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◇寄り合いサロン

月号

◎邑南町公式アプリ
邑南町公式アプリがリリースされました！！邑南町公式アプリでは無線放送やデータ放送の
内容が、そのままスマホアプリで確認できます。操作は簡単、町外からでも無線放送の内容が
確認できる上、「広報おおなん」などへの外部リンクもあります。今後も情報を充実させ、もっ
と気軽にもっと便利に使っていただけるよう改善していく予定です。
とても便利なアプリです！ダウンロードや操作方法等がわからない場合は公民館までお問い
合わせください。

６月の寄り合いサロンは６月９日（水）に開催しました。
今回は石岡講師さんの運動教室の後に、石見さくら会ケアマネージャーの板屋さんに
落語の講演をして頂きました。昼食は、お弁当配布という形で各自お弁当をお持ち帰
りいただきました。
今回も参加者の皆さんには感染対策にご協力いただき開催することができました。
会場設営等でお手伝いいただきました皆さんもありがとうございました。
次回７月の開催はまた後日チラシにてご案内させていただきます。皆さんのご参加
をお待ちしています！

◇令和３年度出羽自治会総会結果
６月６日（日）に開催を予定しておりました出羽自治会通常総会ですが、今年
も新型コロナウィルス感染拡大防止の為、一堂に会しての審議方法ではなく、
代議員の皆様による書面決議という形をとらせていただきました。代議員の
皆様には回答票を令和３年６月５日（土）必着でご提出いただきました。ご協力
ありがとうございました。その結果について次のとおりご報告いたします。
【令和３年度 出羽自治会総会結果】
＜提出者＞ 代議員８１人中５７人提出（法人含む）
＜議 事＞ 第１号議案 令和２年度事業報告・決算報告
第２号議案 令和３年度事業計画（案）予算（案）
第３号議案 役員改選について

賛成５４ 反対０ 無効３
賛成５４ 反対０ 無効３
賛成５４ 反対０ 無効３

＜結 果＞ すべての議案について、過半数の賛成をもって可決されました。
＜意見・質問等＞ 郵便局交差点の温度表示板は復活しないのですか？
＜回 答＞
県央県土整備事務所に問い合わせたところ、2019年に故障し、修理ができないため撤去さ
れたもので、今後の設置については未定だそうです。
また、書面議決ではなく通常の開催ができたのではとのご意見もいただきましたが、感染を
考慮し、役員会で検討させていただき、書面での議決とさせていただきました。ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。

◇訂正とお詫び
七夕に向けて

７月 ７日の七 夕に向け 、６ 月
日（火）に出羽保育園園児さんが、
自分た ち で作 って くれ たか わい ら
しい七 夕 飾り を持 って 、散 歩が て
ら公民 館 に来 てく れま した 。準 備
した竹 に 思い 思い の箇 所に 飾り 付
けをしてくれました。
七夕 に 向け て、 さら なる 作品 づ
くりも し てく れて いて 、出 来次 第
また持って来てくれる予定です。
公民 館 ロビ ーに 展示 して いま す
ので、 保 育園 のみ んな によ るか わ
いらし い 作品 を、 ぜひ ご覧 くだ さ
い。
また 、 短冊 も用 意し てい ます の
で来館 さ れた 際に は皆 さん も願 い
事を書 い て飾 り付 けを して みて く
ださい。
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※令和３年度の総会資料に誤りがございました。
下記の通り訂正させていただきます。
大変申し訳ございませんでした。
＜訂正箇所＞ 令和３年度総会資料P10
寄付者ご芳名

出羽地区社会福祉協議会からのお知らせ
書面決議による令和３年度総会の議案が
承認されました。ありがとうございました。
招魂慰霊祭及び万灯会は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止などにより、中止と
いたします。
出羽地区の人口・世帯数
(令和3年5月31日現在）

人口
男
女
世帯

８０８人（
４１０人（
３９８人（
３８９戸（

－３）
－９）
＋６）
＋１)

（ ）内数字は前年同月との比較
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平和学習～写真で見る平和学習パネル展開催 ～
［文芸の会 ］今月の一首

佐 田 光

土蔵の まえに埋まれる 叩き石
藁打つ夕べ 遠く偲ばゆ

町内全公民館で以下の日程でパネル展を開催します。出羽公民館での展示は
７月２３日（金）～８月６日（金）までです。 他の公民館では６月８日（火）
から始まっていますので是非ご覧になってください。たくさんの参加お待ちし
ています。

文芸誌「大耕」第28号

◆募集締切◆６月３０日(水）

子

邑南町公民館連絡協議会では文芸誌「大耕」第２８号の発
行にあたり、作品を募集します。募集内容は、短歌・俳句・
詩・随想・漢詩・川柳です。詳しくは公民館のチラシをご覧
になるか、出羽公民館までお問い合わせください。
※締切が近づいておりますのでお早めの提出をお願いします。
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先月号で、出羽公民館で行われている自主教室について紹介をさせてもらいました。その後、文字だ
けよりカレンダー形式の方が見やすいとの貴重なご意見をいただいたので、今月号からはカレンダー形
式で毎月の自主教室等の予定をご紹介します。※急な変更等あった場合は変更となる場合もあります。
スペースの都合により文字が小さくてスミマセン･･･。詳細やご不明な点などありましたら、お気軽に公
民館へお問い合わせください。今後は公民館や地域内の行事なども入れていこうと思います。

ホッとひといき

皆さん、こんにちは。事務員の岡田です。
今年は今のところ雨の 少ない梅 雨ですね。 我が家
は先月からムカデの登場 に悩まさ れています …。今
年はムカデが多いと聞き ましたが 、もう何匹 我が家
に来たことか…。対策も していま すが、まだ 来られ
ます。何かいい対策があ りました ら、ぜひ教 えてく
ださい！
さて、今月ご紹介する 本は、『 寺地はるな 作
今日のハチミツ、明日の私』です。
中学の時、いじめを受 けて生き る意味が分 からな
くなっていた碧は「明日 なんて来 なければい い」と
思っていた。そんなある 日、見知 らぬ女性か ら声を
かけられ、蜂蜜をなめさせられこう告げられた。
“蜂蜜をもうひと匙足せ ば、あな たの明日は 今日よ
り良くなる…”。そしてその小さな蜂蜜の瓶をもらっ
た。
それから３０歳となっ た碧は恋 人の故郷で 蜂蜜園
の手伝いを始めることに。そこで様々な人と出会い、
たくさんの人と関わりな がら不思 議な偶然が 重なっ
ていきます。碧は全
く縁もゆかりもなかっ
たこの場所で生きて
いき、自分らしさを
取り戻します。
ぜひご覧ください。

