄りん菜屋の柏餅、おにぎり、パン&

マイムの米粉パン、今回初めて出店されたファーム

おだの焼きトウモロコシやなかよし会の出店に楽し

んで頂けたことと思います。 

今回は、特に盆スターの皆さんによる、盆踊りの

口説き・踊りの指導により、里帰りの方や幼児・児

童さん達は、やぐらを中心に一生懸命踊っていまし

た。神楽観賞では、小田神楽保存会による大蛇退治

（おろちたいじ）が上演され、子ども達は、おそる

おそる近寄って観ていました。また、夜空に打ち上

がる大花火は、夏の思い出となり、上がるたびに、

歓声が上がっていました。お楽しみ抽選会は、約３

５０人の参加があり、今回は、地域の商品券を多く

取り入れた景品を用意しました。これも商店主の皆

様のご協力によるものです。 

夏まつり会場の美化作業や運営にご協力をいただきました役員、関係者の皆様に心か 

らお礼申し上げます。 （自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部 部長飯沼範雄 

７ 



１２の組の宇徳将軍神社に伝わる民話 
紙芝居「将軍社」DVD 制作（８月１６日報告） 

 

このたび１２の組では、宇徳将軍神社に伝わ

る民話「将軍社」の語りの吹込みを全員で行わ

れました。 

当日は、朝早くから集会所に集まり、みんみ

んゼミ代表末岡さんから、語りの指導を受けな

がら吹込みがされました。皆さんは、和やかな

雰囲気の中、笑い声も聞こえ、順番に台本を見

ながら感情をこめて、吹込みをしていました。 

こうしたコミュニティ活動を通じ、地域の  

民話を、大事にし、記録に残すことの大切さを感じました。 

当日は、NHK の取材をうけ、放映されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田地域センター・みんみんゼミ 

 

第 3 回野菜づくり教室（８月１９日報告） 
 

今回は、受講者の方からの質問を事前

に取りまとめ、講師の今中先生からご指導

を受けました。 

質問では、アスパラガスの栽培管理、ト

マトの青枯れ病、里芋の芽かきなど丁寧

に答えていただきました。 

 次回は、９月１８日を予定しています。

多数の出席をお願いします。 
 

 

 

 

「寄りん菜屋」（生産部会）・（自）「共和の郷・おだ」農村振興部・小田地域センター 

８ 

猛暑の中での読経感謝いたします 

講義する今中義彦先生 

参列者の皆様 

１２の組の皆さん 

語りを吹き込む様子 参加された皆さん 



河内西小学校夏休み！！ 
わくわく社会見学へ行きました（８月２１日報告） 

 

河内西４地区地域センター主催による、恒例

の社会見学を実施しました。 

今回は、児童１８人の参加で竹原市忠海のア

ヲハタジャム工場と竹原火力発電所へ行きまし

た。アヲハタジャム工場では、ジャムの歴史やジ

ャム作りを体験学習しました。一日１５万本が製

造され全国へ送られているそうです。竹原火力

発電所では、石炭をボイラで燃焼してつくった

蒸気の力によってタービンを回転させ、その回

転を発電機に伝え電気を起こす仕組みの学習

や電気をつくる各段階で、環境に影響をおよぼさないように環境対策をしていることの話を聞

きました。児童たちは、帰りのバスの中で「楽しかった、思い出に残る社会見学でした」と感想

を言ってくれました。そして、農家レストラン西野での「ジャガイモコロッケカレー」をお口いっぱ

いにほうばっているのが印象に残りました。 

 

 

小田地域センター 

９ 発電所の模型で説明を受けています 

発電機・タービン（建物内４５度、熱い熱い） 

ジャム作りを体験 
農家レストラン西野「ジャガイモコロッケカレー 

模型を見ながら施設の概要の説明を受けています 

 



 

「芸術鑑賞」の開催（９月２９日案内） 
 

 

河内西小学校 PTA＆河内西４地区

地域センターの共催により、芸術鑑賞

に「大道芸人れもん」さんをお招きし開

催します。 

 

日時：平成２７年９月２９日（火） 

    １４時５０分から１５時５０分 

 

会場 河内西小学校 ランチルーム 

 

地域の皆様のお越しをお待ちしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

小田・宇山・河戸・戸野地域センター 

 

 

 

皆さんに、伝えたい情報など、ございましたらお知らせください。 

郷たより「みんなの掲示板」でご紹介します。 
   

自治組織「共和の郷・おだ」総務企画部・事務局（小田地域センター内） 

電話 FAX兼用：４３８－０１６６ 
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