
 

 

 

 

 

 

第 28 回 営農田植えまつり（6 月 2 日報告） 
 

天気予報が外れ、小雨がやまない中ではありましたが、沢山の方々にご

参加いただき、賑やかに開催されました。 

親子づれのお客様が多く、今回初めて田植えまつりを知ったというお母さ

んは、「転勤して西条に住み始めた。このような催しがあるならまた来たい。」

とおっしゃって、秋の収穫まつりの予約をして帰られました。 

また、今回は中国からの研究職の方や、広島大学院留学生の方も来られて

いました。そのうちのおひとり、張万超（ジャン・ワンチャオ）さんから、こんな

感想をいただきました。 

（農事組合法人「ファーム・おだ」  武久とき子） 

  田植え初体験 

～留学生の目から見る小田地区の田植えまつり～ 
広島大学 張万超（ジャン・ワンチャオ） 

 （前段略）今回、初めての体験でしたが、自然を存分に満喫でき、

とても充実した贅沢な一日でした。 

 今年は天候などの理由で参加者は例年のような 2，3百人の規模

には至りませんでしたが、私にとっては小雨の中で気持ちの良い

風を味わえました。 

 田植え作業については、ちゃんと植えられるのか最初少し不安で

したが、地元の方がとても丁寧に教えてくださったので、全く心配

はありませんでしたし、農家の方との距離が非常に近くて良かった

と思います。足が泥の中に埋まっていく不思議な感覚や、植えた後

の苗の新緑の清々しい香りが大変印象に残っています。これから

の稲の育ち具合がとても気になりますので、秋の収穫には必ずきた

いと思っています。また、昼食会では、朝採れたばかりの地元産野

菜で作った豚汁や、寄りん菜屋（地元の直売所）の広場にあるタヌ

キ窯で焼いたピザを頂きましたが、非常に美味しくて堪らなかった

です。その間に、地元の方が神楽を披露してくださいました。それ

に夢中になってしまい、気付けば豚汁を 4杯もおかわりしていまし

た（笑）。 体験会の一環として、小田城に登りましたが、上から眺める小田地区の風景が非常に美しく感動し

ました。（中略） 感動の多い一日でいい経験でした。本当にありがとうございました。10月 20日の収穫まつり

を楽しみにしております。 
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足が泥の中に埋まっていく不思議な感覚 
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きれいなまちづくりキャンペーン（6 月９日報告） 

東広島市で、ごみのポイ捨て防止を重点に「自分たちの街は自分たちできれいにす

る。」という環境美化意識の高揚を図るため「きれいなまちづくりキャンペーン」が各

地で実施されました。 

小田地域では、各組でも

清掃活動や草刈作業に取

り組まれたところがあり

ました。各組で集まった散

乱ごみは小田地域センタ

ーに集められました。河内

西小学校児童、保育所園児、

保護者、先生も小田地域セ

ンターの周りの空き缶拾いや、草取りなどに取り組んで参加いただきました。 

（共和の郷・おだ 環境保全部、小田地域センター長 瀬川豊茂） 

ホタル観察学習会（6月 15日報告） 

ホタルの生態について写真や図など用意され、分かりやすいお話を吉川秀幸様にしていただきました。ホタ

ルの住みやすい環境にするため、合成洗剤よりも、粉石けんがよいことを確かめる実験、ホタルの光る仕組み

について簡単な実験を準備していただき楽しく学習することができました。 

子ども一人ひとりが試験管で薬品を混ぜ合わせて、ホタルのような光を作り出し、「ワーすごい」と歓声を上

げる子ども、それを見ていたお母さん方もビックリし、一緒に楽しく学習できました。 

大水車近くの「ホタルの郷」に車で移動しホタルを観賞しました。草の陰が深まるにつれ小さなホタルの光が

浮かび 「いた！ いた！」 と、ときめきの声があちこちから聞かれました。 

ホタルの観賞はテレビでも見られるが、しかし、目の前で光りながらスーと飛ぶその美しさは、その場に足を

運んでこそ、心に響きます。子どもたちが自然を実感できるよい機会でした。 

「ファーム・おだ」で田んぼに堆肥を入れて地力を高めた稲は元気に育ち病気に強いので農薬が半分でよ

い。だから水がきれいで、ホタルもよく飛びます。また小田米も美味しいのです。小田地域以外の方も「共和の

郷・おだ」のホームページを見て沢山見に来ておられました。         （小田地域センター長  瀬川豊茂） 
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実験に目を輝かして見入る子ども 

田んぼに堆肥を入れるので土がよくなる。丈夫な稲は

病気になりにくいので農薬は少なくてよい。水がきれ

いになりホタルもよく飛びます。また小田米も美味しい

のです。 

みんなできれいにします。 皆さんが集めたごみ 

吉川秀幸先生の実験に目を輝かせて観察する子ど

も 



こうち交流促進施設（寄よりん菜屋）運営委員の募集   （お知らせ） 

５月２５日寄りん菜屋生産部役員及び執行部役員らの出席で総会が行われ、こうち交流促進施設運営協議

会規約の改正が議決されました。 

ついきましては、今回の規約改正により、こうち交流促進施設（以下寄りん菜屋）運営協議会では、「運営委

員」を小田地区内から広く募集することになりました。 

「運営委員」を希望される方は平成 25年 7月１０日（水）までに寄よりん菜屋まで応募くださいますようお知ら

せいたします。 

なお、「こうち交流促進施設運営協議会規約」の一部を抜粋しますので参考にしてください。詳しく知りたい

方は寄よりん菜屋までお問い合わせください。     （こうち交流促進施設運営協議会 理事長 住原正弘） 

「こうち交流促進施設運営協議会規約」（一部抜粋） 

（名称） 

第 1条 この会は、こうち交流促進施設運営協議会（以下「協議会」という）と称する。 

（目的） 

第 2条この協議会は、こうち交流促進施設（「東広島市こうち寄りん菜屋」、「東広島市こうち交流広場」）及び河内パークゴ

ルフ場の管理委託業務内容に関する重要事項（市受委託、経営内容、人対給与、その他）を審議し、適正且つ円滑な管理

運営を図ることを目的とする。 

（事業） 

第 3条この会は、第 2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）「東広島市こうち寄りん菜屋」「東広島市こうち交流広場」「河内パークゴルフ場」の管理運営に関すること。 

（2）地域農林水産物・加工食品の販売に関すること。 

（3）地域特産の生産・加工の経営技術の向上と開発に関すること。 

（4）各種イベントの開催と参加に関すること。 

（5）東広島市こうち交流広場の活用と環境美化に関すること。 

（6）研修、視察、情報収集に関すること。 

（7）その他、目的達成に必要な事項。 

（組織） 

第 4条  

自治組織「共和の郷・おだ」（小田地区住民）会員の中から選出された 10名以内の運営委員をもって組織する。 

（事務所の位置）第 5条     以下一部省略 

（運営委員の職務） 

第6条 運営委員は「東広島市こうち寄りん菜屋」「東広島市こうち交流広場」「河内パークゴルフ場」の管理運営業務

に関る重要、且つ緊急事項について協議し、執行業務の責務を負うものとする。   以下一部省略 

マイロード清掃   （7月 7日ご案内） 
小田地区環境整備のためマイロード清掃作業を行います。 

日   時   平成 25年 7月 7日（日） 午前 8時～ 

集合場所   パン＆マイムの広場 （作業内容、分担の打ち合わせを行います。） 

作業内容   県道歩道の除草作業 
今回作業のご案内は、環境保全部と各部長、副部長にお願いしています。それ以外の方でも、ご協力い

ただければ感謝いたします。お茶を用意しています。 

（共和の郷・おだ 環境保全部 部長  小早川正治） 
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小田川の生きもの観察会（ご案内） 

 小田川にすむ生き物を観察し水質について調べ、

小田の自然環境を守りホタルが舞い飛ぶきれいな川

になるよう学習しましょう。 

〇対 象 ： 小学生、及び保護者 

〇と  き ： 平成２５年７月２７日（土）9：００～12：００ 

（雨天の時は、小田地域センターで小田の自然環境

について学習をします） 

〇ところ  ： 小田地域センター（TEL ４３８－０１６６） 

〇内 容 ：９：００～小田川の自然に親しむ内容の 

お話 （小田地域センター） 

        １０：００～小田川の生き物の観察（現地学習） （寄りん菜屋西側に移動します） 

１２：００  現地解散 

〇 講 師 ： 東広島の野鳥と自然に親しむ会会長 新名
しんめい

俊夫
と し お

 先生ほか数名 

■ 持ってくるもの : 浅い水に入ってもよい履物、帽子,学ぶちゃんノート 、汗拭きタオル 

（飲み物は用意します）(問合せ先 小田地域センター ℡ 438-0166) 

（小田地域センター長 瀬川豊茂） 

健康づくり教室（ご案内） 

椅子に座ってできる小田元気体操 
健康づくり教室で、スムーズに動ける体をつくり、健やかな毎日を送りましょう。 

効果的な運動を体の仕組みと関連して説明されてから、実技指導されますので、大変

よく理解して運動できます。日常の少しの時間でできます。 

と き：平成２５年７月２４日（水）13：30～15：00 

ところ：小田地域センター 

講 師：酒井紀子先生 

内 容：○ストレッチングを取り入れた体操 

○「転倒予防」する体操 

○腰痛を予防する体操 

○肩こりの解消する体操 

○血液、リンパ液の流れをよくする運動 

○足のマッサージの仕方 

持参物：汗拭きタオル、普段はいている運動靴 

参加費：１００円                （小田地域センター長 瀬川豊茂） 
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昨年の取り組み 

股関節をやわらかくする運動 



 

第６回小田地区対抗パークゴルフ大会（報告６月３０日） 

雨上がりの柔らかい芝生を歩きながら、みどりが一層鮮

やかなコースで心地よい風を感じながら、パークゴルフを

楽しむことができました。この大会を機会に上手とか、下手

とか関係なく仲間と語らいながら、グリーンの中を歩くことは、

幸せな気持ちになります。地元にあるすばらしい施設をも

っと楽しみたいものです。 

教育委員会スポーツ振興課のご協力で、パソコンを使っ

て参加者のスコアを集計していただきました。パン＆マイム

様からも特別賞に立派な米粉パンをいただきました。あり

がとうございます。                                開会行事 

成績の一部を紹介します。 

     団体の部 優勝  １２組Ａ     準優勝 １０組Ａ   ３位 １組Ａ 

個人の部 優勝  赤井敏夫様     準優勝      瀬川豊茂様  

小学生の部 優勝 吉森公紀様    ブービー賞   飯沼範雄様 

ホールインワン賞  坂井敏文様  細川 孝様  宅永和伸様  村上恵美子様 

（体育健康部 部長  戸坂伊津巳） 

 

個人の部優勝赤井敏夫様 

 

第 1回 米粉研究会（ご案内） 
たぬき窯を使った料理と木を使った工作を体験します。親子さん、地域のみなさま是非ご参加くだ

さい。申込は不要ですので、開始時間までにご集合ください。 

と き     平成 25年 7月 20日（土）   

開始時間  １０：００～１３：００ 

ところ     寄りん菜屋 
内 容    石釜料理、木工体験 

参加費    大人一人  500円 

         子ども    無料 
講 師    石釜料理の担当   森原敏昭様、坂井敏文様 

木工体験の担当   下永 速様 

（女性部 部長 林 由美子） 

５ 

団体の部優勝 12組 沢山の賞を用意されました 


