回高原布施地区民体育大会が開催され

月

日（日）、星が丘グラウンドにて

白熱の高原布施地区民体育大会
快晴の空の下、開催
第
ました。

昨年は台風により中止となりましたが、

催することができました。総勢２９１名の

皆さんが集まり、とても賑やかに、時には

白熱した体育大会となりました。

令和初の体育大会の結果は、約４半世紀

ぶりに赤（２班）が優勝されました！おめ
でとうございます。

４位

（全体の順位は左記のとおりです。）

３位

事前の準備や当日の運営に至るまで体協

２位

赤（２班）
白（１班）
緑（３班）
青（４班）

1位

の皆様はじめ関わった多くの皆様大変お疲

第 64 回高原布施地区民体育大会
総 合 順 位

13

!!

64 10

れ様でした。ありがとうございました。

各色、堂々とした入場行進です。
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こうげん

今年は天候も落ち着き無事グラウンドで開

体育大会、最初はラジオ体操で体を暖めましょう
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公民館使用料変更のお知らせ

２７０

図書室

２７５

図書室

２７０

娯楽休養室

２７５

娯楽休養室

２７０

生活相談室

２７５

生活相談室

２７０

農業研修室

２７５

農業研修室

２７０

青年研修室

２７５

青年研修室

２７０

婦人研修室

２７５

婦人研修室

２７０

老人研修室

２７５

老人研修室

２７０

調理実習室

８２５

調理実習室

８１０

１，１００

体育館

１，０８０

創作室

５５０

創作室

５４０

※冷暖房使用の場合は「単価 ×０．３× 時間数」を加算します。町外者利用
の場合は２倍、営業目的の場合や入場料徴収の場合は４倍の料金となります。

高海冠寿会の皆さんで

会議室

ボランティアグループ「花和会」

２７５

10

会議室

公民館の環境整備

体育館

消費税改定にともない、 月１日より公民館使用料が
左表のとおり変更となります。ご不便をおかけしますが、
ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

１，０８０

日（木）高海

大ホール

月

１，１００

冠寿会の皆さんに、公

大ホール

民館周辺の環境整備を
していただきました。
公民館正面から体育
館周辺までとてもきれ
いに整備していただい
たおかげで、とても気
持ちよく公民館をご利
用いただけるようにな
りました。早朝より肌

使用料（円 / 時間）

17

寒い中、ありがとうご

部屋区分

10

ざいました。

使用料（円 / 時間）

邑南和楽出演決定

10

邑南和楽チャリティー
「演歌のまつり」

月 日（日）矢上交
流センターで行われます
邑南和楽チャリティー
「演歌のまつり」に、園
芸ボランティアグループ
「花和会」の皆さんが出
演されます。
カラオケにあわせてス
コップ三味線の素敵な演
奏を披露されます。ぜひ
とも応援をよろしくお願
いします。当日の様子は
次回のこうげんで紹介予
定です。
11

日時
令和元年 月 日（日）
午前 時～
会場
矢上交流センター大ホール

部屋区分

!!

11

変更前使用料一覧
変更後使用料一覧
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良い感じに焼けたよ♪イェーイ！

とっても美味しくできました♪

美味しくできたかな？

学校へ行ってきます！

夜は布施地区の皆さんのお宅へお伺いし、
昼食後、八色石地域にあ
る龍岩神社にみんなで参拝。民泊をさせていただきました。普段と違う環
２泊３日通学合宿～公民館から学校へ行こう♪～
とても爽やかな天気の中、 境で、早々と寝た人もいれば、なかなか寝付
「感謝」の気持ちを持って、たくさんの事を学びました。
子どもたちは階段をかけあ けなかった人もいたようで、翌日には若干眠
そうにしている人もいました。
がっていきました。
月６日（日）～８日（火）までの２泊３日
翌日は月曜日、みんなでスクールバスに乗
大人たちは・・・頑張っ
で高原公民館・布施公民館合同の通学合宿を実
てのぼりました。参拝後、 って登校、道中もお話が盛り上がっていまし
施しました。高原小４～６年生の 名が通学合
長源寺で坐禅体験をさせて た。２日目は高原公民館で宿泊。みんなで夕
宿に参加をし、次の３つの事を目的に活動を行
いただきました。静寂の中 食を作りました。今回の夕食のメニューは
いました。
で坐禅をすることで、色ん 「オムライス」「イノシシ肉・鶏肉のから揚げ」
なことを感じ取ってくれた 「白菜サラダ」「米粉のクッキー」。みんなで
① 集団生活でのルール・マナーを学ぶ
協力して、とても美味しく出来ました♪
と思います。
② 宿泊やもらい湯等で協力していただく
夜は高原地区の皆さんのお宅へもらい湯を
地域の方々との関りから「感謝」の気
させていただきました。公民館に戻ってから
持ちをもち活動すること
もまだまだみんなは元気いっぱい、とっても
③ 地域にある宝を知り・学ぶことで自分
賑やかに遊んでいました。そして、最終日は
たちが暮らすこの高原・布施をより一
みんなで片づけをして、元気に学校に行きま
層好きになってもらうこと
した。
通学合宿実施にあたり、宿泊やもらい湯、
初日は布施公民館に集合し、みんなで昼食づく
食事準備など多くの方々のご協力をいただき
り。レンガでピザ窯を作って焼く手作りピザ、羽
ありがとうございました。また、参加された
釜で炊いたご飯のおにぎり、豚汁の３つをみんな
児童及び保護者のみなさん３日間お疲れ様で
で協力して作っていきました。
した。ありがとうございました。
レンガで大きな窯を作りました。
うまく焼けるかなー？

龍岩神社の前でピース！

みんなとても良い姿勢で坐禅をしてました。
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今の旬を味わう

今回の旬の食材は、「きのこ」です。

しいたけ、エリンギ、舞茸と多種多様

なきのこ、最近は健康ブームで「きの

こで菌活」というフレーズもあります

ね。さっと焼いて食べるのも美味しい
ですが、簡単かつ美味しくいただける
料理を紹介します。
お好きなきのこを一口大にちぎり耐

熱ボウルに入れます。その中にオリー

ブオイル（ごま油・サラダ油でも大丈

夫です）をきのこの全量の ほど入れ

醤油を３回しぐらい入れ、ラップをし

て８００ワットで２分程度温めます

重たいものを持った覚えはないのですが、立つのも

私は９月末にギックリ腰になってしまいました。

から動き方や姿勢に気を付けたり、腹筋や背

うですが、ギックリ腰にならないように日頃

ギックリ腰の原因ははっきりしていないよ

しれないのでエコー検査も受けましたが、異常ない

止め薬をもらって楽になりました。内臓のせいかも

にあわれた方々にお見舞い申し上げます。皆

られた方にお悔やみ申し上げるとともに被害

方面で甚大な被害をもたらしました。亡くな

みから「魔女の一撃」とも呼ばれているそうです。

れるかわかりません。日頃から災害に備える

言われるように何時どのような災害に見舞わ

〔１１月〕
１日 防火パレード
４日 秋の自然観察会～黒坊線から行く志都岩屋弥山～
７日 福祉セミナー（高原布施地区社会福祉協議会）
２３日 肉を喰う会（高原を楽しくする会）

食欲の秋ですね。娘は離
乳食をはじめましたが、
おかゆが美味しかったの
か、もっと欲しいと目で
訴えかけてきます。息子
は最近食べれるものが増
え、ご飯の作りがいが出
てきました。そんな様子
を見ながら癒されてます。
朝晩冷えてきたので、体
調を崩されないようお気
を付けください。
（上田）

〔多くの皆さんのご参加をお願いします。〕

よっちゃん館長の～今日この頃～

歩くのも寝るのも辛かったです。整体院に行ったら

保つことが重要だそうです。

「今年はギックリ腰で訪れる方が多い。天候のせいか 筋などの十分な筋力を鍛えることや柔軟性を
内臓が弱りギックリ腰になるようだ」と言われてい

号では中部、関東、東北

ということで安心しました。しかし肝臓の数値が高

さんのご親族やご親戚などには被害にあわれ

ところで、台風

いのでお酒を控えたほうが良いといわれましたが、

た方はなかったでしょうか。これから寒い季

ました。それでも良くならないので結局病院で痛み

お酒とタバコは絶対に止められませんと伝えたらお

節を迎えますので一時も早い復旧を願ってい
ます。私たちのところは被害はありませんで

医者さんは笑っておられました。
インターネットで調べたらギックリ腰は正式には

重いものを持ち上げた特に発症するだけでなく、

準備や自治会等による訓練等が大事だと改め

「急性腰痛」と言われますが、欧米ではその激しい痛 したが、災害は忘れたころにやってくるとも

お辞儀をしたときとか立ち上がろうとしただけでも

て感じさせられました。

行事予定

令和元年９月末現在（前年同月）
男 性
４０８人（421 人）
女 性
４３６人（450 人）
合 計
８４４人（871 人）
世帯数 ３５２世帯（358 世帯）
高齢化率 ４５．８５％
〔１０月〕

（お持ちの電子レンジによっては時間

ギックリ腰が起こる状況は多岐に渡るようです。

春江

町政座談会（高原地区）

３０日

が前後します）きのこがしんなりした

らさっと混ぜて完成です。

今月の一首
なみ

冠山の裾野に見へて晩秋の朝霧晴れし遠き山脈
藤岡

苗植へて十年経たる秋明菊今年も庭につつましく咲く
高原短歌会

高原地区の人口と世帯数

1/3
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