
 

 

 

 

 

 

第２９回小田営農収穫祭り・ 

八幡神社秋祭り（１０月１９日ご案内） 
今年も収穫の秋、食欲の秋がやってきました。毎年恒例の「小田営農収穫祭り＆八幡神社秋祭り」を盛大に

開催いたします。 

稲穂も黄金色に実り、サツマイモは、大きくなり、皆さんの収穫

を待ちわびています。 

環境の優しい地域で、収穫体験をしてみませんか。サツマイモ

は１袋無料でお持ち帰りできます。 

また、「みこし」の体験と八幡神社での小田米炊き込みご飯を

食べながら、伝統の小田神楽、巫女の舞などの「八幡神社秋祭

り」をご鑑賞いただきます。最後までお楽しみください。多くのご

参加をお待ちしています。 

日  時    平成２６年１０月１９日（日）   １０時～１６時 

場  所    寄りん菜屋周辺及び小田八幡神社 

●前夜祭では、１８日２０時（小田八幡神社にて）巫女の舞、こども神楽、奉納神楽があります。 

お問い合わせと申込先  

（農）ファーム・おだ  TEL（FAX兼）０８２－４３８－０９８７ 

小田地域センター  TEL（FAX兼）０８２－４３８－０１６６ 

寄りん菜屋       TEL（FAX兼）０８２－４３８－１０２０ 

※当日は小田米の炊き込みご飯と豚汁等を用意しています。 

―小田住民の方は、各組常会で無料食事券を各戸 1枚、配布いたします。 

その他は、食事券（３００円）をお買い求め下さい。― 

内 容    （寄りん菜屋会場） 

９：３０ ～  五穀豊穣感謝祭   

１０：００ ～  開会 

１０：１０ ～  ふれあい収穫体験 

１１：４０～  みこし出発（寄りん菜屋と 12組集会所より） 

（小田八幡神社会場） 

１２：１５～参拝行事 

１２：３０～昼食   ○寄りん菜屋（小田米の炊き込みご飯、豚汁） 

○なかよし会 

○パン＆マイム（米粉パン販売） 

１３：００～神楽奉納  小田神楽保存会（巫女の舞・子ども神楽・八岐大蛇他） 

 

小田営農収穫祭り実行委員会 主催/農事組合法人「ファーム・おだ」、小田八幡神社 

共催 / 自治組織「共和の郷・おだ」、寄りん菜屋、なかよし会、小田地域センター 
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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  
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小田地区敬老会（報告） 
 

さわやかな風に秋の気配を感じる９月１４日、小田地域敬老会が地域センター大ホールで

開催しました。 

招待者、１４７名中８７名の出席を賜り、役員全員でお迎えをしました。 

最初に、記念撮影を

行い、写真は女性部か

らの贈り物の写真たて

に納め、お渡ししまし

た。 

式典では、来賓に、

東広島市 河内支所次

長松井孝文様を始め、

高橋典弘・乗越耕司市

議会議員様、ファーム・

おだ吉弘昌昭様、往診

歯科おだ 山木戸隆子

先生、林由美子、渡辺千穂子、末岡紀代美民生委員児童委員様、河内西小学校堀岡輝行

校長先生ら多数の出席を頂きました。 

会長のあいさつに（自）「共和の郷・おだ」の様々な活動ができるのも、敬老者の皆様が長年

暖かい心で地域の助け合いの精神を培ってこられ、これまでのご労苦に対し感謝申し上げま

す」と述べられました。 

最後に、代表して新たに敬老会へ入られました池田澄夫様の謝辞で式典を終了しました。 

引き続き、祝賀会に入り、アトラクションでは、カントリーエコーズさん達の澄み切った歌声と、

これからも、いつまでも「声をかけ合い、助け合って」深い絆で結ばれた「小田の郷」であってほ

しいと、「隣組」の４番に「とんとん とんからりと小田の里 １の組から １２組まで 仲良く手をと

り お互いに 声をかけ合い助け合い」と上野都さんが願をこめて作詞されたものを歌われまし

た。つづいて、河内西小学校（小田地域）２０人の児童による「ダンス」、小田舞踊クラブの皆さ

んの華麗で優雅な日本舞踊、末岡喜京さんのハーモニカ、みんみんゼミさんの紙芝居「茶飲

み地蔵」「白竜湖の伝説」など盛り沢山の演技でお祝いをされました。 

皆様の楽しそうな笑顔を拝見し、役員も一緒に楽しい時間を過ごさせていただきました。「い

つまでもお元気で」来年もお会いしましょう。 

最後になりましたが、敬老会を盛り上げていただいた関係者やご心配をいただきました皆様

に大変お世話になり感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

    

（自）「共和の郷・おだ」（女性部） 
 

２ 



河内西小学校通学合宿（報告） 
 

小田地域センターにおいて、９月２４日から２

泊３日の日程で、５、６年生２０名の児童たちが、

親元を離れ「炊事」や「入浴」、「宿題」など寝泊

りしながら学校に通う通学合宿を実施しました。 

この通学合宿では、こどもたちの社会性、自

主性、協調性を伸ばし、家庭でされている、

日々の家事を自らすることで「感謝の気持ち」や

「生きる力」を身につけていきます。 

児童の感想文の中から「自分で作った食事は、

大変おいしい」とほとんどの児童が書いていまし

た。 

食事のご支援をいただきました、ボランティア

グループ「たんぽぽ」の皆様ありがとうございまし

た。 

小学生時代の楽しい思い出になればと思います。 

                      

 

 

（小田・河戸・戸野・宇山地域センター） 

河内中学校運動会（９月６日報告） 
 

第４５回運動会は「百戦錬磨～我らの魂大地に刻

め～」をテーマに白熱した演技で盛り上がっていま

した。 

全校生徒による「河内中ソーラン」は、赤、黄、紫

色で、背中に「舞」の文字の入った衣装を着て一人

ひとりが真剣に取り組みグランドいっぱいにくりひろ

げる演技は、見ごたえのある素晴らしいものでした。 

                                                     

 

（自）「共和の郷・おだ」会長 瀨川豊茂 

                          ３ 

住原正弘副会長による万歳三唱 

玄関に集合して「いってまいります。」 

河内中ソーラン 

食事の準備ができました 朝の通学準備をしています いってらっしゃい 



社 協 発 笑 顔 

FM東広島生出演（９月１１日報告） 

東広島市社会福祉協議会が、毎週木曜日   

１０時から、地域の人達が福祉活動など紹介する

社協発「笑顔」の番組に、会長瀨川豊茂様、白竜

部長  宮本勝様、同部員  末岡喜京様、社協  

田原様の四人が、９月１１日に生出演しました。 

間瀬 忍さんの司会により進められ、自治組織の

設立の経緯、取り組みについて会長から報告され、

白竜部活動の紹介や末岡さんのハーモニカの 

演奏など放送されて楽しい番組でした。 

FM 東広島ホームページで放送を聴くことがで

きます。 

今後も、社協の支援をいただき、一緒に地域福祉活動に取り組んでまいりたいと思います。 

皆さん、社協発「笑顔」番組、FM東広島（８９.７MH）毎週木曜日（１０時から１０時５５分）聴いて

見られてはいかがでしょうか、 

                                      （自）「共和の郷・おだ」 事務局 

 

広島土砂災害義援金の報告 
「広島土砂災害」で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

（自）「共和の郷・おだ」では、義援金の募金活動を行い、地域の皆様から寄せられた義援

金 １６８，５００円は、中国新聞社会事業団を通じて広島市へ送金しました。9月３０日の朝刊

に掲載されましたので報告します。 

皆様のあたたかいご支援ご協力ありがとうございました。 

                                （自）「共和の郷・おだ」 会長 瀨川豊茂 

 

４回 野菜づくり教室（９月１７日報告） 
  

ヨトウムシ類の見分け方とその害虫対策などのほか、防寒

の仕方について指導していただき、質問では、秋じゃが、ア

スパラガス、大根、ネギなど秋野菜の栽培管理についてわか

りやすく説明していただきました。 

今回をもって、今年度の「野菜づくり教室」は終了となりま

した。 

 

 

「寄りん菜屋」（生産部会）、（自）「共和の郷・おだ」（農村振興部）、小田地域センター 

４ 

今中先生の簡潔で分かりやすいお話 

スタジオで記念撮影 



 

 

 

 

 

ふれあいサロン（9月３０日報告） 
 

ボランティアグループ「たふと」さんを講師に、昔の手あそび、折り紙などゲームをしながらの

楽しいサロンでした。 

昼食は、ボランティアグループ「たんぽぽ」の皆さんによる手づくり弁当を楽しく、会話をしな

がらいただきました。次回は、1月２０日を予定しています。 

 
 

                       

 

 

 

 

                                  （自）「共和の郷・おだ」（福祉ふれあい部） 

 

第４回 健康づくり教室（１０月２２日ご案内） 

 

今回は、あなたの体力を知るために体力テストを実施し、

自らの体力にあわせた健康づくりを指導していただきます。 

お気軽にご参加ください。 

 

と き：平成２６年１０月２２日（水）13：30～15：00 

ところ：小田地域センター 

内 容：体力テスト実施 

講  師：酒井紀子先生 

持参物：汗拭きタオル、普段はいている運 

    動靴、お茶は用意しています 

 

（自）「共和の郷・おだ」（白竜部）、小田地域センター 

５ 体力測定の様子（昨年） 

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  ９月   細川充子様 
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 

「たふと」の皆様（入野地域） 



金婚式をお迎えの方 （お知らせください） 
 

 今年、結婚して 50年、めでたく金婚式を迎えるご夫婦の皆様おめでとうございます。 

 福祉ふれあい部では、記念品と表彰状をお送りしてお祝いしたいと思います。昭和３９年に

ご結婚された方です。 

１０月１０日までに、代表委員の方で事務局（小田地域センター内、電話４３８－０１６６）にお

知らせください。表彰は、１１月２３日開催の農産物品評会で行います。 
 

（自）「共和の郷・おだ」（福祉ふれあい部） 

 

小田史跡めぐりウオーキング（１０月２６日ご案内） 
  

今回は、小田八幡神社、浄楽寺の歴史を学びます。 

 案内人は、小田史跡調査会長宮本 勝様です。地域の歴史を知ることで、誇りと愛着を育み、

郷土史や文化を子どもたちへ伝えていきたいですね。 

多数の参加をお願いします。 

 

日   時 平成２６年１０月２６日（日）  

９時から１１時 

 

集合場所 小田八幡神社 駐車場  

 

日   程  

  １ 小田鎮座八幡神社（9：00～9：40） 

    ・御祭神  ・本殿の彫刻 

    ・逆修板碑 ・文明碑 

   （ウオーキングで移動9：40～10：00） 

  ２ 浄楽寺瑠璃殿（10：00～10：30） 

    ・御本尊 薬師如来を拝観 

  ３ 八幡神社で昼食 

 

持参物    汗拭きタオル、帽子、（児童は「学ぶちゃんノート」） 

その他    雨天の場合中止いたします。飲み物とおむすびを用意いたします。 

問い合わせ  小田地域センター  電話  ４３８－０１６６  

 

（自）「共和の郷・おだ」（文化教育部） 

小田史跡調査会、小田地域センター 

 

 

 

６ 

昨年の参加者 



白竜部行事（9月 26日報告） 
 

浄蓮寺若院様をお迎えし今年亡くなられた方（7人）の仏故者を忍ぶ会を老人集会所で行

いました。 

続いて、交通安全講習会行い東広島警察署西田

警部補を講師に、「高齢者の交通安全」について  

①夜間はキラリと光る反射材をつけましょう。②乗車

するときは、運転席、助手席もちろん、後部座席でも

シートベルトを着用しましょう。とお話をしていただきま

した。 

現在、河内町は、高齢者交通安全モデル地区に

指定がされ、交通事故防止に取り組んでいます。皆

様のご協力をお願いします。 

（１０月１５日ご案内） 
 毎月１５日は、老人集会所においての「白竜部サロン」です。皆さんお気軽に参加してくだ

さい。今回も、楽しい映画鑑賞やお話をしながら交流を深めましょう。 

 
                               （自）「共和の郷・おだ」白竜部長 宮本 勝 

 

健康づくり講演会の開催（11月 8日案内） 
 

河内西 4地域センター(小田、河戸、戸野、宇山)合同主催により、次の講演会を開催します

ので、多数のご出席をお願いします。 

と き：平成２６年 11月 8日（土） １３：００～１５：００ 

ところ：農村環境改善センター（河内町河戸） 

演題  知っておきたい「身近なウイルスの話」 

講師  広島大学大学院 歯科薬保健学研究院 

                  坂口剛正 教授 

略歴   名古屋大学医学部卒 

    同大学院、ノースウエスタン大学留学を経て、 

2009年より現職 専門はウイルス学 

 ◎柿渋の対ウイルス効果の研究成果を発表 

参加費：無料 

インフルエンザ、ノロ感染症など私たちの身近に「ウイルス」で起こる病気がたくさんあります。

ウイルスによる感染症が猛威を振るい始める季節を前に、「ウイルス」についての知識を深め、

身を守る予防法を学習しましょう。 

                          

小田地域センター・（自）「共和の郷・おだ」 

 

 

７ 

お話しされる西田警部補 



河内西小学校区子ども会 

グランドゴルフ大会（１１月９日ご案内） 
 

河内西小学校の子ども達とグランドゴルフを一緒にやりましょう。 

この大会は毎年、子ども会の行事として、地域の皆様と子ども達のふれあいの場を持つ目

的で開催がされています。 

是非皆様の参加をお願いします。 

日  時： 平成２６年１１月９日（日） 受付１３：３０ 開始・終了１４：００～１６：００ 

場  所： 河内西小学校 グランド 

参加費： ２００円（１人） 

参加申込： １０月１７日までに小田地域センターへ申し込んでください。 

 

※詳細は、組内回覧文書で・・・ 

 
（自）「共和の郷・おだ」体育健康部長 谷平和則 

 

 

往診歯科おだのご紹介 
地域医療に貢献する歯科医院 

医院名     往診歯科おだ 

ところ  小田地域センター（２階） 

診療時間 火・水・木   午前 10時～午後 5時 

  土      午前 10時～午後 1時 

  （昼休憩 午後 1～２時） 

休診日  月・金・日曜日・祝日 

電話番号   082-401-1234 

歯科医師 山木戸 隆子（旧：鈴木） 

診療時間 月 火 水 木 金 土 

午前 10時～午後 1時 ／ ○ ○ ○ ／ ○ 

午後 2時～午後 5時 ／ ○ ○ ○ ／ ／ 

紹介  本年１月から、小田地域センター２階に「往診専門」の歯科医院を開業しております。 

歩行困難や認知症などで、お一人では歯科医院に受診することが難しい方のために 

ご自宅や施設にお伺いして歯科治療を行います。また、ご自宅での治療が困難な方は   

当院まで送迎もいたしますので，お気軽にご相談ください。 

治療をご希望の方は、ご加入の健康保険証、介護保険証などをご用意の上、まずは

お電話（０８２－４０１－１２３４）でお問い合わせいただけると幸いです。              

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

                             院長 山木戸 隆子 

８ 

よろしくお願いいたします。山木戸隆子 


