
 

 

 

 

 

 

 

敬老会のご案内（９月１８日） 
いつまでもお元気で 

 

長寿を祝し、いつまでも元気

に過ごしてほしいという願い

を込め、開催します。 楽し

いアトラクションもありますの

で皆様のお越しをお待ちし

ております。 

 

 

招待７７歳以上（昭和 1４年 12月 31日以前に生まれた方）１５０人の皆様に 

各地域の女性部の役員がご案内します。多数のご出席をお願いします。また、送迎用の車

を準備しますので希望者は組女性役員へお申し出ください。 

 

と き：平成２８年９月１８日（日）９：３０～ 

ところ：小田地域センター 大ホール 

 

内 容   ９：３０   受付開始 

１０：００   記念撮影 

１０：３０   記念式典 

１１：００   祝賀会 

１１：２０   アトラクション、会食 

１２：４０   閉  会（予定） 
（自）「共和の郷・おだ」 女性部 部長村上恵美子 
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4 回野菜づくり教室のご案内（９月２０日） 
 

野菜づくり教室を、次のとおり行います。 

多数 参加くださるようご案内します。 

 ○ と き   平成２８年９月２０日（火） 

         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   野菜の栽培管理について 

（今中先生に野菜づくりで尋ねたいことがありまし

たら９月１３日までに地域センターまで連絡ください。） 

 

（※お知らせ：農村振興部では、丹精込めた野菜等の農産物品評会を１１月２０日予定して

います。沢山の出品をお願いします。） 
 

「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 

 

第９回 自治協議会親善スローピッチソフトボール大会 

参加者募集（9月２２日開催） 

この大会への参加者を募集します。各組体育健康部員、代表委員でとりまとめをお願い

します。多数の参加をお願いします。 

１．日 時  平成２８年９月２２日（木）（祝日）  ８：３０～開会式   ９：００～ 競技開始 

２．主 催  わくわくスポーツランドこうち/（自）「共和の郷・おだ」（協賛） 

３．場 所   河内市民グランド 

４．参加資格 町内在住で男性５０歳以上、女性３０歳以上。 

５．チーム編成  １チーム１０人～２０人まで編成/内訳： 男性概ね５０歳～６０歳と６０歳

以上の人数が半々、女性３０歳以上を１～２名程度 

６．試合方法   試合は１チーム１０人。１試合７イニング又は、６０分 但し５５分を経過し 

場合は新たなイニングに入らない。 

７．試合参加申し込みは、各組で取りまとめ 9月７日までに地域センターへ連絡ください。 

   電話 FAX兼用４３８－０１６６ 

８．運動のできる服装で参加。（グローブをお持ちの方は持参ください。） 

    

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部 部長 吉森和弘 
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第３回教室 



 

 
 
 
 
 
 

白竜部「交通安全」講演会の開催（９月２４日） 
 

高齢者の交通事故は年々増加傾向にあり

ます。そこで講演会を開催し、交通安全につ

いて研修します。 

日時：平成２８年９月２４日（土） 

 午前１０時から１２時まで 

場所：小田老人集会所 

 

講師：東広島警察署 交通課 

 

多数のご出席をお願いします。 

 
物故者をしのぶ会の開催 

 

交通安全講演会を午前中に行い、午後１時３０分から小田浄蓮寺住職様をお迎えし行い

ます。服装は、平服でお越しください。 

日時：平成２８年９月２４日（土） 午後１時３０分から 

場所：小田老人集会所 

 

多数のご参列、ご焼香をお願いします。 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」白竜部 部長坂井敏文 
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  ８月  金常郁子 様 
見舞い返し  ８月  住友輝夫 様 
香典返し   ８月  橋本浩子 様 
香典返し   ８月  正宗実由紀 様 

 

自治組織「共和の郷・おだ」 会長住原正弘  福祉ふれあい部長 秋山勝義 

昨年の様子 東広島警察署交通課 



ふれあいいきいきサロンの開催（９月２７日） 
 

気軽に集える「ふれあいいきいきサロン」を

開催します。 

今回は、タフトさんによる認知症予防ゲーム

や介護予防のお話しです。 

 

とき：平成２８年９月２７日（火）  

 １０時から１３時 

ところ：小田地域センター 

 

多数のお越しをお待ちしています。 

 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部・ボランティアグループたんぽぽ 

 

 

夏まつり会場美化作業（８月７日報告） 
 

夏まつり会場となる小田地域センター

グランドの美化作業を行いました。 

ご協力をいただきありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部 部長池田 寛 
４ 

昨年のタフトさんによるゲーム 

グランドの植栽剪定・草刈の様子 

ふじ棚の剪定作業の様子 

参加された役員の皆様（休憩中） 



戦没者・開拓団物故者並びに 

大安慰
だ い あ ん に

追悼式（８月１５日報告） 
 

今回で４回目を迎える追悼式は、

小田地区の児童をはじめ、約３０名

の出席のもと小田浄蓮寺様本堂を

お借りし行いました。 

式典では、会長の追悼の言葉や

平和への誓い、児童からは、平和へ

の祈りを込めた折り鶴が捧げられま

した。 

最後に出席者全員による、平和の

歌、「青い空は」を合唱し、改めて平

和の尊さを考える機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自）「共和の郷・おだ」総務企画部 部長谷平和則 

 

５ 

昨年の会場の様子 

レインボー噴水は夏まつりの名物 重津光昭様の大花火 

参列者の皆様 

児童たちが捧げた平和の願い「折り鶴」 
みんなで平和の歌「青い空」を合唱 

戦没者・開拓団物故者の慰霊碑 

物故者 

大安慰 



小田ふるさと夏まつり（８月１５日報告） 
 

懐かしい人との出会いの場ともなる小田ふる

さと夏まつりは、たくさんの参加をいたただき、

盛大に開催いたしました。今回のテーマは、「集

え！！小田夏まつり」を掲げ、メインの小田盆

踊りでは、盆スターの皆さんによる、太鼓が響

き渡り、口説きに合わせながら、里帰りの方や

子ども達は、やぐらを中心に輪になり一生懸命

踊っていました。そして、東広島市観光マスコ

ット「のん太君」も加わり、子ども達は大はし

ゃぎでした。神楽観賞では、小田神楽団による

大蛇退治（おろちたいじ）が上演され、その凄

さに歓声が上がり、終盤には、大花火が夏の夜

空を舞うたびに、大きな歓声が聞こえていまし

た。最後のお楽しみ抽選会は、約３００人の参

加があり、特等が当たった人は大はしゃぎでし

た。会場では、そうめん流し、ヨーヨー釣り、

かき氷、綿菓子や寄りん菜屋の柏餅、おにぎり、

パン&マイムの米粉パン、ファームおだの焼き

トウモロコシやなかよし会の出店もあり、楽しいひと時を過ごして頂けたことと思い

ます 

夏まつり会場の美化作業や運営にご協力をいただきました役員、関係者の皆様に心 

からお礼申し上げます。  

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部 部長秋山勝義  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

６ 

盆スターの皆さん のん太君と記念写真 盆踊り 

大蛇の舞 太鼓・口説き 会場の様子 



 

お知らせ！ 

東広島市公共施設の適正化配置に係る実施計画（案） 
河内地区説明会開催へ出席のお願い（１０月１８日） 

 

８月４日市内４７地域の自治会長が集う市民協働まちづくりトークにて、公共施設の適正

配置に係る説明がありました。内容は、実施計画に、「平成２５年度、本市には７７２の施設

に１，３７９棟の建築物があり、その総床面積は、５７．１万㎡となります。（マツダスタジアム

の敷地の約１１倍） 昭和５０年代後半からバブル経済期にかけて整備された施設が多く、

今後一斉に建替えや大規模修繕が必要な時期を迎えますが、財政的に非常に厳しい状

況です。」との現状と課題が記されています。基本方針では、１、原則として新たな公共施

設は整備しない。２、施設の更新（建替え）は原則として複合施設とする。３、施設の総数

及び総面積を削減する。ことが掲げられています。平成２６年度の基本計画に全ての公共

施設（建築物）を２６グループに分類し、それぞれについて適正配置を進めていくための

方針が示され、平成２２年度の総床面積から、平成３２年までに１０％、４２年までに２０％

削減することが目標とされています。平成２８年度の実施計画では、基本計画に掲げる基

本的な方向性に即して、今後の公共施設の適正配置を進めていくために、各施設の個別

の配置方針を策定したとの説明でした。小田地内にも公共施設が点在し、計画案（平成 

２８年～平成３２年）が示されています。 

８月２７日に当自治組織役員会でこのことについて協議を行い、地域の皆さんに先ずも

って、お知らせし、実施される説明会への出席をお願いすることとなりました。 

役員を始め多くの皆様のご出席をお願いします。 

 

日時：平成２８年１０月１８日（火）１９：００～２０：００ 

場所：河内保健福祉センター 多目的ホール 

 

（自）「共和の郷・おだ」会長 住原正弘 

 

平成２８年中に協議調整される小田地内における施設・方針案 

・小田区民プール ⇒ Ｈ３２廃止 

・東広島市河内パークゴルフ場 ⇒ 現状維持 

・こうち寄りん菜屋 ⇒ 現状維持 

・こうち小田農産物処理センター ⇒ Ｈ３２譲渡 

・第八方面隊河内北分団格納庫 ⇒ 現状維持 

・小田地区多目的集会施設 ⇒ Ｈ３２貸付、譲渡 

・小田地域センター ⇒ 現状維持 

・８の組コミュニティホーム ⇒ Ｈ３２譲渡 

・小田コミュニティホーム ⇒ Ｈ３２譲渡 

・小田老人集会所 ⇒ Ｈ３２譲渡 
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