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小田地区敬老会記念品贈呈（9/20報告） 

 

新型コロナウイルス感染防止に

関し、式典並びに祝賀会を中止と

しました。 

77歳以上を迎えられる  １２６名

の皆様をご招待する準備を進めて

きましたが、こうした対応にご理解

をお願い申し上げます。  

女性部では、各世帯を訪問し、お祝いメッセージ・記念品をお渡ししました。 

 

（自）「共和の郷・おだ」女性部  部長  池田  栄子  
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会長メッセージ 

敬老者の皆様へ  

健やかに敬老の日を迎えられましたこと、誠におめでとうございます。 

心からお祝い申しあげます。  

皆様のお姿を手本にしつつ、後に続く者として励みとしてまいります。  

さて、本年も多くの皆様に敬老会のご案内を準備してまいりましたが、  

このたびの新型コロナウイルスの感染拡大防止により、本日の敬老会の  

開催につきましては、熟慮しましたが感染拡大防止を最優先に考え誠に  

残念ではございますが、今年度の敬老会の記念式典、祝賀会は中止とさせ

ていただくこととなりました。  

本日ご用意しておりました記念品等お配りし、今年度の敬老会とさせて  

いただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

皆様がいつまでもご健康で明るく楽しい日々をおくられますようお祈  

りいたします。  

 

令和２年９月２０日  

自治組織「共和の郷・おだ」会長  小早川正治  

 

 

東広島市社会福祉協議会  お祝いメッセージ 

健やかに敬老の日を 迎えられましたこと 心から 

お祝い申し上げます 

皆様がいつまでも ご健康で明るく 楽しい日々を 

おくられますよう お祈りいたします 

令和２年９月２０日  

社会福祉法人  

東広島市社会福祉協議会  

会長  髙橋幸夫  
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河内小学校 
子どもの豊かな心を育てる 

「山・海・島」体験活動（10/2～3） 
 

河内小学校の 5 年生 13 名（男子 7 名・

女子 6 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。を目的に行います。 

この体験活動では、朝、夕の食事を子供たちが作っていましたが、新型コロナウイ

ルス感染防止に配慮し、食事は、地域のボランティアグループたんぽぽさんのご支援

をお願いしております。 

期間中は、パークゴルフ、キャンプファイヤー、神楽観賞、セントルマルシェへの参

加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。  

香典返し       脇  坂  範  子（旧姓  青木）様    

香典返し       池  田  千栄美（旧姓  國原）様    

香典返し       池  田  孝  子  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  

 

食事づくりの様子  



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４５年（1970 年）にご結婚された方で表彰

は、１１月２２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 7 日/14 日/21 日/28 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 10 月 7 日/14 日/21 日/28 日 
 １３：３０～１５：００ 

ところ：小田地域センター  

 

 ２８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２２日午前案内） 

 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止により、生

涯学習発表会は、縮小し、ステージ発表を取りやめ、作

品展示を行います。 

農産物品評会は、屋外で行っていましたが、大ホール（体

育館）で行います。感染予防に配慮し、手指の消毒設備、非接触型検温機材など

を用い三蜜対策を講じ開催します。  

皆様の多数のご来場と農産物品評会への出品をよろしくお願いします。 

とき：令和２年１１月２２日（日） 

●生涯学習発表会  ９：３０開演  

  申込み展示物：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」農村振興部長村上博富、文化教育部長谷平和則  

 

生涯学習発表会にて 

地域おこし協力隊  

藤岡亜弥さん卒業報告会 （１１月２２日午前案内） 

東広島市地域づくり推進課では、平成 29 年１２月に地域おこし協力隊として着任

された、藤岡さんが令和 2 年 11 月末をもって任期満了を迎えられます。これまで 3

年間で行ってきたことや出会った人、これからのことについて、ご報告及びお礼を伝

えたく卒業報告会が行われます。生涯学習発表会プログラムに加え、開催されます

ので多数のご出席をお願いします。当日は、この卒業報告会へ高垣市長さんの出席

を受け挨拶をいただきます。  
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小田地域センター会場に 

ドクター・トミー 
スペシャルオンライン講座 9/5 報告 

広島空港のイベントに、広島空港・東京スタジオ・

小田地域センター・河内地域センター・入野会館

をオンラインで結び、ドクター・トミー（富田京一氏）

による、～白亜紀人気恐竜に迫る！！～をテーマ

にスペシャル講座がありました。小田の児童たちも

参加し、スクリーンに映る各会場での生配信の映像を見ながら、ドクター・トミー氏の

恐竜講座や子供たちの質問に対し、わかりやすい回答に聞き入っていました。  

小田地域センター 

河内小学校 3 年生 
小田城址学習（9/28 報告） 

 

地域センターで、3年生児童 11名が、小田城にまつわ

る学習をしました。 

皆さんから質問に、小田城の名前の由来は何です

か？・いつお城はできたのでしょうか？・誰が住んでい

たのですか？など 11 問の質問があり、小田史

跡調査会の資料をもとに説明をしました。  

小田城は７３０年余り前  鎌倉時代に築造され、

代々３３０年間 14 代の城主がこの地を守ってい

ました。地域内には、小田城を含め、７７か所の

史跡、文化財があります。  

また、民話は、大型紙芝居 14 作が完成して

います。 

文化財保存活動にご理解ご協力をお願いします。        小田地域センター 

６ 

みはらし  やぐらから小田一望  

みはらしやぐらで記念撮影  

小田地域センター会場  



小田の民話紙芝居 

カモンケーブルテレビ放映のお知らせ 
 

１０月１２日の週から１１月２９日まで、みんみんゼミ作成の民話１４話紙

芝居が放映されることになりました。  

 

放  映  日  時  民    話  ナレーター  

１０月１２日～１０月１８日  

7：40～・13：40～・19：40～・

23： 40～  

野 呂 観 音 池 の オ オ サ

ンショウウオ  

池田さん・上瀬戸さん  

案内人末岡  

浄楽寺の霊泉  
河内小学６年生  隨行くん  

案内人  校長・教諭  

１０月１９日～１０月２５日

7：40～・13：40～・19：40～・

23： 40～  

深山の観音さん  
吉崎さん  

案内人木村さん  

瀬谷垰の謂れ  
河内小学６年生島田くん  

案内人  校長・教諭  

１０月２６日～１１月１日  

7：40～・13：40～・19：40～・

23： 40～  

将軍社・牛頭社  

赤井さん・玉川 (光 )さん・玉川

(正 )さん）  

案内人  村上 (博 )  

小右衞門の力石  
河内小学６年生  石丸くん  

案内人  校長・教諭  

１１月２日～１１月８日  

7：40～・13：40～・19：40～・

23： 40～  

茶飲み地蔵  
小山さん  

案内人  山田 (邦 )さん  

小田八幡神社の伝説  
河内小学５年生  山地さん  

案内人  校長・教諭  

以降１１月たよりでお知らせします。  

また、番組の都合上放映日時等変更もあるそうです。  

※録画を希望される方は、お渡しいたしますのでご連絡ください。  

 

みんみんゼミ（みんなで民話を語るゼミナール）  

代表  末岡紀代美 
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みんみんゼミからのお願い 
 

明治時代頃から最近までの出来事を民話として残していけたらと考えて

います。下記にまつわる資料やエピソード・写真などをお持ちの方は、地域

センターまでご連絡をお願いします。  

 

番  号  事        柄  

１  

小田の地区名が、１の組・・・１２の組となっていることについて  

どなたが、いつ頃、どういういきさつで・・など  

小田橋から道がまっすぐになっているいきさつなどもお願いします。  

 

２  

ダムが出来上がる前やできる途中のこと。  

例  地鎮祭の依頼があった際、事故死亡者があることが計画に組み込まれていたそうです。  

それを知った宮司は、死者がでることを予想した地鎮祭はできないと話し合いをしたそう

です。幸い、建設中に大きな事故も無く完了し、宮司は安堵されたとのこと。  

 

３  

深山の道ができる前の話し合いや、出来上がる時のことについて（河内駅ができる前後のこ

と）  

河内に下りていく道は、ある篤志家の私財が投じられて出来上がったそうです。小田地区、

和木地区、河内地区との話し合いも何度もなされたと聞いています。  

 

４  

「高瀬の水音」がする場所が、和木との合流近くにあったと云われ、盆踊りや仕事唄などに

残されています。  

その具体的な位置が分かる方はおいででしょうか？写真やエピソードなど、わずかなこと

でも構いません。どうぞお教え下さい。  

 

５  

9 の組か８の組の山のどこかに、石場を切り開いた場所がありますでしょうか？  

一時期、大勢の方で切り開いたのではないかと思われます。そういった民話が残されてい

ます。  

 

その他  小さい頃こんな話しを聞いたよ、などわずかなことでもどうぞお聞かせください。  

楽しみにお待ちしています。   

みんみんゼミ（みんなで民話を語るゼミナール）  

代表  末岡紀代美 
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元気輝きポイント手帳 
の交換手続きについて 

令和元年度ポイント手帳の最後にある「事後アンケート」と奨励金を振り込む「口

座振り込み依頼書」必要事項を記入し、令和３年３月２０日（必着）までに、市役所

（地域包括ケア推進室又は河内支所）へ持参または郵送をお願いします。  

また、小田地区における小田ニコニコ百歳体操、白竜部サロン、小田サロンの参

加者で昨年度ポイント手帳を受けられた方は、小田地域センターに令和２年度ポイ

ント手帳が届いておりますので、お受け取りください。  

小田地域センター 

ふれあいいきいきサロン（9 月２９日午前報告） 

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介護保険の

仕組みなど説明を聞き、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。  

 

 

自治組織「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部長  西村智基  

 

骨密度測定会（9 月２９日午後報告） 
 

サロン終了後、午後から市保健師さんの指導により１５

名の方の測定が行われました。毎年参加されている方

は、数値で示される値に納得されているようで、数値を

もとに管理栄養士さんの指導を受けられていました。  

骨を強くするキーポイントは、運動、食事、日光浴が大

切とのこと。  

今日から初めて見られては、いかがですか。  

東広島市保健師・小田地域センター 

９ 



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

 

セントルマルシェ 

古民家カフェ「小田気分」オープン 

10 月 3 日（土）4 日（日） 
 

今年のセントルマルシェは分散型にな

り寄りん菜屋、小石川リンゴ園とトム

ファームミルクで、同一日での開催と

なります。古民家「小田気分」も２日

間限定のカフェを開きます。心を込め

てコーヒー淹れます！パフェやピザも

あります。去年のセントルマルシェで

大好評だった楽しいリース作り体験もやってます。寄

りん菜屋ではくじ引きで豪華商品も当たります。三密

にならないよう対策を行います。みなさんのご来場をお待ちしています。  

 

小田写真教室  小田地域センター  

１０月１０日（日）１０：００〜  

１０月１７日（土）１３：００～  

11 月 22 日の生涯学習発表会に向けて、小田の写真を

使ったポスターを制作します。  

これまでに撮った写真を持って集まってください。キ

ャッチコピーをみんなで考えていき楽しいポスター

にしていきます。三密に気をつけて大きな会議室で行

います。  

カメラを持って歩くことで、いつもの日常が特別な景

色になります。何がいい写真かなんて誰もわからないので、とりあえず気軽に撮ってみ

ましょう！小田に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♬ 
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アヤ子小田気分！  

１０月の予定 

 

１０月８日（木）２２日（木）９：３０〜 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  

 

１０月１９日（月）１０：００〜 動画配信を学ぼう！  

 

昨今、人気の YouTube などのインターネット動画。自分でも動画を作ってみたいと思い

ませんか？どうやって撮影や編集をするの？生配信はできるの？一緒に動画配信の方

法を学びませんか。講師は東広島でブロガーとして活躍する松崎拓哉さん。参加費 1000

円要予約  

 

１０月２０日（火）１３：３０〜  アロマ教室 ハーブポプリ作り  

 

粗塩とハーブで、バスソルトやスクラブとしても使えるポプリを作ります。その後は、

アロマオイルでセルフマッサージをして疲れをとりましょう～  

マッサージオイルがあれば持ってきてください。講師は森口美優先生：材料費 1000 円  

 

１０月２４日（土）１３：００〜『原民喜  夏の花』『微塵光ー原民喜』上映会  

「広島原爆被爆 75 年  詩人・原民喜の肖像」と題して、『原民喜  夏の花』『微塵光ー

原民喜』（宮岡秀行監督）上映会を開催します。被爆直後、「 75 年は草木も生えぬ」と言

われた広島の大地。表面的には平和に復興したようにも見える広島。「ヒロシマのデル

タに  青葉したたれ」この民喜の定言命法は本当に実行されたのだろうか。  

総社土曜大学共同企画   参加費 1000 円（資料代含）要予約  

 

１０月３１日（土）１０：００〜 英語でハロウィン！  

 

小学生対象の楽しく覚える英会話教室です。ゲームやワークを通して、単語や英語の使

い方を覚え、楽しみながら実践的に学習していきます。ハロウィンのイベントをします。

ぜひご参加ください！講師は英会話講師の平野朋美先生。参加費： 1000 円  要予約  

 

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）  
１１ 


