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用、事業等へのご参加ご協力に心よりお礼を申し上げます。
さて、ワクチン接種が始まったとはいえ、未だコロナ禍は
おさまりを見せず、五月初めの活動推進委員会において今年
もやむなく総会は中止となり、令和２年の事業・会計決算報
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いては書面決議とさせていただきました。結果、皆様にご理
解をいただき承認を得ることができましたことご報告させて
いただきます。
今年も定例・恒例の事業・各部の活動など社会状況をふま
えながら、十分な感染予防をして出来る限り進めていきたい
と思っております。さらに、どがあずしょう会の田所地区を
元気にしていこうという「二つ山の魅力化」の取り組みにも
協力していきます。
さらに最大の行事である「ハンザケまつり」の開催につい
ては、昨年度と同じように８月中旬にコロナ感染の社会状況
をみながら実行委員会で決定していきたいと思います。
どうかご理解をいただき、未だ続くコロナ禍ではあります
が、それに負けない笑顔いっぱいの田所地域にしていきまし
ょう。田所公民館は皆さんのお越しをお待ちしております。
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すので、ぜひご参加ください。
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今年も写真で見る平和パネル展を、
田所公民館のロビーで７月８日（木）
から 日（水）の間で開催します。
公民館にお越しの際にはパネル展を
ご覧いただき、原爆の恐ろしさや戦争
の悲惨さに触れ、今一度平和について
考えてみませんか？
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女性セミナー第４講「スクラッチアートをしよう！」
を下記の日程で開催します。
黒いシートに描かれた絵をペンで削っていく単純な
作業ですが、完成したらカラフルな色合いが楽しめる作
品に仕上がります。どうぞご参加ください。
○日

時 ７月８日（木）９:３０～1１:００

〇集合場所 田所公民館
○持 参 品 なし
〇参 加 費 ２００円
〇定

員 １５名

〇締 切 り ７月２日（金）

令和３年５月 日（土）に、どがあずしょ
う会と有志の皆さんで二つ山の整備を行いま
した。
最近では二つ山に登っても周りの木が大き
くなりすぎており、景色がほとんど見えてお
りませんでした。
小雨 の降 る中 での作 業開 始にな りま した
が、今回は西の丸を中心に草刈りと、西の丸
から田所や出羽の町並みが見渡せるように、
南側の斜面をに生えている木の枝や竹の伐採
を行いました。
２時間程度の作業ではありましたが天気も
回復し、作業後には最高の景色が見られるよ
うになりました。
７月４日には田所地区の
皆さんの力をお借りし、毎
年の清掃活動も予定してお
ります。
ぜひ二つ山に登っていた
だき景色をご覧いただけた
らと思います。

昨年の様子
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西の丸から出羽・亀谷・小河内が一望できます

募集締切：令和 3 年 6 月 30 日（水）
問合せ先：TEL 0855-24-9336（くにびき学園西部校）
※募集要項は、ホームページか公民館にも置いてあります。

－主な行事予定－

広報おおなん５月号にも掲載されてい

学習拠点：西部校・・・いわみーる（浜田市）

ますが、邑南町公式アプリがスマホで利

募集定員：25 名程度

用できるようになりました。

修学期間：2 年間（9 月開講）

無線放送の内容やゴミの収集日、火災

受講できます）

情報やおくやみ情報などケーブルテレビ

象：県内在住の、原則 60 才以上の方（60 才未満の方も

と同じように邑南町の最新情報を確認す

対

ることができます。

た社会参加、生きがいづくり、仲間づくりを目指しています。

どなたでも無料でご利用いただけます

くにびき学園新学園生募集について
「豊かな人生の学び舎 くにびき学園」は幅広い学習活動を通し

ので、インストールをされてみてはいか

麓の案内看板も新しくなってます

がでしょうか。

参加者で記念撮影をしました

C邑南町
○

アプリのホーム画面です

－６月－
２４日（木）女性セミナー第３講（ボッチャを体験しよう！）
２６日（土）公民館清掃 9:00～10:30
未定
環境部 ホタル生態調査
募集内容 ： 短歌・俳句・詩・漢詩・川柳等
－７月－
締
切 ： 令和３年６月３０日（水）
１日（木）いちもくクラブ 19:00～21:00
田所地区の人口
提 出 先 ： 最寄りの公民館
４日（日）二つ山清掃活動 7:30～9:30
（5 月末)
８日（木）女性セミナー第４講（スクラッチアートをしよう！） 主事のひとりごと…『公民館のツバメ』
男性
８１０人
８日（木）にもくクラブ 19:00～21:00
今年も公民館玄関横にツバメ夫婦がやってきまし
８日（木）～２１日（水）写真で見る平和学習パネル展
た。しかし 5 月頃巣を作りかけていなくなり、最近戻 女性 ９４３人
２７日（火）平和学習会〔出羽公民館〕15:00～16:30
ってきて立派な巣を完成させましたがヒナの姿は見え 合計１７５３人
※新型コロナウイルスの影響で中止・延期となることがあります。
高齢化率 44.04%
ません・・・新しい主事で遠慮しているのかな？

