よったんヒント
②雪がとけること

④鳴き声を聞くと春を感じます
⑥春は別れの季節です
⑦外来種が多いです

世帯数

合計

女性

３０９戸
（ １
‐４）
２９０名

６２４名
（ ３
‐０）

３３４名
（ １
‐７）

男性 （ １３）
‐

阿須那地域（カッコ内昨年比）

① カツオは春と秋に 2 回旬を迎えます。春が旬のカツオは何と呼ぶでしょうか？
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TEL ：0855-88-0001
FAX：0855-88-0002
IP：050-5207-5500

⑧咳や鼻水がでます

⑨この時期に作って食べます

⑩春を知らせてくれるかわいい植物です
⑪山菜採りにでかけましょう
⑫黄色のきれいなお花です

女性

男性

６５６名

３４６名

３１０名

世帯数 ３３０戸

合計

着任のあいさつ

世帯数

男性

女性

合計

（４，７５２戸）

６３９戸

（４，８１６名）

６００名

（５，２８０名）

６８０名

（１０，０９６名）

１，２８０名

⑤ ホウボウという魚にはある意外な特徴があります。それは何でしょうか？

発行：阿須那公民館
⑤コロナで宴会はできませんね

４月より阿須那公民館主事と
して着任しました。

④ カブの適切な保存方法は何でしょうか？

-

③桃の節句

大先輩である森光さんの後任で
とてもプレッシャーを感じていま
すが、 皆さんに楽しんでいただ
けるよう、 しっかり頑張ってい
きます。 阿須那地域の事は知
らないことばかりですが、 色々
と教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

D. 保存には向かない
C. 葉を切って根と別々に保存する

令和４年３月末時点現在

D. 泳げない
C. 陸を走る
B. 鳴き声を出す
A. 空を飛ぶ

D. 不純物

〒696-0501
島根県邑智郡邑南町
阿須那 153-1

退職のあいさつ

4 月になり春を感じる季節になりました。
そこで、今回は春に関する食べ物の問題を出題します。

美佐子

③ いちごの粒々の正体は何でしょうか？

-

①ピンクのお花です

口羽地域

D. 柿

阿須那公民館だより ４月

たて・よこ・ななめで春に関する単語を探してください。
小文字も大文字になっています。全部で 12 個あるので、
右のヒントを参考にしながら考えてください。

合計（カッコ内邑南町合計）

B. そのままで野菜室で保存する
A. そのまま常温で保存する

D. 戻りガツオ
C. 春ガツオ
B. 初ガツオ
A. さわやガツオ

C. 夏ミカン
B. スイカ
A. ブドウ

令和４年度 阿須那公民館
新体制になりました

脳トレチャレンジ

３月末で役場職員を退職いたしました。
年間、 役場職員として働いた中で、
令和４年度、 退職 ・人事異動により公民館主事
阿須那公民館主事の５年間は、 私にと
が交代となりました。 森光美佐子さんには５年間、って思い出の多いもので、 多くの皆さん
阿須那公民館主事として阿須那地域の学びの充実、に公民館に来ていただいたことが一番嬉
地域の盛り上がりのために様々な取組を進めていっ しかったことでした。 そしてコロナ禍で
てくださいました。 今後は地区別戦略発展事業な 活動のできにくい２年間はやり残した感
ど、 また違う形で地域でご活躍されると伺ってお が多く、 心残りもありましたが、 逆に
地域に出向いて活動できたきっかけもあ
ります。 大変ありがとうございました。 また、 ４
り、 全国表彰を受賞することもできま
月より新たな職員さんが阿須那公民館主事として した。 これも地域の皆さんが公民館活
勤務されます。
動に協力していただいた結果だと感謝し
館長、 三上事務員は継続となります。
ております。
引き続き、 どうぞよろしくお願いいたします。
これからは地域の皆さんと一緒にお手
伝いする立場となって、 阿須那の地に生
まれた強みを生かして楽しく過ごそうと
館長 三上 武義 思っていますので、 引き続きよろしくお
願いいたします。
新たに配属となった職員をみんな
追伸 ―
で支えてください。

春クイズ
第２問

C. 芽
B. 種
A. 果実

ことば探し～春・Spring ～
第1問

森光

② 意外にも春が旬の果物は何でしょうか？

令和４年４月１８日発行
阿須那公民館だより「羽尾山 - はねおやま -」

令和４年４月１８日発行

阿須那公民館だより「羽尾山 - はねおやま -」

阿須那小学校５・６年生
「あすなＰＲ隊」

「おおなんドリーム 学びのつどい」
小中学生のステキな発表を紹介
１年間、 自分たちで考え、 調べ、 学んでいった成果を発表する 「おおなんドリーム
学びのつどい」、 今年はコロナ禍のため例年とは形を変えての実施となりました。
それぞれの発表内容を誌面上ではありますが、 ご紹介いたします♪

羽須美中学校 2 年生
「私たちの身近な人権について」
羽須美中学校では、 人権講演会をきっかけにして、 2 年
生で身近な人権について考える取組を行いました。 「自分
が大切にされている」 と感じるときはどんな時かをまず考え
ました。 「私を 「私」 として見てくれた」 「受け入れてもらえ
た」 ときに大切にされた、 と感じるとの意見がありました。
それはなぜか、 と考えた時に 「1 人の人として認めてくれて
いる」 ということが分かったからです。 この経験から、 周り
の人をきちんと認めていく、 理解する心が大切であるという
ことが分かりました。
そして、 自分のものさし＝価値観について、 講師の方からお話がありました。 人それぞ
れ思いや考えは違う、 それを理解し受け止めることで価値観はより広がり、 心の器も大き
くなっていくということが分かりました。 また、 障がい者差別について調べ、 なぜ差別が
無くならないのかを考えました。 ストレスを発散 ・ 自分がやられたくないから関わりたくな
い ・ 冗談などがエスカレートする、 など様々な原因が挙がりました。 解消するために、 自
分たちに何ができるかを考えた時に、 差別をする人の意見を聞き、 そのあとにそれは良く
ない事だと話をする、 止めるために仲のいい人から伝える、 そしてみんなが 「自分が差別
をなくすために何ができるだろう？」 と意識することが大事だと分かりました。 みんながみ
んなにやさしいまち、 を目指すために 「一人ひとりの人権は私たちの身の回りにたくさんあ
ること」 「人権問題を他人ごとにしないこと」、 この思いを持つことが大切です。

脳トレチャレンジ
第１問

①さくら

③ひなまつり
⑤おはなみ
⑦たんぽぽ
⑨くさもち
⑪わらび

④うぐいす

⑥そつぎょう
⑧かふん
⑩つくし

⑫なのはな

第２問

「宇都井駅」 の PR 動画では、 INAKA イルミの様子や
グッズ、 トロッコ列車の様子を楽しく紹介。 また、 駅近く
にあるうづい通信部の事も紹介しています。。
「軍原キャンプ場」 の PR 動画では、 軍原キャンプ
場にある設備を詳しく紹介、 その魅力をしっかりと
紹介しています。 また利用できるのがとっても楽し
みですね。

「池月酒造」 の RP 動画では、 クイズをまじえながら、
池月酒造さんのすごいところや、 日本酒についての事
など楽しく紹介しています。

動画は公民館でご覧いただけます！来館の際にはぜひご覧ください！

んの

答え合わせ

②ゆきどけ

自分たちで見た阿須那のステキなところ、 ステキなものを自分たちで調べ
て、 その魅力を伝えるための動画を作成しました。
「次の日祭り」 の PR 動画では、 次の日祭りが始
まった経緯や、 昔の祭りの様子の紹介、 そして今
の祭りの様子、 かさぼこの話など祭り会場を歩きな
がらとっても楽しく紹介しています。

「世界の美しさを思い知れ」

た
よっ
①B. 初ガツオ

②C. 夏ミカン
③A. 果実

④C. 葉を切って根と
別々に保存する

⑤B. 鳴き声を出す

今月のおすすめ本

紹介

額賀澪

双葉社

斬新なタイトルと表紙に惹かれ手にとってみましたが、表紙のがいこつ
が物語るように悲しいお話でした。
双子の俳優だった弟が突然自殺をし、受け止められない兄は弟の携帯を
手がかりに死の真相を確かめるため旅にでます。自暴自棄になりながらも
自分というものを見つめ直し、最終的には前を向いて歩いて、いま自分が
できることを行う姿に心をうたれました。最後まで読むとこの斬新なタイ
トルの意味、筆者の思いが感じられます。

