
 

 

 

 

 

 

 

小田城新春登山（1 月 1 日ご案内） 
小田城址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３０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 

★恒例の新年のつどいは、参加者が少なく当分の間休止とさせていただきます。 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部長  谷平和則  
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第４回 健康づくり教室（１２月１２日ご案内） 

日ごろの体力を知るために体力テストを実

施し、自分の体力にあわせた健康づくりを指

導します。お気軽にご参加ください。  

と き：平成２９年１２月１２日（火） 

時間１３：３０～１５：00 

ところ：小田地域センター  

内  容：健康体操実施  

講   師：酒井紀子先生  

持参物：汗拭きタオル、運動靴  

（自）「共和の郷・おだ」（白竜部・体育健康部）、小田地域センター 
 

クリスマスケーキづくり体験 （１２月１７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２９年１２月１７日（日）       

     10：００～１2：３０ 

ところ： 小田地域センター 

参加費： ３００円（ケーキ１個当たり・当日

集めます） 

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５日（火） 

小田地域センター、河内西小学校区小田地区子ども会  

２  

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   水野輝彦  様  

香典返し  １１月   吉森勝久  様  

香典返し  １１月   市川順子  様  

自治組織「共和の郷・おだ」  会長  住原正弘  福祉ふれあい部長  秋山勝義  

昨年の様子  

体力測定の様子  



しめ縄づくり教室（12 月 17 日ご案内）  

 

恒例の「しめ縄づくり教室」を行い

ます。 

伝統のしめ縄のつくり方を学び、お

正月は手作りのしめ縄を飾りましょう。  

日時平成２９年１２月１７日（日） 

         ９：００～  

場所  小田地域センター（大ホール） 

 

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  

 

クリスマスコンサート in おだ（12 月１７日ご案内） 

楽しいひと時を・・・ 

日時２０１７年 12 月１７日（日） 

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 

 坂本美千恵・坂本弥優・坂本  圭  

 入場料  ５００円  

 （未就学児童無料）  

多数のご来場をお待ちしています。 

主催：シクラメンの会  後援小田地域センター/（自）「共和の郷・おだ」 

 

３ 

昨年の様子  

昨年のしめ飾り様子  



農産物品評会（１１月１９日報告） 

寒風の中、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。開会式では、来

賓に東広島市河内支所長伊藤幸範様、市議会議員  高橋典弘様、ＪＡ広島中央農協代表理

事常務高藤秀信様からあいさつをいただきました。  

今年は、天候の影響から、出品者数は、昨年の４０人から３２人、出品数は、１５２点から１２１

点となり減少傾向にあります。  

審査は、東広島市園芸センター  今中義彦様、広島中央農協  大石祐介様にて、入賞 83

点の選定をお願いし、講評では、白菜、大根など例年に比べ少ないが、生育が遅れ、長雨によ

る追肥の管理など気を使う年でしたが、出品されているものは、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）  重津光昭（玉ねぎ）  橋本浩子 （ショウガ）  石井敦子 （白菜）  

優秀賞（10 点）  

平田美代子 （白菜）  吉川貴惠 （大根）  平田美代子 （人参）  

津村房子 （じゃがいも）  森原元夫 （里芋）  宅永英夫 （カボチャ）  

平賀京治 （自然薯）  宅永英夫 （柿 ）  酒井信子 （玉ねぎ）  

吉森勝久 （ピーマン）    

特別賞（5 点）  
政永艶子 （レンコン）  小早川綾子 （ピーマン）  入川信子 （春菊）  

土本伸幸 （リーフレタス） 吉森勝久 （ミニトマト）   

１等賞  （１５点）  ２等賞  （２０点）  ３等賞  （３０点）は紙面の関係で氏名を省略させていただき

ます。  

イベントでは野菜の重量当てクイズや餅まき、小田に伝わる民話紙芝居の上演で盛り上がりま

した。実行委員会の皆様には、前日の準備、当日の集荷、陳列、食事のお世話などご協力いた

だき心からお礼申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」農村振興部長  有藤敏治  
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展 示 即 売

会  

手を上げて、（餅まきの様子） 紙芝居を観ながら昼食  

出品野菜  



「東広島市地域おこし協力隊員」着任 

小田地区へ地域おこし協力隊員が着任します。  

当地区では、地域づくりの取り組みに、小田ビジ

ョン７本の柱とめざす７７項目を掲げ「誇りの持て

る、住み良い、和やかな郷づくり」目指していま

す。 

このたび、一緒に小田の未来を創っていく人、

挑戦する人を東広島市（地域づくり推進課）が募

集され、東広島市長から１２月１日付けで 

藤岡亜弥さん（呉市出身）に辞令交付されました。 

 市の職員として、１２月４日から大杉さん（９の組・書道教室）の住宅をお住まい

に活動されます。 

皆様の暖かいご支援をよろしくお願いします。  

（自）「共和の郷・おだ」会長住原正弘  

 
自治組織  次期組委員選出について（お願い） 

 

先月の郷たよりで、お知らせしました次期組委員の選出をお願いします。  

選出する委員は、  

組委員（代表委員１名、組委員５名（男性２名、女性２名、白竜部委員１名）です。  

 

提出は、１月１５日までにお願いします。 

（自）「共和の郷・おだ」会長住原正弘  

５ 

藤岡亜弥さん  



みんみんゼミと河内西小学校による  
河内西フェスタ開催（１１月１１日報告） 

 

くらら会場は、ほぼ満席状態で、１．２年生の「ねこに

すずをつけちゃった」、３．４年生の「沼田川少年少女

冒険隊」、５．６年生の「河内豊作太鼓」や「全校合唱」

など堂々とした演

技に会場から大きな

拍手が送られていました。 

みんみんゼミの紙芝居「瀬谷垰のいわれ」で

は、子供たちが、場面に応じた表現をパフォー

マンスで力強く演じ、民話と一体となり迫力の

ある紙芝居でした。また、県内で活躍される３

団体の特徴ある発表をいただき新しい交流が

生まれました。観られた方は、「良く頑張ったね、良い思い出となりました」「感動をあ

りがとう」など子供たちにエールを贈っていました。  

フェスタ開催に当たり、多くの皆様の暖かいご支援をいただき感謝申し上げます。 
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はじめのことば１年生  

司会・清老寛子さん  

ねこにすずをつけちゃった１・ 2 年生  ほぼ満席  

河内豊作太鼓 5・ 6 年生  沼田川少年少女冒険隊 3・ 4 年生  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんみんゼミ代表  末岡紀代美 /（自）「共和の郷・おだ」教育文化部長土肥光晴  

７ 

佐伯区文化芸能振興会（広島市佐伯区）  郷土の民話を伝えよう会（三次市三和町） 

備後語りの会  ふくふく（福山市）  

みんみんゼミ＆児童パフォーマンス  

全校合唱  会場全員合唱  



視察を受けました 
自治組織「共和の郷・おだ」の取り組みや「農事組合法人ファーム・おだ」の事業

活動について行政視察を受けました。  
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高知県香南市議会産業建設委員会様 11/13 

大分県日田市議会  市政クラブ・新世ひた様 11/14  

岡山県勝田郡奈義町総務常任委員会・文教常任委員会様 11/15  



 
新たな市立小学校の統合基本方針  

に基づく統合計画について（経過報告 11/6）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

この計画は、平成３１年～３３年ま

で暫定的に河内小学校へ河内西

小学校を統合し、過小規模の解

消を行い、平成３４年４月を目標に

して、河内中学校の敷地内に小中

学校一体型の施設を整えるもので

す。 

これに向け、河内保健センターに

おいて統合準備会が１１月６日開

催されました。 

当自治組織から、住原会長、小早川副会長、谷平総務企画部長が出席し、平

成３４年に開校予定の小中一貫校に向け、校名、校章及び校歌について協議が行

われました。 

校名は、「河内小学校」に決まり、校歌・校章については、保護者で話をし、次回

の準備会で協議することとなりました。  

当自治組織では、役員会を１１月１１日に開催し、小田地域の保護者との意見交

換を、教育総務課本岡専門員兼指導主事同席にて行いました。保護者からは、一

連の経過説明がされていない現状から、河内小学校への統合に対し、どのような協

議がされ決まったのか、河内小学校が河内西小学校へ来ていただけないのかといっ

た意見も出されたが、第２回目の統合協議会で河内小学校へ決定した経緯を会長

から説明しました。保護者からは、一連の不安等述べられ、出された意見を集約し、

今後開催される協議会へ向け取り組むこととしました。  

地域の皆さんのご意見をお聞かせください。  

（自）「共和の郷・おだ」会長住原正弘  

 

９ 

役員・保護者合同会議 11/11 



みんなの掲示板  

パン＆マイムから  

お 知 ら せ  

 

 いつもパン＆マイムをご引き立

て頂きましてありがとうござい

ます。  

 今年も残すところ 1カ月となり

ました。皆様にはお正月を迎える

準備でお忙しいことと存じます。 

パン＆マイムでは、正月用食パン 4 種類（プレーン、クルミ、抹茶大納言、

チーズブレッド）の電話、店頭での予約販売を受け付けております。  

お正月に食パンはいかがでしょうか。  

 

 

 

 

※29 日は午前中のみ店を開けておりますので宜しくお願い致します。  

※食パンは冷凍しておいていただければ 1 週間は日持ちいたします。  

 詳細については店頭までお問い合わせください。  

※ 正月休みは、12 月 30 日から 1 月 5 日まで休ませていただきます。  

 

お問い合せ ☎ 082-438-1441 

米粉パン工房  パン＆マイム  

１０ 

ご予約：12 月 20 日午前中まで  

お渡し：12 月 29 日 10 時～13 時迄  


