
 

 

 

 

 

 

 

小田地区敬老会 9 月１６日（報告） 

 

連日の猛暑が続いておりまし

たが、当日は暑さも和らぎ、 

招待者７７歳以上１３８名  

のうち６７名の方の出席をい

ただき盛大に開催しました。  

来賓には、東広島市長高垣

さん、市議会議員、高橋さん、

乗越さんをお招きし、 

 

市長さんの祝辞では、           

この度の豪雨による家屋被害、農業被害など一日

も早い復興復旧、その対応に全力で行っていること、

敬老者に対しては、ご長寿のお祝いを述べられまし

た。 

記念写真は、地域おこし協力隊員の藤岡亜弥さん

のシャッターにより、皆さん笑顔いっぱいに納まり、 

祝賀会では、地元のお米で作ったお酒、日本が峯で乾杯、お弁当を食べながら、

カントリーエコーズさん、西小学校児童の皆さん、小田舞踊クラブの演芸を観ながら、

お隣さん同士で思い出話しなどしながら楽しんでおられました。  

ご協力をいただきました組役員、女性部員の皆様には、前日からの準備等大変あ

りがとうございました。 

（自）「共和の郷・おだ」女性部  部長  林  由美子  
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にこにこ百歳体操 
毎週水曜日 

（10 月 3 日/10 日/17 日/24 日 31 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！  

「百歳体操」で脳もからだも

元気に！ 

 

とき：平成３０年 10 月 3 日/10 日 
/17 日/24 日/31 日 

 １３：３０～１５：００ 

お気軽に参加ください   

ところ：小田地域センター  

              

 

 17 日は、酒井先生の健康づくり、百歳体操直接指導を予定しています。  

 

地域おこし協力隊員  藤岡亜弥、小田地域センター  

 

２  



 

白竜部「交通安全」研修会の報告（９月１５日） 
 

小田老人集会所において、高齢者の交

通事故が年々増加傾向にあることから、

西条警察署河内交番水戸様を講師に、

30 名が研修をしました。 

東広島管内での人傷事故は 296 件（Ｈ

30.7 末）、うち高齢者 62 件で、約 2 割を占

めています。多発時間帯は 16 時から 18

時が一番多く、皆さん交通安全運転に心

がけましょう。 

（自）「共和の郷・おだ」白竜部  部長坂井敏文  

 

金婚式をお迎えの方 （お知らせください） 

 今年、結婚して 50 年目の金婚式をお迎えになられる 

ご夫婦の皆様おめでとうございます。  

 福祉ふれあい部では、表彰状と記念品をお送りしお祝

いします。昭和４３年にご結婚された方で表彰は、１１月

１８日（日）開催の農産物品評会で行います。  

１０月１２日までに、該当される方は、組代表委員へ氏名をお知らせください。  

 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部  部長西村智基  

 

３ 

研修の様子  



ふれあいいきいきサロン（9 月２５日報告） 
 

社協職員  田原さんから、平成 30 年 7 月豪雨災害について、市内の被害状況

や社協が運営する災害ボランティアセンターの開設により、依頼件数 534 件、うち河

内町 52 件、延べ活動者 6,043 人、全国ブロック、中国ブロックの社会福祉協議会

からの派遣など細やかな説明を受け、この度の豪雨災害から、気象情報の確認、避

難準備、避難に必要な物資など丁寧に説明され、参加された皆さんは、改めて普

段からの備え、また訓練が必要と強く思われたとことでしょう。 

そしてボランティアグループたんぽぽさんの手作りお弁当で会話をしながら楽しい

ひと時を過ごしました。 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部  部長西村智基  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
 

災害ボランティア登録から活動までの流れ（イメージ）（社協ホームページより） 
 

市内で災害発生  市外で災害発

生  



河内・河内西小学校区統合準備会だより（発行）  
 

【第９号】東広島市教育委員会平成 30 年 9 月 11 日  
 

第４回河内・河内西小学校区合同統合準備会開催  

 平成３０年７月豪雨は、河内地域に甚大な被害をおよぼしました。被災された皆様には、心からお

見舞いを申し上げます。また、本災害で河内町内小中学校にも少なからず被害がありましたが、地域・

保護者の皆様の多大なるご支援ご協力により、無事前期後半の授業を開始出来ております。深く感謝

申し上げます。  

さて、平成３０年８月２４日（金）に、河内地域センターにて、第４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）平成３０年７月豪雨の学校被害報告  

協議開始前に、学校の被災状況について学校長から次のような報告がありました。そして、災害

に対して、地域や保護者の皆さんにすぐに対応いただいたことへの感謝の弁が述べられました。  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）校歌及び校章について  

新しい校歌は、曲も詩も全て新しくすることで決定されました。作成者については次のとおり決

定しました。  

   ○作詞者：佐伯倫子    先生（元  河内西小学校  校長／元  河内小学校  校長）  

   ○作曲者：木原加代子  先生（元  河内小学校  校長）  

   ○筆耕者：堀岡輝行    先生（元  河内西小学校  校長）  

校章につきましては、各住民自治協議会及びＰＴＡから、それぞれの組織で協議された結果が報

告され、結論といたしまして、坪見副会長が提案されたデザインを基本にして作成するという事が

決定されました。  

なお、現在の色や、デザインにつきましては次に示しているとおりですが、その詳細につきまし

ては、今後、校章旗作成及び購入までの手続きの中で調整し、その都度確認しながら決定していき

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回河内西小学校区統合準備会開催  

第４回河内・河内西小学校区合同統合準備会に引き続き、第５回河内西小学校区統合準備会を開催

しました。  

○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、宇山・戸野・小田３地区代表の方から、地元である河戸

地区の意向を尊重してほしいという意見が出され、その考えで皆同意されました。河戸地区につき

ましては、体育館・グラウンドの地域利用（地域行事・生涯スポーツ・避難場所）を配慮してほし

いという考えと、新しい地域センターを、旧校舎内に設けることについて検討してほしいという考

えが出されました。ＰＴＡからは、平成３３年度まで河内西校区で開設される学童保育は、旧校舎

内に設けてほしい、いつでも子どもが利用できる児童館のような施設として活用してほしいという

意見が出されました。            ５  

【河内中学校】  
・沼田川増水による、旧給食センターの周りからグラウンドにかけての、川砂・泥砂・流
木の流入。  
〈保護者・地域住民（卒業生等）の方がボランティアとして撤去作業等の手伝いをして
くださいました〉  
・10 日間程度の断水。〈 you 愛 sun こうちから手洗い用水タンクを貸していただきました〉 
・土砂崩れによる通学路の遮断（下河内、河内西小学校区）〈地域で登校支援をしてくだ
さいました〉  

【河内小学校】  
・10 日間程度の断水。〈 you 愛 sun こうちから手洗い用水タンクを貸していただきました〉 

【河内西小学校】  
・北側山から学校北駐車場及びグラウンドへの土砂流入  
〈地域の方が水の逃げ道づくり作業をしてくださいました〉  
・土砂崩れによる通学路の遮断（通学バス・タクシーは迂回路対応）  

【校章旗の色】  

○下地（布地）はエンジ  

○「河」の文字は赤  

○「河」の下の台になる部分（「川」

と「小」をイメージした部分）は

水色  

○縁取りは緑  

○ ５ つ の 突 起 物 及 び 校 章 全 体 は ゴ

ールド  

○学校名の文字はゴールド  



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

秋になりました。私が初めて小田に来た

のはちょうど去年の今頃だったと思い

ます。  

初めて見る小田の景色は、太陽に稲穂

が輝き、空が青く空気が澄んでいました。

未知の場所でこれからどんな生活が始

まるのか、そのときは 1 年後のことを想

像する余裕もありませんでしたが、先日

敬老会に参加したときにもあらためて

この土地にご縁をいただいて本当に良かったなと感じました。  

 

先日はスズメバチに刺されて大騒ぎしました！（笑）  

  ご近所の皆さんに助けていただいたりといつも

心強いです！  

 

敬老会では、みなさん笑顔で明るく、こちらが元気

をもらいました。  

これからますますお元気で！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 歳体操も続いています。毎週水曜日

1 時半からです。体を動かすことはもち

ろんのこと、ここでみんなに会って話を

したり笑ったりできるのが、とてもいい

なと思ってます。  

 

 

６ 

広島カープ女子  



 

みんなの掲示板  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

クリームクロワッサン  

米粉のフランスパンは、外はカリッと

中はふんわりだけど、歯ごたえがあり、

ベーコンの塩味がおいしいです (#^.^#) 

スパイシーなキーマカレーに、ひき肉と

炒め玉ねぎのうま味がマッチ。半熟たま

ごも入って食べごたえ満点 !!! 

子どもさんには辛いので注意です。  

ベーコンエピ  

とろりとしたカスタードクリームがサ

クッとしたクロワッサン生地に包まれ

てパンと言うよりお菓子です。  

おやつタイムにどうぞ。  

インド風キーマカレーパン  

 

こんにちは。パン＆マイム  レジ担当西川です。  

今月は、私のおすすめパンの紹介です。  

パン＆マイム店からのお知らせ  

おすすめパンの紹介  
 

ご来店お待ちしております

♡  


