
 

 

 

 

 

 

 

 

第 1１回小田地区対抗  
パークゴルフ大会（６月２４日ご案内）  

（自）「共和の郷・おだ」と「河内交流

促進施設運営協議会（寄りん菜屋・河

内パークゴルフ場）」の共催による小田

地区対抗パークゴルフ大会を開催しま

す。 

ふかふかの芝生の上でプレーしませ

んか 

皆さん奮ってご参加ください。  

・日   時   ： 平成３０年６月２４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。) 

        ※今回は、地域内の関係する者の地域外の小学生以下の参加を含

めます。その際団体戦はオープン参加となります。  

・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：各組代表委員は、６月８日（金）までに（自）「共和の郷・おだ」    

事務局  （小田地域センター内：TEL・FAX４３８－０１６６）までお知らせください。  

・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  ：米粉ドーナツ、寄りん菜屋で、うどんを用意しています。  

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部長  福元忠彦  

/河内交流促進施設運営協議会  
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小田川のホタル観察会（６月１０日ご案内）  

 

小田川にたくさんのホタルが飛ぶ時

期となりました。 

講師の吉川秀幸さんからホタルの体

の仕組について学習します。  

学習後、小田川でホタルの観察を

行います。 

多数の参加をお願いします。  

 

と  き：平成３０年６月１０日（日）  

             １８時３０分～２１時頃まで  

ところ：小田地域センター  

内容：ホタルの発光等   体のしくみ 

 

  ※雨天でも行います。楽しく学習できるよう材料、用具等準備しています。  

 

  ※持ってくるもの：安全な履物、雨具、懐中電灯、学ちゃんノート    

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地域センター 

 

 

２  

 

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      西川和章様  

香 典 返 し      重永義之様   
 

（自）「共和の郷・おだ」  会長  小早川正治    福祉ふれあい部  部長  西村智基  

 



きれいなまちづくりキャンペーン 
（6 月１０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１０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の開催  

（６月１９日ご案内） 
 

サロンは、地域の「仲間づくり」「出会

いの場づくり」「健康づくり」をするた

めの活動の場です。  

当日、ボランティアグループたんぽぽ

さんによる、お弁当が用意されます、

３００円ご持参ください。 

 

お気軽にご参加ください。 

午後からの骨密度測定会へも参加ください。  

 

とき：平成３０年６月１９日（火）１０：００～１３：００ 
ところ：小田地域センター  

 

 

（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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骨密度測定会（６月１９日ご案内） 
 

「骨密度」は、骨の強さを判定するための代表的な指標です。  

この検査は、骨の中にカルシウムなどのミネラルが、どの程度あ

るかを測定します。若い人の骨密度の平均値と比べて自分の

骨密度が何％であるかを数値で表されます。  

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します。  

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３０年６月１９日（火） 
１３：００～１６：００ 

○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。  右足を治療中の方はご遠慮ください。  

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  保健師・小田地域センター  

 

 

 

４ 

痛みはなく、 

短時間で骨

密度がわか

ります！  



野菜づくり教室（６月１２日ご案内）  

―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。  

今回は、東広島市園芸センター（志和町）で学習します。参加を希望され

る方は、６月５日までに寄りん菜屋又は小田地域センターへご連絡ください。 

マイクロバスで、行きますので先着２８名とさせていただきます。  

 

○とき  平成３０年６月１２日（火）  

      １３：００出発  

○ところ   東広島市園芸センター  

○講  師  今中義彦先生（東広島市園芸センター）  

お気軽にご参加ください。  

 

共  催：寄りん菜屋 /（自）「共和の郷・おだ」/小田地域センター  

 

 

健康づくり教室（5 月 23 日報告） 
 

今回は、ストレッチポールやお手玉を使ったお家

でも簡単にできる体操を学習しました。  

次回は、7 月２５日を予定しています。気楽にご

参加ください。  

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部・白竜部・小田地域センター  

 
５  

藤岡亜弥さん  

 



自治組織「共和の郷・おだ」総会（5 月１３日報告） 

 

来賓に、河内支所長伊藤幸範様、
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議案を上程し、全て

承認をいただきました。１号議案

事業報告では、主に小田ビジョン

に掲げる安心安全道路の歩道整

備が関係者のご理解をいただき

進められていること、  

河内西小学校統合への対応等、

２号議案事業計画では、小田ビジョンの具現化やまちづくり計画の見直し、

小田福祉カーの具現化等説明を行い、３号議案会長選任は、新会長に小早川

正治氏を選任、４号議案では、監事に谷澤一男さん、渡辺千穂子さんの２名

を選出しました。今後８部会事業計画に基づき、また総会で提案された皆さ

んの意見を大切に実施してまいりますので、ご支援ご協力をよろしくお願い

いたします。  

（自）「共和の郷・おだ」会長小早川正治  

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 
                 

                   （自）「共和の郷・おだ」事務局  
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行   事   名  開  催  予  定  日  

第 11 回小田地区対抗パークゴルフ大会  平成 30 年６月 24 日  

夏祭り、慰霊碑・大安慰碑追悼式  平成 30 年 8 月 15 日  

敬老会  平成 30 年 9 月 16 日  

農産物品評会  平成 30 年 11 月 18 日  

新春登山  平成 31 年１月１日  

第 43 回小田一周駅伝競走大会  平成 31 年 2 月 3 日  

生涯学習発表会  平成 31 年３月 10 日  

松本議長により進行  

 



河内西保育所・河内西小学校・区民  
合同運動会（5 月１９日報告） 

 

小学校学校統合による今回で最後の

合同運動会は、多くの参加をいただき、

児童、幼児たちは心を一つに頑張りま

した。また、区民、小学校が一堂に  

観覧席からは、一つ一つの演技に声

援をおくっていました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部長  福元忠彦  
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観覧席  

 

幼児  遊戯  

 
児童  リレー  

玉入れ  

 

記念撮影  参加者全員  

 

綱引き  

全員競技  



地域おこし協力隊員通信  

5月 3日は小田浄蓮寺で初参

式がありました。初参式と

は、「これからの人生を仏さ

まのお慈悲に包まれて生き

ていけるよう、人生の出発

にあたり、その誕生を仏さ

まにご報告する式」だそう

です。かわいい二人の初参

式に立ち会えて、自分も同

じように洗礼を受けたよう

な清々しい気持ちになりま

した。坂上佑真君と細川大二郎君、仏さまのお慈悲に包まれて、これからも

すくすく育ってください！おめでとうございました。  

 

青い空に鯉のぼりが泳いで、まさに五月

晴れの 5 月 5 日子供の日には、寄りん菜

屋で、ピザ体験や、輪投げ、宝さがし大

会や紙芝居など、小田地区の親子が集ま

っての催しがありました。宝探しの景品

が大きかった！中身は何だったのでし

ょう？？忘れていた子供の頃を思い出

すようでした！   

 

23 日には、健康づくり教室がありました。

まずお手玉をしたりストレッチポールで筋

肉を伸ばしたり、体を温めました。  

お手玉は、指先を温めたり、目の運動や反

射神経を鍛えることにもなるそうです、し

かし、お手玉があんなにむずかしいとは思

いませんでした (;’’∀’’ ) 

手を動かすこと、座りっぱなしにならない

こと。体を冷やさないことなど、分かっていてもなかなか一人では続かず運

動不足の毎日。次もこの健康づくり教室でみなさんと一緒に体を動かせたら

と思っています！  
藤岡亜弥  
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みんなの掲示板  

１０の組から 
 

「奥原観音祭」の紹介 
 

 １０の組集会所の下に観音

堂があります。この観音堂は、

当初１０の組の裏山に大きな

岩屋があり、その中に時代は

定かでないが、祀られていま

した。木彫りの座像で底の部

分には文字が刻まれ、かすか

に小田村の文字が読み取れる

程度です。岩の中にあったことから岩屋観音と呼ばれ、その当時奥原と

云う行者が修行を積んでいて、供養していたことから、後に行者の名を

取って奥原観音と呼ばれることとなったと伝えられています。    

戦後、１０の組から

堤（１２の組）に至

る山道の山頂に移設

されたが、参拝者の

減少により、    

平成２７年５月に  

現在のところへ移設  

し、１０の組では  

毎年春、一堂に会し「奥原観音祭」を行っています。  

皆様も是非お立ち寄りください。  

 

９  

平成 29 年度  撮影宇都氏  



 

パンとマイム店からのお知らせ  

新作紹介 
 

こんにちは  パン＆マイムです  新作パンの紹介です。  

今が旬のアスパラガスを使った  

ピザソースにアスパラガスとチーズ

をのせて焼きました。“ (¥120)”。  

ご家庭ではもう一度、サクッとし

た食感にトースターで焼き、食べて

いただけると嬉しいです (^o^)／  

 

そして…  

カスタードクリームがたくさん入

った  

“くまさん (¥180)”。  

可愛くできました (*^-^*) 

 

 

 

 

 

 

 

是非ご来店ください。お待ちしております。  

パン＆マイム  
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寄りん菜屋からお知らせ 

 

スタッフ募集について  

平素から、こうち寄りん菜屋の運営につきましては、ご協力いただきあり

がとうございます。  

 寄りん菜屋では、農産物の直販所・食堂・加工所の３部門の経営を行って

います。これらに従事する意欲的なスタッフを小田地域内から募集します。 

〇募集期限  平成３０年６月２０日（水）まで  

〇募集人数  若干名  

詳しくは寄りん菜屋（438-1020）までお問い合わせください  

 

生産部会に加入してください  
 

寄りん菜屋直販所では、お客様の要望に応えるため、１人でも多くの生産

者によってより多くの品揃えが必要です。  

生産部員の研修や視察等も行っています。是非とも生産部会にご加入いた

だき、ご協力お願いします。  

詳しくは寄りん菜屋（438-1020）までお問い合わせください  

 

 
カントリ―エコーズ  

からのお知らせ  

 

カントリーエコーズ会員募集！  
月２回  小田多目的集会施設で皆さんと楽しく、 

歌いながら、おしゃべりしながら活動しています。 

お気軽に参加してください。 

詳しくは山脇まで  
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