
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

と き：平成２６年８月１５日（金）１８時から 

ところ：小田地域センターグランド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○ お食事コーナー 
無料コーナー  かき氷り、ソーメン流し、綿菓子 

有料コーナー  ビール、酒、ジュース、焼き鳥、から揚げ、枝豆 

アメリカンドッグ、おむすび、いなりずし、かしわモチ等 
        

○ 防災コーナー 防災グッズ展示及び災害救援用包装食（ハイゼックス）試食 

100食限定 

★ みんなで、夏祭りを盛り上げましょう。 

★ 談話室を女性専用着替え室としてご利用ください 

≪主 催 自治組織 「共和の郷・おだ」≫ 

≪共 催 小田地域センター、寄りん菜屋、なかよし会≫ 

                          （福祉ふれあい部長 飯沼範雄） 

１ 

共和の郷・おだ 
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  oda-k@city.higashihirosima.hiroshima.jp 

 

 

 

広報 第１２９号 

平成２６年８月 1日発行 

 
スケジュール 

     
１８：００  開会  

      
１８：１０  ソーメン流し 

 
１９：００  ゲーム大会  

 
１９：３０  盆踊り 

 
２０：００  小田神楽観賞  

 
２０：３０  大花火打ち上げ 

 
２０：４５  抽選会（参加者全員）  

 
２１：００  閉会（後片付け） 

mailto:oda-k@city.higashihirosima.hiros


小田ふるさと夏祭り会場美化作業（役員の方にご案内） 

ご協力お願いします。 

日  時    平成 26年 8 月 10 日（日） ８：００～  約９0分予定 

 

集合場所   小田地域センター   体育館前 

 

作業内容   （１）草刈  （藤棚下、フェンス周辺、プールサイド東側、プール南側駐車場、体育館の周囲、          

診療所東側、校舎周辺、シバザクラ周辺）    

（２）草取り （シバザクラの、サクラの木の根元の草取り） 

（３）マメツゲの剪定（金網を引っ張る、片付け、等の 補助作業） 

（４）植木の整枝（チェンソーで整枝、枝の片付けの補助作業） 

（５）側溝の掃除（板くわ、ねこぐるま） 

 

※準備  チェンソー、ジグソー、くまで、（延長コード、お茶・・・・・・・事務局） 

（環境保全部長 広兼親雄） 

戦没者・開拓団物故者並びに大安慰
だいあんに

追悼法要のご案内 

 浄蓮寺には、小田出身の戦没者と満州開拓団物故者１１２

名の名前が記された慰霊碑と、小田地区の圃場整備時に出

土した無縁者の遺骨やお墓を集積した大安慰があります。 

この二つの碑は、日ごろは淨連寺様が大切に守っておられ

ます。また小山忠夫様には、植木の管理、吉川房子様には、

や草取り作業等をボランティアで寄与されておりこの誌面に

て感謝申し上げます。 

 この法要の営みを、今日の小田地域の発展に尽力された

人々に報恩感謝を捧げる趣旨で、今年も自治組織「共和の

郷・おだ」の年間行事として、戦没者・開拓団物故者並びに

大安慰追悼法要を行うこととなりました。 

昨年は、４３名の参列で行われましたが、今年は昨年よりも多くのご参列のもとに執り行いたいと望んでおりま

すので、ご案内申し上げますと共に多くの皆様のご参拝をお願いします 

 

日   時   平成２６年８月１５日（金） ８：００～９：００ 

場   所   浄蓮寺境内 

主   催   自治組織「共和の郷・おだ」 

共   催   河内町遺族会小田支部 

       

※ 雨天の場合は本堂で行います。 

（総務企画部長 西村雅吉） 

２ 

昨年の追悼法要の様子 



３回 野菜づくり教室の開催（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― 

第３回  野菜づくり教室を、次のとおり行ないます。  

多数ご参加くださいますようご案内いたします。 

○ と き   平成２６年８月２０日（水） 

         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   秋野菜の栽培管理について 

病害虫防除 

          薬剤使用法について 

          現地の畑に移動し見学して研修する 

（今中先生に野菜づくりで尋ねたいことがありましたら８月９日までに地域センターまで連絡ください。） 

 

共 催  「寄りん菜屋」（生産部会）、（農村振興部）、（小田地域センター） 

高知県幡多郡三原村から視察がありました 

（７月２４日報告） 

三原村集落活動センター推進協議会の委員２４名が、（自）「共和の郷・おだ」の活動並び

に（農）「ファームおだ」の取り組みについて研修を行いました。 

研修では、当地区の（自）「共和の郷・おだ」の活動と課題と「豊かな地域づくりのための農

業生産法人の役割」と題して活動の取り組みの説明を行いながら、意見交換を行いました。 

現在、三原村では、住民全員を会員とする協議会が設立され、集落活動の活性化に向け

た取り組みがされているとのことです。当地区の活動が少しでも参考になればと思います。 

遠方より視察をいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （自）「共和の郷」事務局 

３ 

三原村推進協議会の皆様 説明する瀬川会長・吉弘組合長理事ほか 



東南アジアの７大学より視察（７月２９日報告）  
 

広島大学生物圏科学研究科主催の「第７回国際サマースクール」の大学院生などが  

（農）「ファーム・おだ」を視察されました。 

東南アジア（韓国、台湾、インドネシア、タイ、フィリッピン、中国、日本）の７大学の大学院生

15名と広島大学生物圏科学研究科准教授矢野先生、細野先生が引率してこられました。 

（農）「ファーム・おだ」の経営概要やアスパラガスの栽培状況、6 月 28 日の広大生による農

業体験で田植えをした水稲の生育状況など視察研修されました。 

（農）「ファーム・おだ」 

 

自主防災防犯部会の結成について（報告） 

７月２５日開催の役員会において、自主防災防犯部会の結成に向けた協議を行い、規約や

防災計画（水害その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止する内容）の

説明を行い、市へ届け出ることの承諾を得ました。さっそく 7月２９日付けで結成届け出の提出

を行いました。今後は、防災計画書に基づいた訓練マニュアルの作成を行い、防災訓練等を

計画してまいりますので、皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（環境保全部長 広兼親雄） 

４ 

自主防災組織図 



水生生物による小田川の水質調査（７月２７日報告） 

  

この調査は、サワガニ・スジエビ・ヒル等小田川

（寄りん菜屋西側）に生息する水生生物を指標と

して水質を判定するものです。 

結果は、４階級（きれいな水・少しきたない水・きた

ない水・大変きたない水）のうち「きたない水」とな

りました。 

驚いたのは、ホタルの餌となるカワニナがたくさ

んいました。 

そのほか、ギンヤンマの幼虫、ヤゴ、シジミ、カワニナ、 

ヒルなども生息し、改めて子ども達も自然環境の大切さを認識したようです。 
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（小田地域センター） 

５ 

草の近くの水生生物を喜んで採集する 

みんなで記念写真をパチリ 

講師の新名俊夫先生から事前学習 

ほたるの餌となるカワニナ 

水生生物を採集する様子 
水生生物を分類する様子 水生生物を採取する様子 



健康づくり教室（７月３０日報告） 

イスに座ってできる小田元気体操 

健康維持を目的に５回開催しています。今回は

2回目で、１５人の参加がありました。酒井紀子

先生から、椅子に座りながらできるストレッチ

体操や両手の指を交互に動かす頭の体操などを

紹介。参加者は、笑い声も出て、足首を回して

ほぐしたり、膝を抱えて胸に付けるなど足を重

点的に動かしていました。 

足は第２の心臓と呼ばれています。普段から

動かす習慣を身に付けておくと血流が良くなり、

健康を促進しますので日頃から少しでも動かす

ようにしましょう。 

次回は１０月２２日（水）に行います。「シニア体力テスト」を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小田地域センター、白竜部） 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

６ 

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   西川芳子様 

見舞い返し  ７月   布金タマヨ様 
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 

股関節をやわらかくする 

両手の指を左右交互に入れかえる運動 

「いきいき体操ひがしひろしま」をくり返し練習しました 



8月 白竜部からのお知らせ 

① 8月 15日（金）は お盆 のため老人集会所の開放は 休みます。 

次回の開放は「９月郷だより」でご案内します。 

②「白竜部…集いの日」   「白竜部サロン」 に 名称 を変更します。 

 

 

 

 

③白竜部サロン（9月 15日予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「白竜会パークゴルフ」 から「白竜部パークゴルフ」 に名称を変更します。 

・小田・白竜会を今年４月 から自治組織・白竜部となりました。… 

プレー開催日は  毎月 第３金曜日です。 

親睦と交流を深めることを目的としています。 

部員の皆様の参加をお願いします。 

（白竜部長 宮本 勝） 

 

７ 

時間割 

１時間目 

 

まんが日本昔ばなしのビデオ 

＜語り：市原悦子・常田富

士男の名調子で＞ 

第１話 「      」 

10時～10時50分 
第２話 「      」 

第３話 「      」 

第４話 「      」 

2時間目 「漫 談」「落 語」「漫 才」「手 品」…のビデオなど 11時～12時 

昼の時間 
昼食 と お昼寝 ＜各自ご自由に 弁当持参＞ 

パン＆マイム お好み焼き「なごみ」  寄りん菜屋 
12時～13時30分 

3時間目 

話し合って教養・健康・雑談

…などの時間につくりあげま

しょう 

・今日 1日を思い出して 

・来月の計画づくり 
14時～15時 

4時間目 
楽しく…… 

カラオケで歌いましよう 

・カラオケ機器の使い方 

「演歌 民謡 童謡 新曲 

…古い歌もあります 

15時～16時 

下校時間  「車に、注意して下校しましょう」 

 

白竜部長 宮本勝 

◎白竜部（６５歳以上の男女の皆さん）…全員…参加できます。 

◎ 草刈り や 畑仕事を…１日延ばして 老人集会所へ集合しましょう。 

◎ 若返り の 1日にしましょう…笑って…話し…歌って…昼寝して…。 

 

内 容 



 

 

寄りん菜屋からのお知らせ!! 

 

 

 

 

日ごろのご支援ありがとうございます。 

日 時 ： 平成 ２６ 年 ８ 月 １２ 日 （火） 

～１３ 日(水) 

   ○ 新そばが入荷しました。 

○ 巻きずし、かしわ餅   

○ 漬け物類、きゅうりのからし漬け、おかず味噌、肉味噌   

○ 盆菊の販売  

      奥本農園・平賀さんの花を大量に入れますが、売り切れごめんなさい  

○ 中山牧場の肉 ・ホルモンの販売 

○ 新鮮野菜と果物のスム－ジ－の販売 

◎８月１２日（火）の定休日は営業します。 

また、盆１４日、１５日も休まず営業します。 

 

お問い合わせは寄りん菜屋まで   

TEL４３８－１０２０ 

８ 


