８月
％を

日（土）に瑞穂小学校の児童を対象に、田所公民館で「親子でＤＩ
．

８月

日（日）に邑南町公民館連

絡 協 議 会 主催 の リ ー ダ ー研 修 が 邑 南
町内の小学校４～６年生

Ｙに挑 戦し よう 」を開 催し ました 。 邑南町 の面 積のう ち森 林が
占めて おり 、林 業が基 幹産 業の一 つにな って います 。し かし 、子ど も達 が普

と し て 口 羽の わ ん ぱ く 館で 開 催 さ れ

人を対象

段生活 して いる と木に 触れ る機会 があま りな いこと 、林 業に 携わる 仕事 につ

あいにくの雨模様でしたが、屋根の

下で自分達でテントを張り、水鉄砲作

り、鮎のつかみ取り、竹串作りを順番

名が参加してくれました。

まず、 杉板の 簡易 キット を使 って 椅子を作 成 しまし た。子 ども 達は慣 れな

に行いました。その後、自分達で火を

楽しい時間はあっという間で、皆で

ー、スイカでお腹一杯になりました。

昼食は鮎の塩焼き、特製大盛りカレ

い手つ きで ノコギ リを 使っ ていま したが 、保 護者と 協力 して １時間 程度 で椅

２時間 という 限ら れた時 間で はあ りました が 、子ど も達も 最後 まで集 中力
が途切れることなく作業を行えました。

日（金）に活動推進委員会

反省と振り返りを行い終了しました。

８月

拡大防止の観点から、二〇二一ハン

ザケまつりの中止を決定しました。

発表はＣＡＴＶで発信、展示は

美味しい鮎が焼けました

鮎のつかみ取りが大人気

名が参加しました。

室とロビーで作品展を開催します。

を具体的に示し、地域でどのような支援が

育でどのような生徒になってもらいたいか

きたいと思っています。

ことが必要なのか皆さんと一緒に考えてい

来年こそは新型コロナウイルスが

催できることを強く願います。

できていて、今後必要な支援はどのような

今年は瑞穂地域全体で、９年間の義務教

コアメンバー総勢約

長、教頭、各公民館館長、主事、中学校区

小学校の事例発表会があり、各小中学校校

デル校の羽須美中学校、瑞穂小学校、日貫

９月２日（木）には元気館アリーナでモ

しました。

瑞穂小学校区が選ばれ学校会議を２回開催

もにある学校づくり」
のモデル地域として、

昨年度秋に町教育委員会から「地域とと

ドローンを使って記念撮影！

収束し、盛大にハンザケまつりが開

日 午前 ま で農 林 研修

11

ックなどを次々と完成させました。

熾し鮎を塩焼きにしました。

添えのもと開催し、児童

19

子を完 成さ せまし た。 残り の時間 は自由 工作 で、桧 板で 各々 に本棚 やＣ Ｄラ

10

館です が、 どが あずし ょう 会のメ ンバー や地 域学校 の先 生、 日高林 産の お力

ました。

5

いて考 えて もら いたい と思 い、今 回のイ ベン トを企 画し まし た。主 催は 公民

86

22
20

を開催し、新型コロナウイルス感染

自由工作も頑張りました

ケーブルＴＶの取材もありました

月 １ 日か ら

12

コロナ対策で軒下で行いました
３脚ほど公民館に飾っています

竹で水鉄砲を作成しました

90

21

また 、次回を計画したいと思いますので 、興味のある方はご参加ください 。

最後に参加者全員で記念撮影！見事な作品が出来上がりました

（令和３年９月１７日発行）
〒696－0222 島根県邑智郡邑南町下田所２８２－１
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ＩＰ電話 ０５０－５２０７－４４００
E-mail:tadokoro-k@town-ohnan.jp
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田所公民館だより

学校と公民館が連携して、地域の方々と共
に学び合う講座「ふるさと学び合い講座」
。
瑞穂小学校２年生と一緒に「鱒渕カブ」をテ
ーマに森脇一昭さん（鱒渕下）のご指導のも
日（水）に種植えを行いました。

鱒渕カブは肥料をあげたり、肥沃な土で育

と、９月
てると、葉っぱしか育たたないため、代わり

16

作っていただいたブランコで遊びました。

人は川下りと生き物観察の

９月１日（水）に出羽川学習に出かけま
した。児童

２班に分かれ、見て、触って、体験して出
羽川について勉強しました。ハンザケ自然
館の伊東さんや出羽桜成会の皆さんにご
協力いただき、楽しく怪我なく学習会を終

も草刈りを行い

鼓の段に向けて

令和３年９月５日（日）に今年３回目
令和３年８月
日
９月 日（木）に二ツ山登山をしまし となる二ツ山整備を行いました。
（月）に江津邑智消防組
当日はどがあずしょう会のメンバーの
た。児童 人、先生３人、ボランティア
合瑞 穂出張 所立ち 会い
６人で瑞穂小学校を出発し頂上を目指し 他に瑞小の大屋校長先生や偶然通りかか
の もと 避難訓 練を 実施
ました。最初に着いたのは本丸。マムシの ってしまった瑞小の保護者さんも一緒に
しました。
お出迎えに皆ビックリ！続いて西の丸に 総勢 人で作業を行いました。
調理室からの出火を
到着。景色を眺め、勉強会をしました。最
登山道にはほとんど草は無く、頂上付
想定し、みずほ児童クラ
後にお楽しみのおやつを食べ、吉川さんに 近の草刈りと、数年間手つかずだった太
ブや 仕事づ くり セン タ

C邑南町
○

ました。
涼しくなりま
したので、秋の
二ツ山にもぜひ
登ってみてくだ
さい。

ーと も連携 して避 難が

した。

すみやかに完了しま

景色を見て疲れを癒やしました

にノゾミカブの種植えを行いました。
最初に森脇さんが挨拶すると、
「若い！」
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田所地区の人口
（8 月末)

男性 ８０４人

女性 ９３７人

合計１７４１人

高齢化率 44.05%

－９月－
２３日（木）瑞穂中学校体育祭
消火器の使い方も学びました
２６日（日）地域対抗陸上競技大会【川本町】
－１０月－
主事のひとりごと…『二ツ山の主！？』
７日（木）いちもくクラブ
9 月 5 日の二ツ山整備に参加しました。作業も終わ
９日（土）東光保育園運動会
り帰ろうとすると大きなヤマナメクジに遭遇！20cm
１４日（木）にもくクラブ
２１日（木）女性セミナー「映画鑑賞をしよう」
【田所公】13：30～
もあり、私も初めて見る大きさでビックリしました。
２１日（木）議員意見交換会【田所公】19：00～
この様子は 10 月 2 日からのおおなん情報局のマイア
３１日（日）ハンザケまつり代替の発表団体ＣＡＴＶ撮影日【田所公】 ルバムで紹介されますので、ぜひご覧ください。

－主な行事予定－

「声が力強い！」など子ども達から聞いてニ

一人のＯＬが実家のしじみ工場の再

13

田所をどがあずしょう会では、一緒に働いていただ
ける方を募集しています。
仕事内容は、おおなんカレーの販売促進、邑南ウッ
ドベースでの店番・木材加工（今後寄り合い処として
機能させていきます）など気軽に作業していただける
内容です。
田所が元気になるように頑張っていただける方、興
味のある方は田所公民館まで
お問い合わせください。

公民館のイルミネーションの様子

吉川正さんに色々質問しました

出羽橋の下で生き物観察をしました

ンマリ。その後、森脇さんが耕耘機で畑を耕

建に奮闘する物語です。

28

えることができました。

カレーのパッケージ選考の様子

種の植え方を学びました

○締 切 り １０月１５日（金）

し、種植えにとりかかりました。カブの種は、

○参 加 費 無料

とても小さいですが丁寧に植えていました。

お誘い合わせの上ぜひお越しください。

どんなカブが育つか今から楽しみです。

〇集合場所 田所公民館 農林研修室

「家が見えた！」と言う児童も
タイヤチューブで川下り！

耕していただきました

容 上映映画「川の底からこんにちは」
○内

時 １０月２１日（木）13:30～15:00
○日

18

15

女性セミナー第６講「映画鑑賞をしよう！」を下記 最初に説明を聞きました
の通り開催します。

