
 

 

 

 

 

 

 

敬老会のご案内（９月１６日） 
いつまでもお元気で 

皆様の長寿を心よりお祝い

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など予

定しておりますので皆様の

お越しをお待ちしておりま

す。 

招待７７歳以上 （昭和 16 年 12 月 31 日以前に生まれた方 ）１４２名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、「おだ福祉カー」による

送迎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３０年９月１６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  部長林  由美子  
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西小学校児童お祝いの言葉  

みんなで記念写真  



広島県 7 月豪雨災害義援金  

の取り組みについて（報告）  

 

お亡くなられた方のご冥福を心よりお祈りするとともに、被災者の皆様に

心からお見舞いを申し上げます。  

被災者の皆様の援助と被災地の復旧の一助としていただくため、義援金の

募集の取り組みを行い皆様から、 98,000 円の義援金が寄せられました。  

この義援金は赤い羽根共同募金会、東広島市社会福祉協議会を通して被災

地へ送金しました。  

ご報告し、お礼申し上げます。  

（自）「共和の郷・おだ」会長小早川正治  

 

来年 4 月から 
小田地域センター 

指定管理者制度導入  

 

制度導入に当たり、地域や役員の皆様のご意

見を基に検討して参りましたが、8 月１９日役員

会で制度導入の意志決定の承認をいただきまし

た。これにより 9 月に市へ申請書を提出し、    

１０月に審査を受け、12 月議会での議決を受け

基本協定締結をすることとなります。地域の皆様には、地域センターと自治組織の

連携が一層強化され より使いやすい地域づくりの拠点施設となりますようご支援  

ご協力をお願い申し上げます。  

（自）「共和の郷・おだ」小早川正治  
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いきいき百歳体操 
 

（9 月５日/12 日/19 日/26 日ご案内） 
 

年をとると、体力や筋力が落ちて介護が必要

になるのは仕方がない」と思っていませんか？ 

筋肉は、いくつになっても鍛えることで筋力アッ

プすることができます！  

「いきいき百歳体操」で脳もからだも元気に！  

 

とき：平成３０年９月５日（水）・１２日（水） 

・19 日（水）・26 日（水） 

 １３：３０～１５：００ 

10 月以降毎週水曜日は、いきいき百歳体操  
お気軽に参加ください  

ところ：小田地域センター  

地域おこし協力隊員  藤岡亜弥、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。 

災害御見舞  ８月   河内地区民生委員児童委員一同  様  

香典返し   ８月   香川昌樹  様  
 

自治組織「共和の郷・おだ」  会長小早川正治   福祉ふれあい部長  西村智基  



白竜部「交通安全」講演会の開催（９月１５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 30 年９月１５日（土） 

 午前１０時から１１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。  

（自）「共和の郷・おだ」白竜部  部長坂井敏文  

 

野菜づくり教室のご案内（９月１８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３０年９月１８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１４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１８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  

４ 



第１１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２４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３０年９月２４日（月）（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  福元忠彦  

 

ふれあいいきいきサロンの開催（９月２５日） 
 

気軽に集える「ふれあいいきいきサ

ロン」を開催します。 

とき：平成３０年９月２５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」福祉ふれあい部長西村智基・ボランティアグループたんぽぽ 

５ 



戦没者・開拓団物故者・大安慰追悼式 

並びに平和への祈り（８月１５日報告） 

今回で７回目を迎える追悼式は、河内

西小学校小田地区の児童をはじめ、約３０

名の出席のもと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」総務企画部長   

 
６  

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  

参列された皆様  

児童と地域の坂井さんが捧げた  

平和への祈り「折り鶴」  

みんなで平和の歌「青い空」を合唱  

小早川会長追悼の言葉  

平和を祈る児童  



小田ふるさと夏まつり（８月１５日報告）  
 

７月の豪雨により小田地域内でも多くの

被害が発生しました。そこでふるさとを元気

にしようとの思いで「ふるさと元気いっぱい

夏まつり」をテーマに掲げ、子供さんもたく

さん来ていただき約２５０名の参加のもと体

育館で盛大に開催しました。 

 

子どものゲームや盆踊りでは、盆スター

の皆さんによる、口説きに合わせ、大太鼓

が響き渡り、一つの輪になり一生懸命踊っ

ていました。 

小田神楽団による大蛇退治（おろちた

いじ）が上演されると子ども達は目を丸くし

て体を揺らしながら観ていました。大花火

は大輪が夜空に咲き、音と共に歓声が上

がっていました。 

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  部長西村智基   

 

 

 

 

 
 

 

 

７  

会 場 の 様

子  

夜空を照らす大花火  

盆 踊

り  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  

ラムネ早飲み競争  

神楽「大蛇退治」 

わんこソーメン  お楽しみ抽選会

わんこソーメン  

缶つみゲーム  
スリッパ飛ばしゲーム

つみゲーム  



河内・河内西小学校区統合準備会だより  
平成 30 年 8 月 23 日【第８号】（発行）東広島市教育委員会教育総務課  

 

第３回河内・河内西小学校区合同統合準備会開催  
平成３０年６月２７日（水）に、河内保健福祉センターにて、第３回河内・河内西小学校区合同統

合準備会を開催しました。協議概要については次のとおりです。  

（１）統合協議の状況について  

来年度からの河内小学校と河内西小学校の暫定統合に向けた各準備会及び学校連絡会の協議の

状況について報告がありました。  

河元会長からは、校章及び校歌について、アンケート調査の結果を尊重し、河内小学校区と河内

西小学校区の皆様で意見交換をしながら、一緒に校章及び校歌を作っていくこととした旨の報告が

ありました。  

松浦会長からは、スクールバス及び学童保育について、保護者の皆様を対象とした話し合いを行

ったこと等の報告がありました。  

また、河内小学校の東田校長から、学校連絡会について、両小学校が統合して良かったと思える

よう、教育内容の充実に向けて話し合いを進めていることの報告がありました。  

（２）校章及び校歌について  

新しい校章につきましては、「 you 愛  sun こうち」坪見副会長から紹介していただいた校章案も

含め、各自治協議会及びＰＴＡで一度持ち帰り、それぞれの組織で考えをまとめていただき、次回

の合同統合準備会の中で決定することとしました。  

校歌につきましては、校章と同様、それぞれの特徴を生かす方法があるのではないかという意見

が出されました。そして、河内小学校校歌の曲を活かし、現在の歌詞に加えて、河内西小学校校歌

を作詞された上杉安彦先生に新たな詞を１番として作ってもらうという方法はどうか、との意見を

いただきました。これにつきましては、まずは、上杉先生のお考えを聞いてみて、前向きに進めて

みようということで合同統合準備会では話がまとまりました。  

第４回河内西小学校区統合準備会開催  

第３回河内・河内西小学校区合同統合準備会に引き続き、第４回河内西小学校区統合準備会を開催

しました。  

（１）スクールバス運行計画及び学童保育計画について  

６月２３日（土）に河内西小ＰＴＡの皆様と、学事課及び保育課との話し合いの内容を報告しま

した。  

スクールバスについては、小田方面については、保育所園児を乗せていくことや深山峡ルートの

不安定さを考慮し、河内西保育所と河内西小学校を経由して河内小学校に行くルートに改められま

した。また、小規模特認校を利用している児童は、河内西小学校まで連れて来ていただければ、そ

こで乗せることとしました。保育園児の添乗員につきましては、保育課で対応するとの回答があり

ました。また、冬の期間につきましては、バス会社との契約段階で雪を想定した契約にすること、

バスが雪で遅れた場合は学校開始時刻を遅らせるなど、対策を講じることで整理させていただきま

した。  

学童保育については、平成３１年４月からの３年間は河内西小学校で運営させていただくと説明

がありました。また、プールについて、河内西小学校のプールが無くなった際にはプール便を出し、

河内小学校でプールの活動を行うこととしました。本統合後も河内西に学童保育を残してほしいと

の要望がありましたが、この要望は持ち帰らせていただいたところです。  

以上の結果、スクールバス及び学童保育について見通しが立ったため、本準備会において賛同い

ただき、協議は終了となりました。  

（２）河内西小学校跡地利用について  

河内西小学校の跡地利用につきまして、「草が城の里・河戸自治協議会」からは、住民アンケー

トの結果、集計途中ではあるものの、学校の一部を地域センターとして活用し、体育館を残してプ

ールは更地にしてほしい、との意見が出ました。また、ＰＴＡからは、いきいきこどもクラブと児

童館としての活用を望む、との意見がありました。これらを踏まえて、地域の考えを４地区で明確

にし、次回統合準備会でまとめを報告していただくこととしました。  

９ 



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

 

暑い夏がまだ続いてますが、いつの間にか目の前の田んぼの景色が、緑か

ら黄金色に変わり、いよいよ稲刈りが始まり、少しづつではありますが秋の

気配を感じています。  

 

8 月 15 日小田ふるさと夏祭りは、小田にこんな

に子供さんがいたのか！とびっくりするほ

どたくさん子供達が集まり賑やかでした。  

まるで地域の同窓会のようで、この日ここ

に来れば必ず懐かしい誰かに会える、そん

な場がある故郷をうらやましく思いました。  

盆踊りの太鼓と唄い手、口説きに合わ

せ「ヨヤッサーノセー！」来年は上手

に踊れるよう練習したいと思っていま

す。  

 

 

 

寄りん菜屋で、ふるさとレシピ集の作

成に参画しています。これは小田のふ

るさと郷土料理の作り方を伝承しよう

というものです。  

 

今回は「夏野菜」や夏の料理の撮影を

しながら、私もそうめんかぼちゃやゴ

ーヤの佃煮などの料理をしたことがあ

りませんので、ぜひ作って見ようと思

います＝！  

我が家のふるさと伝統料理があったら

ぜひ教えてください。  

 

 

１０ 



 

みんなの掲示板  

 

 

 

 

 

こんにちは！パン＆マイムです。 

今月は、新作パンと季節限定パンの紹介です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして．．． 

小田で採れたトウモロコシをふんだんに使った  

コーンパンです！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１  

パン＆マイム店からのお知らせ  

新作パンの紹介 

 

星の形のコーンパン（￥１４０） 

コーンとマヨソースを混ぜて、甘い生地に

たくさん乗せて焼きました。隠し味もある

自家配合のマヨコーンです(*´▽｀*) 

チーズコーンパン（￥１４０） 

フランスパン生地にコーンを練り込み、ク

リームチーズを包みました。クリームチーズ

とフランスパンの相性がバツグンな上に、

トウモロコシの甘さがマッチして美味しいで

す( *´艸｀) 

白バニラパン（￥１４０） 

真っ白でとても柔らかく甘いクリームパ

ン。 

ちょっとだけ冷蔵庫で冷やして、少し冷

たくなったクリームがとっても美味しいで

す  

(●´ω｀●) 

ご来店お待ちしております。 



コウノトリが飛来しました（7 月 14 日）  
 

コウノトリは幸せを運ぶ鳥として

知られています。突如として目の前

に１７：３０頃 4 の組の後藤さんの

東の田んぼへ５羽が飛来しました。

見たことのない鳥なので急いでカ

メラに収めました。５羽は足環をし

ており、異なる組み合わせのリング

を付けています。その１羽から組み

合わせをインターネットで調べる

と、 兵庫県立コウノトリの郷公園、

2013 年 4 月 10 日今年で 5 歳の野外で孵化  戸島地区人工巣塔（兵庫県豊岡

市）オスと判明しました。遠くからの来訪にビックリしました。  

他は、リングの色が読み取れませんでした。  

小田の里が気に入ったかな？  

こころがとてもなごやかになりました。  

４の組 村上恵美子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２  


