
 

 

 

 

 

 

 

敬老会のご案内（９月１５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

1７年 12 月 31 日以前に生まれた

方 ）１３４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：令和元年９月１５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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小田診療所廃止に向けた説明会の開催（９月２９日案内）  

 

先月の郷たよりでもお知らせしましたとおり、小田診療所平均患者数の大

幅な減少により、今年度末をもって廃止するとの説明を受け、本自治組織で

は、診療所廃止に向けた説明会の開催を求めました。  

次の日時に開催されますので、多数のご出席をお願いします。  

 

日時：令和元年９月２９日（日）  １０：００～  

場所：小田地域センター  

説明者：東広島市  健康福祉部長、国保年金課長、担当者  

 

自治組織「共和の郷・おだ」会長小早川正治  

 

 
 

にこにこ百歳体操 毎週水曜日 
（９月４日/１１日/１８日２５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！  

お気軽に参加ください   

 

とき：令和元年 
 
９月４日/１１日/１８日
/２５日 

 １３：３０～１５：００ 
ところ：小田地域センター  

 

百歳体操愛好会、小田地域センター  
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まちづくりアンケート調査にご協力ください 
 

自治組織発足から 17 年を迎える今年度事業

に、小田地区まちづくり計画に係るアンケート調

査を行います。この調査は、平成２３年に第１期

5 年計画（H24～28）を作成しています。この間、

徐々ではありますが、地域づくりも進んできたよう

に思います。しかし、今年 1 月末の高齢化率は、

50％を超え、今後の事業、組織運営に支障を来

すことが懸念されます。そこで、計画の見直しを含め、主だった行事の見直し、組織

体制の維持の必要性から、これからの組織運営等参考のために、ご意見をお聞か

せください。ご協力をよろしくお願いします。  

アンケートの期間  

・平成元年 9 月 1 日から 9 月３０日までの一か月間  

・小田地区１６歳（高校生）以上の方を対象  

・各世帯へ人数分を配布します。  

・配布回収は、各組の代表委員さんにお願いします  

また、回収は、配布した時の封筒にご家族全員の方のアンケートをいれていただき、

のりづけシールをはがし、のりづけを行い、代表委員さん、または小田地域センター

にご提出ください。 

 

自治組織「共和の郷・おだ」会長小早川正治  
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白竜部「交通安全」講演会の開催（９月１６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。 

多数のご出席をお願いします。  

日時：令和元年９月１６日（月） 

 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  

（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１７日） 
 

第 4 回野菜づくり教室を、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   令和元年９月１７日（火）  

         １３：３０～１５：３０  

○ ところ    小田地域センター  

○ 講  師    JA 河内グリーンセンター藤井所長  

             ○ 内  容    野菜の栽培管理について  

（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１７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  
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第１２回  自治協議会親善スローピッチソフトボール大会  

応援参加（9 月２３日開催） 

☆目指せ１勝！ 

体育健康部では、目指せ１勝を掲げ、練習試合等行いながら大会に向け取り組んでいます。  

多数の応援をお願いします。  

１．日  時   令和元年９月２３日 （月）（祝日）８：００～開会式８：３０～競技開始  

２．主  催   わくわくスポーツランドこうち  

３．場  所    旧河内西小学校グランド  

選手要件等  

・町内在住で男性５０歳以上、女性３０歳以上。  

・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  

・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。  

 

（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案内（９月２４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：令和元年９月２４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  
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小田ふるさと夏祭り会場美化作業 （8 月４日報告） 

 

大変熱い中、役員様のご協力により、セン

ター周辺の除草、剪定作業ができました。 

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」環境保全部長秋山勝義  

 

ふるさとふれあい夏まつり及び 
戦没者・開拓団物故者・大安慰

だいあんに

追悼式  
並びに「平和への祈り」（8/15 中止報告） 

 

毎年恒例の 8月１５日開催の夏祭り、追悼式は、台風の影響により中止しました。

交通機関も、当日は JR 等計画運休も実施されるなど、混乱した１日を過ごしました。

来年の開催に向け、準備を進めたいと思います。  

この間、ご協力をいただきました関係者の皆様にお礼申し上げます。  

 

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあいぶ部長西村智基  

 

野菜づくり教室の報告（8 月６日）  

第３回  野菜づくり教室を行ない

ました。 

今回は、秋野菜の注意点につい

て学習しました。 

次回は、9 月１７日に開催します。  

お気軽に参加ください。 

（自）「共和の郷・おだ」農村振興部・寄りん菜屋・小田地域センター  

 ６  



国道４３２号全面通行止めのお知らせ 

10 月 1 日から来年 5 月末まで予定  
本自治組織へ広島県西部建設事務所から全面通行止めの知らせがありました。  

内容は、10 月 1 日から全面通行止めにより本格工事を実施し、来年 6 月から通行

ができる。とのことです。皆様にお知らせし、ご理解とご協力をお願いします。  

自治組織「共和の郷・おだ」会長  小早川正治  
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県道小田白市線歩道設置工事開始  

西部建設事務所から、歩道整備を、９月中旬頃から来年３月２７日までの工期に

て、工事に入ります。との連絡をいただきました。念願の歩道整備もできることとなり、

より児童通学等の安全な生活道となります。工事期間中は、工事車両等の往来もあ

り交通安全に気を付けましょう。ご協力をお願いします。 

自治組織「共和の郷・おだ」会長小早川正治  

視察を受けました 

浜田市弥栄自治区自治会長会、京都府丹後市丹後町区長連絡協議会の皆様が

当地区の自治活動を視察研修され、意見交換を行いました。  
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京都府丹後市丹後町区長連絡協議会の皆様 8 月 26 日  

浜田市弥栄自治区自治会長会の皆様 8 月２５日  



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

 

 

「ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト」（広島県事業）  

去年も開催した里山ウエーブですが、

これは地域貢献に高い意欲を持つ首都

圏の人材を呼び込み、現地での体験や

交流を通じた「人」のつながりを軸に、

中山間地域の課題解決に向けたプラン

の実践や地域とのパートナーシップづ

くりを行うものです。  

去年は首都圏から 4 人の方が小田に興

味を持って来てくれ、秋の小田を一緒

にサイクリングをしたり、日本酒や米粉パンなどの小田の地域課題や共同ビ

ジネスについて一緒に考えました。  

今年は共和の郷の『未来創生図』米人ビジョンマップを元に、小田に

移住定住してもらうためには、まずは地域に興味をもってもらう、足を運ん

でもらう必要があることを考え、小田の資源（パークゴルフ、米粉パン、サ

イクリング、人の温かさ等）を組み合わせて、「田舎体験のできる民泊」の

ような「人が集まる場」を作流としたらどうだろうかと、今年は、「未来の

民泊プロジェクト」（地域コンテンツを活かした田舎体験＋民泊の可能性を

探る）、をテーマに進めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月25日には呉や江田島や湯来町など６市町の代表の皆さんと、東京で地

域プレゼン会があり、私も小田の魅力を発信して来ました。 11月２日には

現地実習が行われます。たくさんの人が東広島や小田に興味を持ってくれ楽

しいことができたらいいなと思っています。  
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みんなの掲示板  

寄りん菜屋からお知らせ  

セントルマルシェ  

開催日 令和元年１１月３日（日）  

１０時～１５時  

寄りん菜屋を会場に、２０００人～３０００人を超える来場者と４０余

りの出店販売が行われます。地域の皆様のご来場をお待ちしています。  

 

セントルマルシェとは  

県央商工会が、県央３町（豊栄・福富・河内）の商品開発・販路拡大・

地域活性化などを目的として、行っているマルシェです。これまでに福富（き

こりや）・豊栄（トムミルク、小石川リンゴ園）で開催されまして今回が６

回目となります。  

河内地区での開催をということで、今回寄りん菜屋での開催となりました。

これまでの開催では、いずれも２０００人から３０００人を超える来場者が

あり、又４０余の出店で、販売・ワークショップ等大変楽しいマルシェです。  

今年は寄りん菜屋開業２０周年で、ポイントカードによる、楽しい抽選会

も予定しています。その他いろいろと楽しいゲームなど計画中です。１０月

号のたよりにてご案内しますので、楽しみにお待ちくださいませ。  
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