
 

 

 

 

 

 

 

マイロード清掃（７月 8 日ご案内） 
 

今年も皆様の協力で、大切な生活道・県道

小田白市線歩道の瀬谷～小田橋間の除草作

業を行います。 

興味のある方は、ご協力お願いします。  

草刈機等ご持参してください。 

とき：平成２9 年７月 8 日（土）  

     ８時～ 

集合場所：パン＆マイム店  横駐車場  

 

（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  
 

健康づくり教室（7 月 25 日ご案内）  

スムーズに動ける体をつくり、健や

かな毎日を送りましょう。  

効果的な運動を体の仕組みと関連し

て説明されてから、実技指導されます

ので、大変よく理解して運動できます。 

お気軽にご参加ください。  

とき：平成２９年７月２５日（火）    

13：30～ 15：00 

ところ：小田地域センター  

講  師：酒井紀子先生  

内  容：○「転倒を予防」体操  

○腰痛予防体操  

○足のマッサージの仕方  

（自）「共和の郷・おだ」白竜部・体育健康部、小田地域センター  
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小田川生きもの観察会（7 月２８日ご案内） 

 

 小田川にすむ生き物を観察し水質を調べます。 

児童の皆さん夏休みの自由研究をしませ

んか・・・参加をお願いします。 

 

〇と   き  ：  平成２９年７月２８日
（金）9：００～12：００ 

 

（雨天の時は、小田地域センターで小田

の自然環境について学習をします）  

〇ところ  ： 小田地域センター 

 

〇内  容  ：９：００～小田川の自然に親しむ内容の  お話  （小田地域センター） 

        １０：００～小田川の生き物の観察（現地学習）  （寄りん菜屋西側に移

動します） 

１２：００  現地解散  

〇講  師  ： 東広島の野鳥と自然に親しむ会  顧問  新名
し ん め い

俊夫
と し お

 先生ほか 

 

○持ってくるもの  : 浅い水に入ってもよい履物、帽子 ,学ぶちゃんノート  、汗拭きタ

オル 

 

○問合せ先  小田地域センター ℡ 438-0166 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地区農地保全会・小田地域センター 
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小田ビジョン「おだ福祉カー」アンケート調査

中間報告 
 

福祉ふれあい部では、６０歳以上

を対象に、５年先、１０年先を考え、

皆様の意見を参考に、より利用しや

すい運行システムをつくり、安心して

くらしつづける地域づくりを目指すた

めのアンケート調査をおこないました。

配布者数２８３人、回答２５１人、回

答率は８９％と大変多くの方のご協

力をいただきました。6 月１０日開催

の部会において、回答内容の分析をしました。 

その一部を報告します。  

・運転免許の所持者は、２５１人中、１９５人（７８％）（74 才未満 130 人、７５才以

上６２人）です。運転に関する問いでは、まだまだ運転でるが１５０人と高く、一方運

転に不安を感じている人、免許証の返納を考えている人は、４５人で率にして 23％、

５人に１人は、運転に不安を感じている。 

・おだ福祉カーの利用希望者は、利用するが１１８人、どちらとも言えないが１０３

人と高い回答です。利用する目的は、買い物が高く、続いて通院、地域行事への

参加となっております。 

・困っていること、将来への不安では、高い順に、①病気や体調不良時、②買い

物や通院などの交通手段、③認知症への不安となっております。 

こうした結果から、運行体制の具現化を図るうえから、  

 

先ずは運転するボランティアさんの募集を計画したいと考えております。  

募集要項が決まりましたらお知らせしますのでご協力をお願いします。  

 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部長  秋山勝義  
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小田地区対抗パークゴルフ大会（６月２５日報告） 

大会当日は前日までの雨も上がり、

水はけもよく、緑の芝生は歩きやすく、

予定通り開催することができ、１２チー

ムの組対抗、５６人の参加で競いまし

た。 

団体優勝は、12 の組で 5 年連続、2

位  ２の組、3 位  １０の組でした。個人

の部では、優勝  國原五十夫さん、準

優勝  谷澤一男さん、 3 位  吉川昭

満さんでした。 

2 名の児童も参加し、初めてのプレーに最初は、戸惑った感じでしたが、親子で楽

しそうに回っていました。 

地域の皆様、大会役員の皆様には、お世話をいただきありがとうございました。  

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部長  吉森和弘  
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団体優勝 12 の組  

個人優勝  國原五十夫さん  

開会式  

プレーの様子  

児童の様子  



映画「この世界の片隅に」上映  

（8 月 19 日ご案内）  

 

今話題の映画を河内地域センターで上映します。  

この映画は、昭和１９年～20 年の広島、呉を舞台に、戦時中毎日眺めていたもの

がいつしか変わり果て、身近なものが失われてもなお生きていく、主人公・すずさん

の暮らしを描いた作品です。  

この機会に是非、ご鑑賞ください。  

 

〇上映日時：平成２９年８月１９日（土）   

・第１回 10：30～12：30 

・第２回 13：30～15：30 

・第３回 16：30～18：30 

〇河内地域センター ３階ホール 

（東広島市役所河内支所３階） 

〇前売り券：・大人 1,000 円  

（当日券 1,200 円） 

・小人 800 円  （当日券 1,000 円） 

〇前売り券の販売：小田地域センター  

 

河内地区上映実行委員会 /協賛（自）「共和の郷おだ」 
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東広島市消防団小型ポンプ操法競技大会  

第八方面隊（河内町）優勝（６月１１日報告） 

 

火災消火を想定した小型ポンプ操法競技大会に

おいて、市内１０チームが参加し、厳正な審査のもと、

見事優勝を果たしました。  

 

この競技には、５人が１チームとして与えられた基

本操法を機敏よく、安全に行い消火までのタイム等

を競います。小田からは、  土肥光晴さんが指揮者

として出場し、練習の成果が発揮されました。練習は、

４月から週２回（月・木）のペースで夜７時から１０時

頃まで練習を行いました。 

 

次は、９月２日  東広島を代表し県消防

学校で開催の県大会に出場します。  

皆さんの声援をよろしくお願いします。  

 

 

 

第八方面隊河内北分団副分団長  森原静之  

 

東広島市消防団員募集中！！ 

一緒に活動してみませんか・・・・ 

・市内に居住しているか、市内に勤務または通学をしている 

１８歳以上６５歳未満の男女  

・心身ともに健康な人  

-入団を希望される方は、地元の消防団員までご連絡ください- 
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指揮者  土肥光晴さん  



 

みんなの掲示板  

小田盆踊りマイスターからのお知らせとお願い！ 

 

盆踊り 始まるよぉ (^o^) 

 

 「小田の盆踊り」保存・継承につ

きましては、昨年来よりご協力をい

ただき厚くお礼申し上げます。  

今年の 8 月の夏祭りには、皆さま

の力を結集して、「楽しく踊ろ、参

加しよう！」を合い言葉に楽しく踊

りましょう。  

それに向けて練習を始めたいと

思います。  

文化の継承から、小学生児童、中学・高校の生徒さん並びにその父兄の方々

にも積極的なご参加をお願いいたします。  

そして、去年の盆踊りＤＶＤを作成しました。ご希望の方に無料でお渡し

ます。小田地域センターもしくは末岡までご連絡ください。  

 

皆さまのご参加  お待ちしています！  

 

練習日程  

  日時：1 回目：７月１８日（火）  １９時～２０時半  

２回目：７月２５日（火）  １９時～２０時半  

３回目：８月  １日（火） １９時～２０時半  

4 回目：８月  ８日（火） １９時～２０時半  

場所：小田地域センター  大ホール  

 

本番  おだ夏祭 平成２９年  ８  月１５日（火）  

 

盆踊りマイスターの会（BON スター）  代表末岡紀代美  
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寄りん菜屋からのお知らせ！ 

○お中元の季節となりました。 

寄りん菜屋の「小田特産のそばセット」はいかがで

すか？ 

 遠方への発送も行います。お気軽にお申しつけく

ださい!! 

 値段に応じてセットを作ります。  

        写真は小田の韃靼そば（袋）とそばつゆ 

<小田産品セット定価２９００円＞  

 

○柏餅のおいしい季節となりました。 

寄りん菜屋の手づくりの柏餅は地元のもち米１００％を使用し、翌日も硬くならない

よう工夫しております。  

小田地区内配達のご要望がございましたら、土･日の午後配達します。  

お早めに申し込みください。 

      

１パック（５個入り）定価  ５００円   

ご希望の方は寄りん菜屋へお申し込みください。  

℡０８２－４３８－１０２０ 
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