
 

 

 

 

 

 

 

小田地区敬老会 9 月１５日（報告） 

 

令和元年最初の敬老

会は、招待者１３３名の

うち６４名の方の出席を

いただき盛大に開催しま

した。 

記念撮影では、藤岡

亜弥さんのシャッターに

皆さんの笑顔が誘われ、

ニコニコ顔で写真に収ま

りました。今年100歳を

迎えられた小山忠夫さ

は、元気よく出席され、

なつかしい昔話に花を

咲かせていらっしゃいま

した。 

祝賀会では、お弁当を食べながら、カントリーエコーズさん、河内小学校児童の皆

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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会場の様子  

会場の様子  

祝辞を述べる市議会議長乗越耕司様  

カントリーエコーズの皆さん  

小田舞踊クラブ  河内小学校小田地区児童  



 
 
 
 
 

写真講座受講者募集！（10 月開催） 
地域センターでは、写真講座を 10 月に開催します。  

ついては、受講者 10 名で、講座は、4 回とも出席できる方を募集します。  

なお定数になり次第締め切ります。  

日時：令和元年 10 月 1５日（火） /1６日（水） /２２（火）  

      11 月 12 日（火）  

        9：00 から  

場所：小田地域センター  

受講料：無料  

講師：写真家  藤岡亜弥さん  （地域おこし協力隊員）  

小田地域センター  

河内小学校 
子どもの豊かな心を育てる 

「山・海・島」体験活動（10/3～６） 
今年  河内西小学校と河内小学校の統

合による最初の 5 年生 9 名が、小田地域

センターに宿泊し、協力することの大切さ

や連帯感、達成感、成就感を味わうことや

活動前に自己の目標を設定し、活動中・

後の振り返りを通して、活動の充実と今後

の生活への発展・深化・定着の一助とする。

目的に行います。この体験活動には、地

域のボランティアグループたんぽぽさんのご協力による朝、夕の食事づくりの指導支

援をお願いしております。期間中は、パークゴルフ、パンづくり、そばづくり、キャンプ

ファイヤーなどの体験活動を行います。 

地域の皆様のご協力をよろしくお願いします。  

東広島市立河内小学校・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。  

見舞い返し              玉  川  光  則  様    

 

（自）「共和の郷・おだ」  会長  小早川正治    福祉ふれあい部  部長  西村智基  

 

夕食づくりの様子  



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４４年（1969 年）にご結婚された方で表彰

は、１１月１７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  

 
にこにこ百歳体操 
毎週水曜日 

（10 月 2 日/9 日/16 日/23 日 30 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 10 月 2 日/9 日/16 日/23 日/30 日 
 １３：３０～１５：００ 

ところ：小田地域センター  

 

 ２３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。  

 

小田にこにこ百歳体操、小田地域センター 
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生涯学習発表会 
並びに 

農産物品評会の開催（１１月 17 日） 
 

今年度  新たな試みとして地域センターを会場に行

います。 

生涯学習は毎年 3 月に開催をしていましたが、

農産物品評会と同時開催し、農産物品評会は、

会場を毎年寄りん菜屋としていましたが、今回は、地

域センターで開催します。  

生涯学習発表会では、作品展示発表や個人、

団体でのステージ発表を受け付けておりますので、

地域センターへお手数ですが申し込みお願いしま

す。多数の発表をお待ちしています。  

農産物品評会では、農産物の出品増をお願いし

ております。出品物の規格は、これまでと変更はあ

りません。詳しくは、来月の郷たよりでお知らせしま

す。多数の出品をお待ちしています。  

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。  

とき：令和元年１１月１７日（日）  

●生涯学習発表会  ９：３０開演  

  申込み１０月１７日まで受付  

●農産物品評会  出品物の受付  当日  ８：００～9：00 

ところ：小田地域センター  

自治組織「共和の郷・おだ」農村振興部長玉川一成、文化教育部長香川昌樹  
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白竜部「交通安全」研修会の報告（９月１６日） 
 

全国的に高齢者が加害者となる交通事故が増

加していることから、東広島交通安全協会員を講

師に、講和や機器を使った反応時間測定などを

行いました。 

東広島警察署管内での人傷事故は

312 件（令和元年 7 月末）、うち高齢者 47

件で、約 1.5 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  

ふれあいいきいきサロン（9 月２４日報告） 
今回は、社協河内支所の田原さん、

高齢者相談員倉田さんから脳トレやなつ

かしい童謡を大きな声で歌い、お昼は、

たんぽぽさんの作ったお弁当をみんなで

食べながら、おしゃべりも弾み楽しい時

間を過ごしました。 

次回は、11 月 26 日を予定しています。 

 

 

 

自治組織「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部長  西村智基  

６ 

研修の様子  

脳トレの様子  倉田相談員  



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

サイクルオアシス  

寄りん菜屋がサイクルオアシスに認定されま

した。駐輪スタンドを設置し、空気入れ、工

具などを貸し出したりトイレや飲料水の提供

など、サイクリストが立ち寄りやすい環境を

整えましたので、県のサイクルマップにも登

録されます。サイクリングを楽しめる地域と

して多くのサイクリストに小田を知ってもら

えたらと思います。  

市長との対談  

高垣市長とラジオで対談しました。これま

での活動や、11 月 3 日に小田で行われる

セントルマルシェについて話をしました。

市長からは、小田地域はこれまでも先進的

な地域づくりで全国から注目を集めて来

たところだから、さらに期待しているとの

お言葉をいただ来ました。小田は素晴らし

い風景があるねとも。あと一年の任期です

がこの地域が元気になるようどんなことができるのか考えていきたいと思

ってます。  

写真教室  

今年も見に写真教室を行います。秋は空も澄んで風

景が色づく、写真を撮るのに最高の季節です。みん

なでカメラを持って小田の秋を探しにピクニックに

行きます。住んでいると、意外に見逃してしまいが

ちな小田の魅力再発見する秋のカメラピクニックで

す。ゆっくりやりますので、初めての方もぜひご参加くだ

さい。  

10 月 15 日（火曜）9:00〜「写真は誰でも撮れる！写真の

楽しみ方のコツ！」  

10 月 16 日（水曜）9;00〜 秋のピクニック  

10 月 22 日（火曜）9;00〜 生涯学習発表会に向けて  
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みんなの掲示板  

寄りん菜屋からお知らせ  

セントルマルシェの開催について（11/3）  

 

前月号でお知らせしました、広

島県央セントルマルシェが、  

だんだんと近づいてまいりま

した。  

当日の詳しい内容が決まり、そ

のチラシができました。  

小田の皆様全戸に配布いたします。ご家族皆様でご覧いただき、

ご近所お知り合い、お誘い合わせて寄りん菜屋へお越しくださいま

せ。きっと楽しいマルシェになることと思います。       

●開催日 11 月 3 日（日曜日）午前 10 時から午後 3 時  

なお、当日は多くの来場者が予想されます。会場周辺、特に道路

の混雑が予想され、住民の皆様には大変なご迷惑となるかもしれま

せんが、実行委員会として、安全第一を考え、充分な警備体制と運

営の準備を行っております。皆様のご協力をいただきながら、楽し

いマルシェにしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。  
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