月

田所公民館とどがあずしょう会では雲海イベン

令和４年１月１日（土）
分に集合

ト で培った 経験と知識を もって二ツ 山で初日 の出

時

を見るイベントを計画しました。
日
田所公民館に６時
無料

公 連協で は
月５日（日）にふるさ
月４日（土）に２年ぶりとなる人
と 講座 を志都 の 岩屋と 弥山 を舞 台に開 権講演 会 を開催 しま した。 しか し新 型

催 しま した。 ガ イドの 日高 學さ んのお コロナ 対 策のた め講 師は鳥 取、 生徒 は
話 を聞 き、志 都 の岩屋 の歴 史を学 んだ 中学校 、 保護者 と田 所地区 の方 は公 民

いまど

あ とに 弥山に 登 りまし た。 途中で 真っ 館での 受 講とな りま した。 講師 の今度
二 つに 割れた 岩 の前で 記念 撮影を しな 珠美さ ん はネッ ト依 存にな らな いため

が ら頂 上を目 指 し、頂 上で は天気 が良 に自分 で必 要な 約束 を考え るこ とを生
く三百六十度の景色が楽しめました。 徒達に伝えておられました。

月の土

公民館まつりが中止だったため 、出

ZOOM で研修を行いました

参加料

12

ます。

祈っており

きることを

りが開催で

ご覧ください。来年こそは公民館まつ

日の長尺番組で放映中ですのでぜひ

演 予 定 団体 の 発表 を 撮影 し

弥山には様々な石が一杯

暖かい服装でお越しください

歌詞作成④紙芝居作成を選択し、３月

中から① 看板作 成②ポ スター 作成③

どの提案も面白そうでしたが、その

ればいいか発表をしてくれました。

に久喜銀 山を 有名にす るには どうす

ィネーター、公民館主事が出席し、更

員、教育委員会文化財係 、学校コーデ

６年生ですが 、今回は久喜銀山保全委

習し、学習発表会で劇にして発表した

山会議を開催しました。久喜銀山を学

月８日（水）に６年生教室で銀

万葉集でも詠まれた志都の岩屋

そ の他

なお 、前日までに 大雪が降っ た場合や 、当日に
雪や雨が降る場合は中止とさせていただきます。
参加 をご希望の方 は田所公民 館までお 申し込み
ください。
（氏名と連絡先を教えてください）
また 、別添のチラ シのとおり 新春走ろ う会・新

センチ近くあ

し た。収 穫後 には教 室で 森脇 一昭さ ん

り ました ）を 一生懸 命に 収穫 してい ま

ったカブ（大きい物は

ミ カブの 収穫 を行い まし た。 立派に 育

月９日（木）に９月に植えたノゾ

年互礼会と新春書き初め大会も開催いたします。

日（金）に毎年恒例の植樹

が行われました。当日は、樹幹ネット
ワークの方が中心となり、森林組合、
役場農林振興課職員、瑞穂地域各公民
館館長・主事も参加しました。
生徒達は学校から鱒渕の山まで歩

の お話を 聞き 、児童 から もた くさん の

12

の卒業ま でに完 成を目 指して 取り組

12

田所公民館の会場の様子

西鱒渕ひまわり会

詩吟教室

大正琴教室

瑞穂キッズダンス教室
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26

いて来て、作業後も元気一杯で帰って

立派に育ったカブ畑

12

んでいきます。

空手教室

12

質問がありました。
皆で協力して作業していました

11

いきました。

なかなかの急斜面です

令 和 ３ 年 １ ２ 月 号

田所公民館だより

森脇さんが葉の処理をされました

女性セミナー第１０講「文士さんと楽しく体を動

「元気ですか！」でおなじみの講師：三宅文士さ

お誘い合わせの上ご参加ください。

23

の田が

は耕作放棄された田が極めて少

樹等が作付されており、休耕又

田で水稲・飼料用稲・野菜・果

地にもかかわらず、ほぼ全ての

あります。耕作条件が悪い山間

7

月

月
日（土）に邑南町健康センター元
気館において、記念行事が開催されました。来
賓には丸山島根県知事や野津島根県教育委員
会教育長が来られ、基調講演や事例発表が盛大
に行われました。
当時、久喜銀山では銀の精錬に欠かせない鉛
もたくさん採れ、スラグの成分を分析した結果
石見銀山での銀の精錬に
久喜銀山の鉛が使われて
いた可能性が高いという
発表もありました。
興味の尽きない久喜銀
山ですが、邑南町内にあ
る関連史跡も注目してい
きたいですね。
20

日（土）に、公民館学級

11

ありがとう

た。

いただきまし

きれいにして

ましたが外も

模様ではあり

あいにくの雨

した。また、

ていただきま

間で綺麗にし

毒などを短時

窓拭きや草刈り・草取り、机の消

公民館清掃をしていただきました。

の方々を中心とした有志の方々で

11

ございました。

－主な行事予定－

C邑南町
○

今年もイルミネーションの季節になりました

月 日（火）に、たかはら市肉を喰う会へカレー
パン 個とレトルトカレーの販売に行きました。雨のた
め室内開催でしたが過去最高の人手でカレーパンは開始
分で売り切れ。川本町から来られてカレー販売をされ
ていたカフェＩｒｏｈａｋｏさんが「ご飯はあるけどカ
レールーが無くなった」とのことで急遽おおなんカレー
を提供しました。思いがけないコラボとなりましたがあ
っという間に完売しました。
また、今年も公民館周りにイルミネーションを設置し
ました。１月末頃まで点灯しますのでご覧ください。
30

ないです。

元気館アリーナ内の様子

田所地区の人口
（１１月末)
早いものでもう師走ですね。日本国内では新型コ

主事のひとりごと…『二つ山』

ロナが収束し日常が少しずつ戻ってきていますね。 男性 ８００人
田所公民館でも２年ぶりの新年互礼会の開催や、元 女性 ９４３人

旦には二ツ山で初日の出を見たいと思っています。 合計１７４３人
高齢化率 44.23%
ご参加をお待ちしています。

－１２月－
２４日（金）瑞穂小・瑞穂中終業式
２８日（火）仕事納め
－１月－
１日（土）二ツ山で初日の出を見よう
２日（日）新春走ろう会・新年互礼会（田所公民館）
４日（火）仕事始め
６日（木）新春書き初め大会（田所公民館）
１１日（火）瑞穂小・瑞穂中始業式
２０日（木）さんもくクラブ
２５日（火）女性セミナー

27

11

30

道明集落には、

たかはら市 高原公民館内で賑やかに開催されました

ha

鰐淵寺境内から見た紅葉

○日
時 １月２５日（火）１４:０0～1５:30
〇開催場所 田所公民館大ホール
○持 参 品 タオル・飲み物
〇参 加 費 ３００円
○定
員 ２０名
〇締 切 り １月２１日（金）
※詳細は公民館にお問い合わせください

女性セミナーでは新型コロナウイルスが全国的に
収まったので、 月 日（木）にマイクロバスで
鰐淵寺と出雲大社に行ってきました。
鰐淵寺は紅葉が有名であると同時に、武蔵坊弁慶
が修行したお寺として知られています。噂通りのき
れいな紅葉でした。
続いて昼からは出雲大社の散策を行いました。お
参りもしましたが神在月ということで、御利益も多
めにあるのではないでしょうか。
女性セミナーでは楽しい催しを毎月開催していま
す。興味のある方はぜひご参加ください。

しょう。

18

参加者全員で記念撮影をしました

んをお招きします。みんなで楽しく身体を動かしま

11

かそう！」を下記の日程で開催します。

