
 

 

 

 

 

 

 

 

自治組織「共和の郷・おだ」総会（5 月１３日ご案内）  
 

多数のご出席をお願いします。  

ご都合により欠席の場合は、必ず委任

状の提出をお願いします。  

 

とき  平成３０年５月１３日（日）      

１３：３０～  
ところ   小田多目的集会所  

内   容   第１６回定例総会  

議  事   Ｈ２９年度事業報告及び収支決算報告について  

Ｈ３０年度事業計画及び収支予算（案）について  

会長の選任について・監事の選出について  

自治組織「共和の郷・おだ」会長住原正弘  

河内西保育所・河内西小学校・区民  

合同運動会（ご案内） 
河内西小学校は、統合により最後の運

動会となります。  

皆様のご参加・声援をお願いします。  

（各組 2 名の選出をお願いします。） 

 

日時  平成３０年５月１９日 （土）  

８：４５～１２：００ 

場所    河内西小学校グランド 

競技内容   プログラムにて、ご案内いたします。 

自治組織「共和の郷・おだ」体育健康部長福元忠彦  
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健康づくり教室（ご案内） 

 

今年度 5 回の健康づくり教室を開催

します。 

第 1 回目は、スムーズに動ける体をつ

くります。お気軽にご参加ください。  

 

とき：平成３０年５月２３日（水） 

 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：○ストレッチングを取り入れた体操  

○「転倒予防」する体操  

○肩こりの予防をする体操  

 

自治組織「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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ありがとうございました。  

ご寄付は（自）「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。  

香 典 返 し 香川直子  様    

 

（自）「共和の郷・おだ」  会長  住原正弘    福祉ふれあい部  部長  西村智基  

 



河内西小学校跡地利用について 

利活用に係るご意見をお寄せください 
 

3 月 22 日に 2 回目の河内西小学校区統合準備会が開催されました。  

市教育委員会作成の統合準備会だより第 5 号を掲載します。 

内容は、閉校記念事業、河内西小学校の跡地利用について記載されており、  

特に跡地利用では「草か城の里・河戸住民自治協議会」からの意見に、河内西小

学校は、河戸地域のみの利活用を検討するのか、河内西小学校区４地域での利

活用を検討するのか、宇山、戸野、小田地域の各地域の意見を教えてほしいとのこ

とがありました。そこで小田地域の皆さんから河内西小学校跡地の利活用に係るご

意見をお寄せください。寄せられた意見は役員会で取りまとめ、統合準備会へ伝え

たいと考えております。  

自治組織「共和の郷・おだ」会長  住原正弘  
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東広島市立河内西小学校（校舎・グランド） 



河内・河内西小学校区統合準備会だより  
平成 30 年 4 月 2 日  第 5 号  

発行  東広島市教育委員会  
                               教育総務課  

河内小学校区住民対象「小学校統合説明会」実施【第５号】  
平成３０年３月２０日（火）に「 you 愛 sun こうち」主催で、河内小学校区住民の皆

様を対象にした「小学校統合説明会」が開催されました。本会においては、河元会長
から「統合の経緯」「地域から要望書が提出された背景」「今後の統合の進め方」等へ
の丁寧な説明が行われ、ご参加の皆様からご質問やご意見が出されました。また、今
後の統合準備を進めて行くのに際し、今後も「 you 愛  sun こうち」役員が窓口になり、
その内容については随時地域住民の方に公表・広報していくことが確認されました。  

参加者の皆さんの意見の中には、「子どもたちの将来の為に」、「学校が閉校する河内
西小学校区の皆さんの気持ちを察しながら」、「河内地域の将来の為に」等、学校統合に
向けて前向きな意見がたくさん出されました。本会の出席を通して、市教委としても、
学校統合の対象となる地域の皆さんのお気持ちや、地域と学校で培ってこられた関係に
配慮して、丁寧な説明を行っていくことの大切さを実感しました。本統合準備会だより
の発行や各地域で行われる説明会等への参加の機会がありましたら積極的に参加し、地

域の思いを伺ってまいります。  
第２回河内西小学校区統合準備会開催  

平成３０年３月２２日（木）には、第２回河内西小学校区統合準備会を開催しまし

た。  
本会においても、松浦議長の進行のもと、子どもたちや地域の皆さんにとって、大

きな精神的支柱であった河内西小学校と、どのようにすれば良いお別れが出来るのか
活発で真剣な議論がなされました。  

協議概要については次のとおりです。  
（１）閉校記念事業について  

【事業主体】  
 「河内西小学校閉校記念事業実行委員会」を起ち上げられ、閉校準備を進めて行く
ことになりました。  

当メンバーには、河戸、宇山、戸野、小田地域各代表者、河内西小学校 PTA 代表者、
学校職員代表者の方がそれぞれ属されており、来年度初めに実施する統合準備会にお
いて、メンバーを確定されます。  
【事業内容】  
閉校記念誌を作成すること、また、「学校お別れ会」等閉校式後の行事を実施する

ことが決定されました。これについては、地域住民の皆さんに記念品として配付され
るかどうか今後検討されます。また、閉校時河内西小学校在籍児童に、別途記念品を
配付することについても検討されました。  

 【補助金交付】  
閉校記念事業実施の際には、「河内西小学校閉校記念事業実行委員会」に対して補

助金を交付します。  
今回の統合準備会の中では、本市が平成２２年度に行った、安芸津町の大田小学

校・小松原小学校の閉校記念事業実績を市教委が紹介し、事業概要の大体をご理解い
ただきました。事業の具体的な内容が決定したところで補助金の交付申請を行ってい
ただくことを確認しました。  

（２）河内西小学校の跡地利用について  
   「草が城の里・河戸自治協議会」からの意見として、河内西小学校の跡地は、
河戸地域のみの利活用を検討するのか、河内西小学校区４地域での利活用を検討する
のか、宇山、戸野、小田地域の皆さんの意見を教えてほしいというご意見が出されま
した。その中で、維持管理していくためには、どのぐらいの費用がかかるのか、どの
ような目的ならば最も有効な活用ができるのか広く意見を求め、慎重に議論を重ねる
必要があるということ話し合いを閉じられました。  

 各地域に一度持ち帰られて検討された内容が、統合準備会で協議されることになり
ます。市教委としても可能な限り情報は提供してまいります。  

４  



 
河内西小学校入学式（4 月６日報告） 

 

 

 

♪ピッカピカの１年生♪ 4 名が入学しました。 

小田地区からは、真谷  琉くん、林  恵咲さん  

、     森原麻結さんの 3 名です。 

高橋  修校長は、式辞で「皆さんに、頑張ってほしい四つのことについてお話をしま

す。一つ目は、友達いっぱい。仲良く勉強したり遊んだりしてたくさんの人と友達にな

りましょう。二つ目は、元気いっぱい。早寝、早起き、朝ごはん。しっかり朝ごはんを食

べて学校に来てください。三つ目は、

明るさいっぱい、返事とあいさつ。明る

い挨拶の声をみんなに届けてください。

四つ目は、やさしさいっぱい、体も命を

大切に。一つしかない命です。事故に

遭わないように自分を大切にしてくださ

い。四つの約束です。 

先生方は毎朝笑顔で皆さんを迎えてくれます。皆さんをいつも見守っています。河

内西小学校をみんなで笑顔いっぱいの小学校にしていきましょう。」と話されました。  

ご入学おめでとうございます。  

小田地域センター 

 

５ 

入学１年生  



 

 

河内中学校入学式（4 月９日報告） 

 

 

新１年生は２８名（男子１９名、  

女子９名）で小田地区では  

本田晴都くんが入学されました。  

木村通幸校長の式辞では、「今日の喜

びそして抱負や決意等初心を忘れるこ

となく持ち続け 3 年後には、充実感や  

 

成就感を持って卒業できることを願っています。  

中学生活で特に大切にしてほしいことは、主体性です。生徒が中心となっ

て進める諸活動や、中学校生活で中心となる授業、すなわち学ぶときにも主

体性は必要なことです。  

自分なりの考えを持ち、考えたこ

とを仲間に伝えあい、支え合い、学

び合ってください。中学校 3 年間は、

勉強、友達、進路のことで悩んだり

苦しんだりすることがあるでしょ

う。自分だけで悩まないで、ご家族

はもちろん、先生方になんども相談

してください。本校には輝かしい伝

統が築かれています。これを引き継ぎ、先生方の指導のもと、上級生に学び、

明るい豊かな生活を築いてください」と話されました。  

そして、生徒全員による篠笛でお迎えしました。  

ご入学おめでとうございます。  

小田地域センター  

６  

篠笛でお迎え  



野菜づくり教室（4 月 10 日報告）  

今年度最初の教室では、講師に東広島市園芸センター  今中先生をお招きし、

野菜の土づくりから、種まき、追肥のやり方など丁寧に説明いただきました。  

次回は、6 月１２日を予定し、東広島市園芸センターでの現地研修を考えており

ます。詳しくは、6 月のたよりでお知らせし、希望者を募集する予定です。 

 

自治組織「共和の郷・おだ」農村振興部・寄りん菜屋・小田地域センター  

 

 

鯉のぼり （4 月 20 日報告） 

 

寄りん菜屋芝生広場に大きな鯉のぼりをた

てました。 

孟宗竹を支柱に 3 匹の鯉が小田の青空

を楽しそうに泳いでいます。 

 

 

お家で眠っている鯉のぼりがありましたらご提

供ください。 

 

 

自治組織「共和の郷・おだ」環境保全部長  関本明好  
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寄りん菜屋芝広場でおよぐ鯉のぼり  



土砂災害防止法に係る 

小田地区内調査  
東広島市西部建設事務所から当地区の土砂災害のおそれのある区域について、

危険個所の周知、警戒避難体制の整備等を進めるため河内西小学校区（河戸・

戸野・宇山・小田）を対象に基礎調査、測量が行われます。  

 

次の要領で実施されます。  詳しくは、回覧文書を  

ご確認ください。 

１調査内容  

・２～３人のグループで簡易な計測機械等を使

用して地形等の現地計測を行います。 

２調査期間  

①調査期間は、平成３０年５月末から平成３０年１２月までを予定しています。 

②日曜・祝日は行わない予定です。 

③作業時間は８時３０分から１７時までを予定しており、終了時間は多少前後す

る場合があります。 

３民有地への立ち入り 

 ①調査該当区域の民有地への立入が必要となります。  

 ②作業員は、会社名を明示した腕章を着用しますので不審者と思わないでくだ

さい。 

 ③作業員は、広島県の発行した身分証明書を携帯しています。  

 ④ご不審な点がある場合は、広島県の発行した身分証明書の提示を求めてくだ

さい。 

４草木等の伐採について 

  ①作業時に支障となる枝等手で押さえることがあります。  

  ②必要最小限の枝打ち刈払い等を行うことがあります。  

  ③やむを得ず伐採させていただく場合は、事前に連絡します。  

５その他  

 ・作業上、火気を使用することはありません。  

６調査は広島県が委託した次の業者が行います。  

 フクヨシエンジニアリング株式会社  担当者金原（かねはら）電話０82-942-2944 

 

環境保全部では、今年度、防災マップ図の作成を考えています。  

 

この度の調査を機会に今一度防災意識を高めようではありませんか。 

 

地域皆様、土砂災害調査の実施にご理解ご協力をお願いします。  

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部長  関本明好  
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地域おこし協力隊員通信  

 

地域行事への参加を心がけ皆様とのふれあいを大切にしながら数カ月が経過し

ました。 

この４月はお寺の行事やサロンなど多くの行事に参加して、小田の人や地域性に

より触れ合うことができた月だったと思います。  

小田で開催された認知症予防のための介護予防講演会では、体を動かすことの

大切さだけでなく、みんなと一緒にコミュニケーションをとりながら体と脳を動かすこと

が最も重要だと学習しました。  

 

また、八・九の組サロンへ参加し、ゲームをした

り、皆さんと食事をしながら笑いの絶えない時間

を過ごしました。こうしたサロン活動が増えていけ

ばと強く感じました。 

 

また豊栄でセントルマルシェが開催され、寄りん菜屋とファームおだが出店しまし

た。寄りん菜屋はこの度、干し柿を使った柿チョコや柿のクリームサンドなど新商品を

販売しました。パン＆マイムの米粉パンは、大人気で完売したそうです！  こうした 

イベントへ参加することで小田の魅力をもっと発信していければと思いました。  

５月は山々の緑が濃くなり景色が変わっていくのを見るのが楽しみです！  

藤岡亜弥  
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みんなの掲示板  

 

パンとマイム店からのお知らせ  

新作紹介 
 

小田の皆さん、こんにちは！  

パン＆マイム店長本田です。  

 

今月から郷たよりへ新作や店の紹介をしてい

きます。 

 

小田産ひのひかり米で作った純米吟

醸「日本が峯」を生地に練り込んだ  

 パンを作ちゃいました（≧▽≦） 

 

酒種あんぱん  

（１３０円）です。  

次の日でもしっかりと日本酒

香るあんぱんを是非ご賞味  

ください。  

 

そして・・・  

五月はこどもの日！！  こいのぼりパン（２００円）を五月中旬まで販売し

ます。中には子どもの大好きなカスタード・イチゴジャム・チョコレートが

入ったパンです。  

 

 
 

是非ご来店ください。  

 

パン＆マイム店 
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寄りん菜屋からのお知らせ！！  

 

日時  ：  平成３０年 5 月４日～5 日  

5 月 4 日 (金 )：寄りん菜屋「ぜんざいサービス  先着  100 名様」  

5 月 5 日 (土 )：寄りん菜屋の交流広場で遊ぼう  

 

→こどもの日を祝って  

10 時  ～  寄りん菜屋広場にて・・こども宝探し  

11 時  ～  寄りん菜屋ステージ・・民話紙芝居  

 

→ピザのご予約をたまわります  

ピザ釜に火を入れます（２０名様まで）  

前日までに、お申込みください  

 

→連休の即売品   

かしわ餅・寿司･いなりずし  

 

 

 

寄りん菜屋  ＴＥＬ  ４３８－１０２０  
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