
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き：平成２８年８月１５日（月）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

★ 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≫             

 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部 

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  mail@kyouwanosato-oda.com 

広報 第１５３号 

平成２８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） 

※内容に多少変更有 

 



小田ふるさと夏祭り会場美化作業（ご案内 8月７日） 

役員のご協力お願いします。 

日  時 平成 2８年8 月７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、一輪車） 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部 

 

戦没者・開拓団物故者並びに 

大安慰
だいあんに

追悼式の開催（8月 15日案内） 
 

追悼式では、明治以来の戦没者と満州開拓団

物故者並びに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います。    

併せて、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。 

多くのご参列をお願いします。 

日   時平成２８年８月１５日（月） 

            ８：００～９：００ 

場   所   浄蓮寺本堂 

主   催   自治組織「共和の郷・おだ」 

※雨天決行 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部 

 
 

２ 

昨年の様子 

昨年の作業様子 



 

 

 

 

野菜づくり教室の開催（8 月 19 日案内） 
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。 

○ と き  平成２８年８月１９日（金） 

                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。） 

 

（自）「共和の郷・おだ」農村振興部・寄りん菜屋・小田地域センター 
 

マイロード清掃（７月１７日報告） 
環境保全部では、ボランティアグル

ープ「たんぽぽ」と一緒に、県道小田

白市線の清掃・草刈を行いました。 

訪れた方から、「きれいな道ですね、

ありがとう」と声をかけていただきま

した。 

これからも、明るい地域にしていき

たいと思います。 

 

 

 

 

（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 
３ 

ありがとうございました 
ご寄付は「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  西川イツヨ 様 

      香典返し    ７月  橋本浩子 様         

（自）「共和の郷・おだ」会長 住原正弘 福祉ふれあい部長 秋山勝義 

 

歩道の草刈・清掃作業の様子 

前回の様子 



小田川の水質調査結果（７月２３日報告） 

川にすむ水生生物を採集しその種類や数

を調べることで、川の水質を判定します。 

２９種類の生き物が指標生物として選ばれ

ています。小田川の中にこれらの生き物がど

れくらいすんでいるか調べました。結果は、

４段階（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２番目の「や

やきれいな水」の判定でした。 

これからも、ホタルが飛び交う地域をめざ

し、生活排水等の浄化に努め、ホタルの里づくりに取り組んでいきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地域センター 

 

 

 
４ 

水生生物を採取しています 

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 

ホタルの幼虫の餌となるカワニナ 



骨密度測定会（7月 5日報告） 
 

今回は、２０名の方が測定されました。 

 骨密度測定とは、骨の中にあるカルシウム・

マグネシウムなどのミネラル成分が、どのくらい

の量あるのかを計測するものです。このミネラ

ル成分が不足してくると、骨がもろくなり、骨折

しやすくなります。身長が縮んだり、腰に痛みが

出てきたり、少しのことで骨折することがありま

す。強い骨をつくるには、 

①バランスの良い食生活！ カルシウムは体内で吸収されにくいので、吸収を助けるた

めに、いろいろな食品をバランスよく食べることが大切です。 

②適度な運動！ 骨は体を動かし刺激することで鍛えられ、カルシウムの沈着が良くな

ります。しかし過度の運動は逆効果。毎日少しずつ運動の習慣を身につけましょう。

目安 1日 30分、息が少しはずむ程度 

③食べたら日光浴！人の体は、日光に当たると、体内にビタミンＤを作り、カルシウムの

吸収を助けてくれます。 保健師へお気軽にご相談ください。 

     河内支所地域振興課 保健師・小田地域センター 

 

 

視察を受けました（7 月１０日報告） 

 

愛媛県喜多郡内子町  

小田地区自治会連絡会から

２４名の視察があり、小学

校の跡地利用や地域づくり

について意見交換を行い有

意義な研修でした。 

当地区と同じ小田地区で、

本自治組織が運営するホー

ムページをご覧になり視察

先に選定されたそうです。 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部 

５ 

小田地区自治会連絡会の皆様 

測定の様子 



小田ビジョン「ゆずの里づくり」共和塾開催（7 月 12 日報告） 

 

共和塾では、広島県西部農業技

術指導所 湯浅主幹を講師に開催

しました。 

講師から、将来ゆずを使った商品

開発をするには、先ず種類を選定

する必要から、ゆずの系統、特徴

や育て方・実らせ方など丁寧に説

明をしていただき有意義な勉強会

でした。今後の課題では、植栽・

管理、それに係る経費、商品開発

等あります。皆様への説明とご理

解を得ながら事業を推進してまい

りますのでご支援ご協力よろしくお願いします。 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部・農村振興部 

 
 

健康づくり教室（７月１４日報告） 
イスを使って、筋力を付ける体操やい

きいき百歳体操などおうちで簡単にで

きる体操の指導を受けました。 

健康維持のため少しでも体を動かし

ましょう！ 

 

◎次回は１０月に「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 

 

６ 

健康づくり教室の様子 

熱心に受講する参加者 



木下大サーカス広島公演 

招待券申込み 
 

広島公演事務局から当自治組織へ無料招待券 5

枚が進呈されました。 

平日期間限定の 9月 13日（火）・１４日（水）・16日

（金）・20日（火）・23日（金）です。 

ご希望の方は、8月 16日（火）17：00までに事務局

（地域センター内）へ申込みください。多数の場合は、

抽選となり、当選者の発表は招待券の発送をもって

代えさせていただきます。 

申込み先電話＆ＦＡＸ 438-0166 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部 

 

東広島市地域づくり推進課からのお知らせ！ 

市民活動情報サイトの紹介 
「市民活動情報サイト」 

 各地の地域センターや、住民自治協議会、市民活動団体等の活動の様子、イベント

情報等が掲載されています。また、団体登録をすると、このサイトで情報を発信する

ことができます。(サイトからお申し込みください。) 

※登録は無料ですが、一定の条件があります。 

 

申込み：随時 

問い合わせ先：市役所地域づくり推進課 

電話：（０８２）４２０―０９２４ 

 

http://higashihiroshima.genki365.net 

こちらのＱＲコードか 

らでもアクセスするこ 

とができます。 

 

 
７ 

http://higashihiroshima.genki365.net/


みんなの掲示板 

 

 

 

   

  

日 時 ： ８ 月 １２ 日 （金） １３日 （土） 
展 示 即 売 品（予定） 

 

○ 柏餅は８月 1１日より毎日販売しています。 

 

○ 巻き寿司 ・ちらし寿司･オードブルなど。  

 

○ 生産部の新鮮野菜・浅漬けなど。 

 

○ 奥本農園の菊・広本農園のトルコキキョウなどの盆花。 

 

○ まいたけてんぷら・鶏のから揚げ・フライドポテトなどの揚げ物。 

 

○ 中山牧場から直仕入れの牛肉・豚肉・ホルモンなどは 

どこよりも安い。 

 

○ 盆灯篭も早めにお求めください。 

「売り切れお許しください。」 

（ご依頼があれば配達いたします）･･･ 

 

 

 小田特産の贈答セット好評！！ 

小田の特産や寄りん菜屋取り寄せの産品をセットにして贈答箱を 

作りました。内容はお申し出によって組みます。 

小田の韃靼そばと神石牛のビーフカレー、りんごチップスなど 

お値段に応じてセットいたします。 

また、地方発送もいたしますのでお気軽にお申し付けください。 

 

詳しい事は寄りん菜屋にお尋ねください。℡ ４３８-１０２０ 

 
 

 

８ 

◎お盆は休

まず営業 

します 

 

http://animal-illustration.com/sozai/03cate/l_01.jpg

