
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

と き：平成２７年８月１５日（土）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  ソーメン流し、かき氷り、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 
                            ※内容に多少変更有 

★ 談話室を女性専用着替え室としてご利用ください（・希望者には、着付けをお手伝い 18：00～18：30） 

★ みんなで、楽しい夏祭りをつくりましょう。 

≪主 催 自治組織 「共和の郷・おだ」≫ 

≪共 催 小田地域センター、小田盆踊りマイスターの会（略称：BON スター）、寄りん菜屋、なかよし会≫             

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

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  mail@kyouwanosato-oda.com 

                    

 

 

 

広報 第１４１号 

平成２７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・ゲーム大会  

    
１９：10  盆踊り（・BON スターの皆様から 

指導していただきます。） 
    

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） 



戦没者・開拓団物故者並びに大安慰
だいあんに

追悼式のご案内 

 

この追悼式では、毎年、明治以来の戦没者と満州開拓団

物故者と、小田地区の圃場整備時に出土した無数の遺骨を

納める大安慰の慰霊を行うとともに、平和への祈りや、今日の

小田地域の発展に尽力された人々に心からの感謝を捧げま

す。 

昨年は、４３名の参拝で行われました。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。 

日   時平成２７年８月１５日（土） 

             ８：００～９：００ 

場   所   浄蓮寺本堂 

主   催   自治組織「共和の郷・おだ」 

共   催   河内町遺族会小田支部 

※雨天決行 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部 

 

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 2７年8 月９日（日） ８：００～９：３０  

集合場所   小田地域センター   大ホール前 

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、藤棚の剪定（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） 

◎環境学習の開催 ※小田ふるさと夏祭り会場美化作業終了後 

この学習は、東広島市環境対策課からの呼びかけにより、酵母菌・乳酸菌を使った 

微生物の力による、生活の水回り環境を改善する「環境学習」を開催します。 

児童・生徒の「夏休み研究」に最適です。多数の参加をお待ちしています。 

日  時    平成 2７年8 月９日（日） ９：30～11：00  

集合場所   小田地域センター 会議室 

                                 （自）「共和の郷・おだ」環境保全部 

２ 

河内西小学校児童の平和への祈り「歌、青い空は」 



 

 

 

 

１２の組全員による「紙芝居『将軍さん』DVD」制作 

（８月１６日お知らせ） 
１２の組では、長年にわたり、組の皆さんでお世話をされている「将軍さん」があり

ます。この度、民話「将軍社（牛頭社）」を、組のほぼ全戸の方々が関わって紙芝居の

DVDを制作されます。当日は、NHKの取材があるそうです。 

興味のある方は、見学しませんか・・・是非行きましょう。 

と き：平成２７年８月１６日（日） １０時～ 

ところ：１２の組集会所  

◎制作した「紙芝居『将軍さん』DVD」は、１０月２５日の小祭りに上映の予定です。 

 

みんみんゼミ・小田地域センター 

 

野菜づくり教室の開催（ご案内 8/19） 
第３回 野菜づくり教室を、次のとおり行ない

ます。 

お気軽にご参加くださいますようご案内いた

します。 

○ と き   平成２７年８月１９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 

病害虫防除について 

          （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 10 日までに地域セ

ンターまでご連絡ください。） 
 

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

３ 

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   山脇良子様 
 

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 

前回の様子 



白竜部役員体制決まる（お知らせ） 

 

７月１０日部会が開催され、満６５歳以上を部員とする「白竜部」の部長、副部長が選任され

ました。待ちかねた部活動が本格スタートします。この白竜部には、人口５８１人のうち約２７０

人が所属します。部長に宮本 勝様、副部長に入川信子様・松本昌三様・中川 稔様の３人

が選任されました。 

宮本様は、引き続いての選任です。任期は、前任者の残任期間、来年の３月末までです。 

◎各組委員は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

                                        （敬称略） 

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

（自）「共和の郷・おだ」事務局 

マイロード清掃（７月１２日報告） 
 

環境保全部では、ボランティアグループ「たん

ぽぽ」さんと連携し、県道小田白市線の清掃・  

草刈を行いました。また、「たんぽぽ」さんは、

寄りん菜屋西側の花壇の植え付け、除草管理も行

っています。 

小田を訪れた方から、「きれいな花壇、県道です

ねー」と声をかけていただきました。 

こうした取り組みが、地域を明るくしていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部 ・ボランティアグループたんぽぽ 

４ 

組 名 氏  名 組 名 氏  名 

１の組 入川信子 ７の組 宮本 勝 

２の組 真谷洋三 ８の組 重岡チマコ 

３の組 松本昌三 ９の組 香川正志 

４の組 小山盛次 １０の組 国原正明 

５の組 真谷照人 １１の組 金井マサコ 

６の組・６の上組 土井丸安夫 １２の組 中川 稔 

県道小田白市線「歩道」除草 

たんぽぽさん 花の植え付け・除草 

県道小田白市線「歩道」清掃 



水生生物による小田川の水質調査（７月２６日報告） 

この調査は、私たちの生活活動などの影

響により有機物を多量に含む排水が混入し

た時、河川の環境がどのように変化するの

か、川に生息する水生生物から汚濁状況を

判定します。結果は、４階級（きれいな水・や

やきれいな水・きたない水・とてもきたない

水）のうち、昨年は、「きたない水」でしたが、

今年は、一段階上がって、「ややきれいな

水」に判定されました。ホタルの餌となる「カワニナ」をたくさん見つけました。参加された方から、

「こんなにたくさんの生物がいるとは思わなかった。そして、新名先生から生物の丁寧な説明を

聞けて良かった」と話しておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小田地域センター 

 

５ 

みんなで記念写真 

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 

水生生物を分類している様子 水生生物を採取する様子 



健康づくり教室（７月１４日報告） 
イスに座って太ももやふらはぎに筋力を付ける体

操や健康体操棒を使って、おうちで簡単にできる体

操の指導を受けました。 

皆さん、少しでも体を動かしましょう！ 

 

◎次回は１０月２８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、（自）「共和の郷・おだ」白竜部・健康体育部 

 

草刈ロボット（４号機）実証試験（7 月２８日報告） 
 

小田ビジョンにある草刈ロボットの実証試験が

いよいよ本格的に行われます。 

今回は、３号機に次いで４号機が開発され、

寄りん菜屋西側広場で行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」農村振興部 

６ 

前回の様子 講師：酒井紀子先生 

リモコン操作の説明を聞く吉弘組合長 

草刈ロボット４号機とリモコン ４号機を囲む開発関係者 



 

みんなの掲示板 

 

「寄りん菜屋」からのお知らせ!! 

 

 

 

平素は寄りん菜屋にご協力頂き厚くお礼申し上げます。 

日 時：平成２７年 ８ 月 １１ 日（火）～１３ 日(木) 

○ 新そばが入荷しました。 

○ 巻きずし  かしわ餅  赤飯   

○ 漬け物類  きゅうりのからし漬け  キャベツ浅漬け   

○ 生産部の新鮮野菜 

○ 盆花の販売  

       小菊（岡本農園） / トルコキキョウ（広本さん）/ リンドウ（岩澤さん）  

花を大量に入れますが、売り切れごめんなさい  

○ 中山牧場の牛肉・ホルモンの販売 

○ トムファ－ム 牛肉の販売       

○ 新鮮野菜と果物のスム－ジ－の販売 

 

◎８月１１日（火）定休日は休まず営業します。 

１４日 １５日も休まず営業します。 
 

 

≪問い合わせは  TEL４３８－１０２０寄りん菜屋まで≫ 

 

７ 



 

「パンとマイム」からのお知らせ！！ 
 

いつもご利用頂き、誠に有難うございます。 

お盆の営業時間について、ご案内致します。 

 

8 月 14 日（金）・15 日（土）・16 日（日） 

 の 3 日間につきましては 

午前 10 時の開店とさせて頂きます。 

焼きドーナツ、塩クッキー、又 次の様な、新商品もご用意してお待ちしております。 

是非ご家族おそろいで、小田の米粉パンをご賞味下さいませ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご親戚、お知り合いへのお土産等 
ご利用いただければ幸いでございます。 

 

尚、午後 5 時で閉店ですが、売り切れ次第終了させて頂きますのでご了承くださいませ。 

電話にて、間に合う商品について、お取り置き致します。お気軽にお申し付け下さい。 

電話 082-438-1441 

８ 
 


