
 

 

 

 

 

 

 

 

小田城登山と新年の集い 
（1 月 1 日ご案内） 
 

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２８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  

 

 

１  

 

共和の郷・おだ 広報  第１４５号  

平成２７年１２月 1 日発行  

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  



（農）ファーム・おだ 天皇杯受賞（１１月２３日報告） 
  

平成２７年度第５４回農林水産祭に

おいて農事組合法人ファーム・おだが

農産部門で最高の栄誉である天皇杯

を賜りました。 

この栄誉ある受賞は、私たち組合員

はもとより、従業員一同身に余る光栄

であり、この上ない喜びと感謝でいっぱ

いであります。 

これもひとえに、小田住民の皆様を

はじめ、広島県、市、 JA、多くの関係

機関のご協力とご支援の賜物と衷心よ

り厚くお礼申し上げます。 

この受賞理由は 

（１）小田地域の活性化の取り組みは、    

小さな農協機能を担う（農）ファーム・

おだと小さな役場機能を担う（自）「共和

の郷・おだ」が連携してうまく機能し、住

民が一体となった明るく住みやすい景観

の良い地区として全国的に注目されてい

ること。 

（２）法人設立前は、１戸平均７０アール

の小規模な経営面積であったが、現在

は１００ヘクタールを超す経営規模となり、生産コストの低減、農産物のスケールメリッ

トが生まれ、構成員の収入の大幅な増加を目指していること。 

（３）また、米粉パン工房「パン＆マイム」を開設し女性の力を活用し、新商品開発や

販売拡大に取り組んでいることなどが高く評価されました。  

この受賞を祝う会を来年早々に開催したいと考えております。  

 

農事組合法人  ファーム・おだ 組合長   吉弘昌昭  
 

 

２ 

天皇杯・表彰状  

左から吉弘組合長・玉川副組合長  



クリスマスコンサート in おだ（12 月５日ご案内） 

今年もやります・楽しいひと時  

日時  2015 年 12 月 5 日（土） 

開場  １７：３０ 開演  １８：００ 

会場   小田多目的集会施設  

 （河内町小田） 

ゲスト  

○ゆりぱん 

平野由里、杉川伸二、前田宏樹  

○堀江智子（フルート）・上野（ピアノ） 

○入場料  ５００円（未就学児は無料）  

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  

しめ縄づくり教室（12 月６日ご案内）  

 

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２７年１２月６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  
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昨年のしめ飾り製作の様子  



 

 

 

 

 

クリスマスケーキづくり体験 （１２月１３日ご案内） 

 

 小田の米粉を生地にクリスマスケーキをつくりませんか・・・ 

多数の参加をお待ちしてい

ます。 

と き 平成２７年１２月１３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１0 日（木） 

          

       小田地域センター、河内西小学校区小田子ども会  

 

 

 

４ 

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 1１月   玉川カヨ子様  

 

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  



玉川奈々福浪曲公演（11/2 報告） 
 

「小田いとみち会」の主催による浪曲公

演が浄蓮寺本堂で開催されました。参加

された皆さんは、生で聞く女流浪曲師  玉

川奈々福さんと曲師  沢村豊子さんの三

味線の迫力に「かっこよくて  やさしくて か

なしくて おかしい 浪曲の世界」を堪能さ

れたようです。このご縁をいただいた「小田

いとみち会」武久さんに感謝します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」白竜部  宮本  勝/小田地域センター 

 
東広島市生涯学習フェスティバルに 

作品展示しました（報告） 
第２５回東広島市生涯

学習フェスティバルが 11

月７日～８日にかけ東広

島運動公園で開催されま

した。小田地域センターか

らは、神楽面 中川馨さん、

絵画  瀨川豊茂さん、宇都

美千代さん、書  美川初枝

さん、廣田辰次さん、廣田

法子さん、プリザーブドフ

ラワー  渡邉千穂子さん、

エコクラフト  池田栄子さん、坂井三千代さん、戸坂ミチ子さんの作品を展

示しました。                   小田地域センター  

５  

浪曲師  玉川奈々福さん  

小田地域センター作品展示  



高齢者交通安全パークゴルフ大会（11/12 報告） 
 

河内町内の各自治組織から１４チーム５６人が参加し開催されました。  

上堀次徳署長さんのあいさつに、「パー

クゴルフ大会に参加されプレーを楽しむた

めには、ルールを守り周りの人の安全を守

ることが大切です。交通安全も同様に交通

ルールを守り、これからも一層交通安全に

気を付けていただき、その効果が波及する

ことを望みます」と述べられました。本自治

組織からは、８名が参加され、うち赤井敏

夫さんが準優勝されました。 

 

（自）「共和の郷・おだ」白竜部  部長宮本  勝  

 

認知症サポーター養成講座開催（11/１４報告）  

認知症になっても安心して暮らせ

る小田地域をめざす目的に、このた

び２２名の参加をいただき開催しま

した。講師は、東広島市北部地域包

括支援センター  丸岡真子保健師さ

ん、介護支援専門員  山本真澄さん、

市社会福祉協議会河内支所長  中野

幸子さん、課長補佐  田原辰生さんで

す。講座では、認知症を理解するための教材を使い、自分にできる行動や寸

劇、グループ討議をおこない適切なサポートの具体的仕方など有意義な研修

でした。今後とも福祉ふれあい部活動にご支援ご協力をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部  部長 飯沼範雄  

６  

開会式の様子  

説明する丸岡真子保健師さん  

説明する社協  中野幸子さん・田原辰生さん  寸劇  中野幸子さん・山本真澄さん  



小田史跡調査会研修 
島根県松江市の国宝をたずねて（11/19 報告） 

 

 

今回は、松江市の神魂（かもす）神社、八重

垣（やえがき）神社、松江城の三か所をたず

ね研修しました。神魂（かもす）神社では、出

雲大社より４００年前に建てられたとされ、本

殿は大社造りとしては日本最古と記されてい

ます。八重垣（やえがき）神社では、ヤマタノ

オロチ神話の主人公である素盞鳴尊と稲田

姫命の夫婦神を主祭神としています。稲田

姫命の両親に承諾を得て結ばれた二人は、

正式結婚をした初めての大神とされ、縁結

び、夫婦和合、授児安産に御利益がある神

社として多くの人がお参りにやってくるそうで

す。松江城では、堀尾吉晴が、5 年の歳月を

かけ、慶長 16 年 (1611)に完成。本丸にそび

える天守閣は、桃山初期の城郭の特徴を残

し、華やかな造りを排した実戦本意の造りとしても知られ、外壁の大部分は黒い下

見板と白壁のコントラストが美しく、別名「千鳥城」とも呼ばれているそうです。城内に

は松江の街や城の資料が展示され、最上階は望楼式になっていて、松江市街を一

望できました。 

 

 

 

 

 

 

 

小田史跡調査会  

 

７ 

説明を聞く参加者の皆さん  

松江城  



農産物品評会（１１/２２報告） 

丹精込めて作った自慢の農産物を一堂に集め展示を行う農産物品評会を開催しました。  

出品者数は、昨年の５１人から４３人、出品数は、１７７点から１６３点となりました。  

開会では、東広島市河内支所長下宮  茂様、市議会議員  高橋典弘様、市議会議員   

乗越耕司様、ＪＡ広島中央農協常務仁井和憲様の来賓のあいさつをいただき、ＴＰＰをめぐる農

業の現状やファームを中心とする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  大石祐介様にお願いをし、

今中様の講評では、近年の異常気象により栽培管理など非常に気を使う日々が続きましたが、

技術も向上し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）  井原裕子 （人参）  吉森勝久 （じゃがいも）  真谷博枝 （玉ねぎ）  

優秀賞（10 点）  

宅永弘子 （玉ねぎ）  橋本敏幸 （大根）  平賀タツエ（大根）  

重津光昭 （ブロッコリー）  小林和歌子 （キャベツ）  土井丸 （じゃがいも）  

重藤洋子 （かぼちゃ）  吉森勝久 （ピーマン）  森原元夫 （里芋）  

重藤洋子 （レタス）    

特別賞（5 点）  
石井 （豆 ）  吉森勝久 （くわい）  橋本敏幸 （ショウガ）  

橋本敏幸 （つくね）  吉川昭満 （柿 ）   

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、更生保護女性会員を中心とするみんみんゼミによる小田に伝わる民話紙

芝居や重量当てクイズ、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。  
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審査を終えた出品野菜  審査を終えた出品野菜  

手を上げて餅を取ります（餅まきの様子）  

（自）「共和の郷・おだ」農村振興部  

民話  紙芝居の様子  



金婚者表彰（11/22 報告） 
 

（自 ）「共和の郷・おだ」の福祉ふれあ

い部では、農 産物品評会にあわせ  

金 婚 者 の表 彰 をお こ な い ま し た 。    

井上圭三・孝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  

 

視察を受けました 
 

自治組織がつくられた経緯や、８部会の活動、農村振興部を母体として農事組

合法人ファームおだの設立などについて研修がされました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

井上御夫妻様  

比治山大学教授  山田知子様 11/7 神石郡神石高原町自治振興連絡協議会様 11/26 

山口県下関市農業委員会様 11/16 



第４回健康づくり教室（１１/２４報告） 

 

今年最後の健康づくり教室を開催しました。  

今回は、身体を動かすための脳を活性化し、記憶力、認知力を高めることに役立

つことを学習しました。中でも片足立ちができる。二つの動作を同時におこなうことな

どゲーム感覚で学び、運動しながら楽しく有意義な教室でした。  

次回は２月２３日（火）を予定しています。  

（自）「共和の郷・おだ」白竜部、体育健康部、小田地域センター  

 

 

 

河内西小学校フェスタ  （１１/２７報告） 

 

児童たちは、地域の人か

ら教わった沼田川の生き物

や、古代米などの成育や「ひ

ょっとこおどり」、「田植え歌」、

「河内豊作太鼓」など日ごろ

の成果が発表されました。 

児童会会長の吉崎  悠さ

ん（小田６年生）の終わりのあ

いさつに、みんなで元気いっ

ぱい 堂々と やりとげようと、・・・太鼓の練習は４ ,５,６年生一緒でしたが繰り返し練

習を重ね音がひとつになったときは「やったーと喜びました。」と話していました。  

ほんとうに心をひとつにした元気の良い「河内豊作太鼓」の演奏を、小田地域の

皆様も機会がございましたら是非見ていただきたいと思います。  

小田地域センター  

 

 

１０ 

元気いっぱい「河内豊作太鼓」  


