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小田川生きもの観察会（7 月２５日ご案内） 

 

 小田川にすむ生き物を観察し水質を調べます。  

児童の皆さん夏休みの自由研究をしませんか・・・参

加をお願いします。 

 

 

〇と  き ： 令和２年７月２５日      
（土）9：００～12：００ 

（雨天の時は、小田地域センターで小田の

自然環境について学習をします）  

〇ところ  ： 小田地域センター 

〇内  容  ：９：００～小田川の自然に親しむ

内容の お話  （小田地域センター）  

        １０：００～小田川の生き物の観察（現地学習）  （寄りん菜屋西側に移動

します） 

１２：００  現地解散  

〇講  師  ： 東広島の野鳥と自然に親しむ会  顧問  新名
し ん め い

俊夫
と し お

 先生ほか 

○持ってくるもの :浅い水に入ってもよい履物、帽子 ,学ぶちゃんノート、汗拭きタオル  

○問合せ先  小田地域センター ℡ 438-0166 

 （自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地区農地保全会・小田地域センター  
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野菜づくり教室７月７日（ご案内） 

 野菜づくり教室を、次のとおり行ないます。  

多数ご参加くださいますようご案内いたします。  

 

○と き 令和２年７月７日（火）  

          １３：３０～１５：３０ 

○ところ  小田地域センター（会議室）  

○講  師   JA 河内グリーンセンター所長  

                 

○内容  野菜の植え付け管理方法について 

 

（自）「共和の郷・おだ」（農村振興部）、「寄りん菜屋」（生産部会）、小田地域センター  

 

にこにこ百歳体操 毎週水曜日 
（７月８日/１５日/２２日/２９日・8 月５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２年 
 
７月８日/１５日/２２日/２９日・8 月５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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マイロード清掃（７月２１日報告） 

毎年この時期に「ボランティアグループた

んぽぽ」さんと環境保全部が連携し県道小

田白市線、瀬谷から小田橋間、約３㎞の清

掃活動を行いました。 

これからも明るい地域にしていきたいと思いま

す。 

 
 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・ボランティアグループたんぽぽ  

 
 

指定避難所変更について 
小田地域センターから小田多目的集会所へ 

 

市 6 月号広報でお知らせがありましたように、

小田地区の避難所が、小田地域センターから

小田地区多目的集会所へ変更となっています

ので、お知らせします。 

 

 早めの避難行動が大切です！ 
 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部  

 

３ 

歩道清掃作業の様子  

 

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  桃井多恵子   様  

香 典 返 し  中山フキ子    様  

香 典 返 し  池田  清治    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  

 



 
 

カントリーエコーズ会員募集！ 
＆ 

練習再開 7/14 から 
 

梅雨の季節みなさまいかがお過ごしですか。  

コーラス（合唱）のカントリ

ーエコーズです 

コロナウイルスのため練

習を休んでおりましたが、7

月 14 日（火）より練習をは

じめます。会員の皆様をは

じめ、歌のお好きな方、上

手下手は不問  

大きな声を出して唄いま

しょう、楽しいですよ 

気持ちもすっきりと・・・「そんなことあったん」「知らんかったよ」「それからどうなった

ん」 情報交換もありますよ。  

 

とき：令和 2 年 7 月 14 日午後 1 時３０分  
場所：小田多目的集会所  

 

みなさまのお集りをまっています。 

 

カントリーエコーズ一同  

 

 

 

４ 



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

 

小田写真教室  

７月１2 日（日）１０：３０〜 

 

撮影ピクニック  

 

古民家小田気分に集合して、カメラの使い方を実践で覚えていきます。  

写真撮影ピクニック、八幡神社で小田祇園祭りを撮影します。カメラとお弁当を持って

どなたでもご参加ください。途中参加ＯＫ！  

 

小田写真教室では、前回に引き続き、自分たちの住んでい

る土地を再発見するをテーマに、小田のいいところを紹介

する楽しいポスターを作ります。カメラを持って歩くこと

で、見ているようで見ていなかった日常の断片が見えてき

たり、カメラを通して地域とコミュニケーションすること

でいつもの日常が特別な景色になります。  

こんなところがあるよ、ここを撮ってほしいなどあればぜ

ひ教えてください♬ 

 

古民家での活動 

 コロナの動向を見ながら、古民家でも活動をはじめています。  

先月は伝統のお茶づくり体験。一言にお茶づくりと言ってもそれぞれの家庭でそれぞれ

のやり方があることにびっくり。みんな昔を思い出しながらのお茶づくりとなりました。

古いものを伝承していくことの難しさも感じていますが、いま残しておきたい伝統の文

化をみなさんもぜひ教えてください。  

こんなことやりたい、こんなクラスがあったらいいな、こんなことできます、講師でき

ますなど、アイデアをいただければうれしいです！  

ヨガ、アロマ、木工教室も、和気あいあいと続けていきますので、初めての方もぜひご

参加ください。  

 

 

 

 

 

 
 

５  



アヤ子小田気分！  

7 月の予定 

 

７月７日（火）１０：００〜 小田の農産物加工体験  

 

小田特産のもちをご存知ですか？麦を使ったメニューを考えます。もち麦は今話題の健

康食品で繊維質はお米の 20 倍と言われています。もち麦と旬の野菜を使ったメニュー

を開発しランチを楽しみます。飲む点滴といわれる甘酒の簡単な作り方も伝授。   

体験料 1000 円  

 

７月１８日（土）１０：００〜 子ども向け作文教室 

 

人の話を聞くこと。文章を書くこと。そのおもしろさを感じるための取材＆作文教室で

す。現役新聞記者の講師が手ほどきします。講師は教蓮孝匡さん（東広島市地域おこし

協力隊、こども農園 mikke 主宰、中国新聞記者）ぜひご参加ください。  

対象：小・中・高校生（学年は問いません）  

持ち物：鉛筆、赤鉛筆、消しゴム、小型デジタルカメラ（ある人だけで OK）  

参加費 1000 円  

 

７月１６日（木）１３：３０〜 アロマ入浴剤とお掃除ボール  

 

重曹やクエン酸を使った簡単入浴&お掃除ボールを作ります。アロマの香りでお掃除が

楽しくなりますように♪前回に引き続きアロママッサージの実践も行います。  

夏バテせず元気に夏を乗り越えましょう♪男性も女性も参加 OK     

材料費： 1000 円  

 

７月９日（木）３０日（木）１０：００〜 月２回やさしいヨガ  

 

ストレッチと呼吸法で免疫力アップと心や身体のリラックス法を学びます。  

肩腰の痛みを持っている人にもオススメです。続けることで効果が出ます。初めての方

もお気軽にご参加ください。  

持ってくるもの：マット  タオル   

参加費： 1000 円  

手洗い三密を守って行います。場所は３の組集会所横の小林さんちです。  

お問い合わせは  （藤岡 090−8500−0855）  

 

６  



 

寄りん菜屋からのお知らせ!! 

 

     

お中元  お土産  お供に小田特産の 

そばセットはいかがですか？ 

   遠方への発送も行いますので  

お気軽にお申しつけください！！ 

   値段に応じてセットを作ります。  

小田の韃靼そば（袋）セットです。   

定価２９００円  

★予約販売  

・オードブル（３ ,０００円～）  

・かしわ餅  3 個入り（３３０円）  

地域密着「寄りん菜屋弁当・お届けサービス」  

・小田地域の皆様に少しでもお役に立てたらとの思いで、小田地区内へ「昼食弁当」

のお届けを行うことにしました。配達日やご要望は注文をお受けした方と打ち合

わせさして  いただきます。注文の品なども配達いたします。  

配達日   毎週（月、水、金）  １１時過ぎより配達  

★  内容と価格（税込み）  

＊寄りん菜屋弁当  （５４０円）ごはんとおかず入り  

＊ばらすし弁当   （４５０円）  

＊おかず      （４３０円）  

 

 

お問合せは４３８－１０２０  寄りん菜屋まで  

 

 

 

 

７  


