日（日）公民館環境部主催で円の板

てます

三滝観音滝ではダイモンジソウが
きれいに咲いていました。

環境部 円の板冠山登山
山頂からの景色は絶景でした♪
月
冠山登山を行いました。前日に雨が降り、天
候が心配されましたが、当日の朝には雨も落
ち着き、無事出発することができました。

日（月・祝）瑞穂地域の５つの公民

瑞穂地域公民館合同
秋の自然観察会
月

んと

名

皆でわいわい楽しく歩いていきま

した。今回の自然観察会に参加されたのはな

り、志都の岩屋神社まで行くコースで行きま

今回は出羽にある林道黒坊線から弥山へ登

館合同で秋の自然観察会を開催しました。

4

定です。来年度は高原にある自然探索をしま

この自然観察会は５公民館で今後も開催予

いものが沢山見付けることができました。

植物の解説もあって、普段見る風景でも面白

した。三瓶自然館サヒメルの松原さんによる

もの）、秋ならではの植物を見ることができま

だそうです。）や多種多様なきのこ類（可食の

した。白膠木（ぬるで・塗料に使われる植物

!!

道中、雨のため滑るところもありましたが、
なんとか頂上へ。８５９ｍの山頂からは瑞穂、
石見の景色が一望できました。
お楽しみの昼食では、焼き鳥缶を使った春
雨スープを作り、みんなで美味しくいただき
ました。下山後は道中にある三滝観音滝へも

11

すので、ご期待ください。

島根県の名水 100 選にも選ばれた
「志都の岩屋の薬清水」で淹れた
コーヒーは絶品♪

行き、観音堂への参拝をしました。この地に

24

20

伝わる話をお伺いしながら、地域の宝を体感

ープ作っ
山頂でス
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10
することができました。

冠山山頂で記念撮影♪
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この直前に主事は滑って
泥だらけになりました。

11

10

74

日まで実

やすい季節となりました

ので、全国統一防火標語

いいね

火の用心」の

の「ひとつずつ
！で確認

とおり、ひとつずつ、火

の元を確認して気を付け

火災を予防しましょう。

地区社協福祉セミナー

日（木）高原布施地

大盛り上がりでした。

月

上がりでした。

いコンサートがあり、大盛り

勝利さんによる心に響く暖か

セミナー後半は歌手の奥野

セージの大切さを感じました。

た。もしもの時に備えたメッ

神門さんにお話いただきまし

かんど

田市成年後見支援センターの

もしもの時の医療について大

エンディングノートの活用と

の（終活）」ということで、

今回のテーマは「もしもの時

セミナーが開催されました。

区社会福祉協議会による福祉

７

いいね！

火の用心」

日（金）高原保

る防火パレードが行われ
月

ました。秋季全国火災予
防運動が

15

施されましたが、乾燥し

11

11

「ひとつずつ
で確認
月

１

育園の園児の皆さんによ

11

ボランティアグループ「花和会」
邑南和楽で素敵な演奏を披露♪
月 日（日）矢上交流
センターで行われた邑南和
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
さんが出演されました。
町内外から 組の方々が
参加され、会場は大賑わい
の様子でした。

12

花和会の皆さんは 番目
に登場、細川たかしの「浪
花節だよ人生は」の歌に合
わせてスコップ三味線で演
奏、東廣司さん（谷川集落）
の鼓とともに息の合った素
敵な演奏を披露されました。
花和会の皆さん、東廣司
さん、素敵な演奏をありが
とうございました。
この日のために新調したスコップ、とっても
輝いていました
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邑南町の化石展

また、 月２日（土）、 日
高海の化石のほか、様々な化石を展示する
いにしえからの贈り物「化石」に想いをはせる
（土）には毎年開催されている 企画展が邑南町郷土館で開催されています。
」のプログラム 実際に触ることが出来る化石もありますので
「いわみん (※)
化石発掘体験に多数ご参加いただきました。
の一つとして「いにしえからの ぜひ行ってみてください。
贈り物『化石』を発掘しよう」
高原地区の馬場・入野・荻原などの周辺で
として、イベントが開催されま
発見される海産生物の化石は「高海の化石」
した。
として皆様ご存じの通り保護・調査を高海自
当日は子どもから大人まで多
令和元年度邑南町郷土館企画展
治会化石研究会の皆様を中心に行われていま
くの方々の参加があり、遠くは
す。毎年、小学校の授業の中で高海の化石に
広島からお越しいただきました。
ついて学びにきていただいています。今年も
天候にも恵まれ、大盛り上がり
主催 邑南町教育委員会
月 日（金）に瑞穂小学校、 月 日（月）
で化石発掘をしていました。
（電話 ８３ １
には石見東小学校の児童の皆さんが勉強に来
-１２７）
いわみんでの化石発掘は、他
られました。岩を割ると二枚貝や植物のよう
邑南町郷土館 （邑南町下亀谷 ）
に 月 日（土）にも開催予定
場 所
な部分などが見え「これが化石かな？」と目
電話 ８３ １
です。
-５８０
を輝かせていました。
月 日（金）～ 月 日（木）
開催期間

９時～

時
開館時間

12

毎週月曜日・祝祭日

11

休館日
入館料

26

210

都合により臨時休館する場合があります。
※

無料

邑南町郷土館

16

※いわみんは、、石見地方の歴史や文化・食や人などの魅力に
目を向け、そのまちに暮らす人が組み立てる小さな体験プログ
ラムを集めた、期間限定の「地域遊びイベント」です。
江津市にある（一社）イワミノチカラが約６年前から開催し
ています。

15

16

いわみん化石発掘体験の時に見つかった
化石も展示してます。

11

みなさん夢中で化石を探していました。
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日（水）高原地

町政座談会
多くのご意見を
いただきました
月

区の町政座談会が行われ

、多くの皆様にご参加い

ただきました。
本年２～３月に行われ

よっちゃん館長の～今日この頃～

とても寒くなってきましたね。皆さんお元気ですかぁ～ 開催されました。出席された方もおられたかと思いま

(

葵 ひなたてい

)

あおい 」さんによる講演

なんとハットウジが多いですね。私はペットボトルを改良 すが、当日は表彰があったのち理学療法士で落語家の
したハットウジ取り器で毎日捕獲中です。ハットウジが多 「日向亭

い年は昔から大雪になると言われたりしますが、全く雪が 会がありました。落語は面白く楽しい時間でした。

“ ”

無いというのも何か寂しい気もしますし、農家にとっては 「 笑 涯現役を目指す～生活習慣病をガツン！と予防～」

春の田んぼの水確保のこともありますからある程度の積雪 という演題です。道具を持たないで体操する「エアリ

ご意見等への各課からの

れますように、今年はイノシシの被害が多いように感じま の矯正や筋肉を鍛え、背中や膝の曲がりなどを防ぐ療

て雪が少なかったのでイノシシが多いという声を多く聞か 両手で力いっぱい引っ張ることによって背中の肩甲骨

は欲しいような気もします。それから昨年から今年にかけ ハ」による介護予防でした。強力なゴムがある想定で

回答、住民の皆様からの

すね。田んぼはしっかりと電柵などで侵入を防いでいるの 法です。腰や膝が曲がってくると段差があるところや

た議会アンケートで出た

ご意見や疑問に対して回

ですけど、普段出ないような家の近くまでも荒らしていま 風呂での転倒ではなく、普段使っている居間や台所な

ていました。
日に邑南町総合社会福祉大会が元気館で

にしたら良いそうです。皆さん頑張りましょうね。

た。案の定翌朝には鍬で起こしたように見事に耕してくれ 歯磨きをしたりするように日常的な癖としてするよう

両手でパンと柏手を鳴らしたらイノシシが走って逃げまし す。お金がかからない良い両方だと思いますよ。毎日

す。夜中に家の近くで何かいるような気がして窓を開けて どで電気コードや物につまずいて転倒するのだそうで

答させていただきました。
いただきましたご意見

をもとに改善すべきこと、

推進すべきことを整理し

日々の業務に反映してい
月

めっきり寒くなってきて、
もうすぐ冬ですね。毎年冬に
は、私が所属している悠邑ふ
るさと吹奏楽団の定期演奏会
が川本町の悠邑ふるさと会館
であります。今年は 月 日
土
( )時からです。聴きにい
っちゃろうか、という方がい
らっしゃれば嬉しいです。
最近息子は食事の準備をお
手伝い （＋観察・つまみ食い）
をしてくれるようになりまし
た。娘は動きが機敏になりま
した。日々成長を感じます。
（上田）

〔多くの皆さんのご参加をお願いします。〕

14

行事予定

令和元年 10 月末現在（前年同月）
男 性
４０８人（420 人）
女 性
４３５人（449 人）
合 計
８４４人（869 人）
世帯数 ３５１世帯（357 世帯）
高齢化率 ４５．８９％

さて、

高原地区の人口と世帯数

14

新年互例会・新春走ろう会

12

30

きますので、今後ともよ

※11 月号の「今月の一首」は
都合により休載いたします。

11

今回の旬の食材は、「ブロッコリー」
です。ビタミン C が豊富で、寒くなる
これからの時期に心配な風邪の予防に
も効果的です。ゆででサラダにして食
べるのもいいですし、炒め物、パスタ
やピザの具、シチューに入れるなど様
々な使い方ができますね。
体もあったまって、ブロッコリーの
栄養をまんべんなくとる料理としてポ
タージュ（スープ）もおすすめです。
適当な大きさに切ったブロッコリーと
玉ねぎをレンジで加熱し、牛乳と一緒
にミキサーにかけ、ナベで温めながら
コンソメ、塩コショウで味を整えたら
完成！簡単に美味しくブロッコリーを
食べることができます。風邪をひかな
いようにお気を付けください。

〔１月〕
１日

10

ろしくお願いいたします。

今の旬を味わう

〔１２月〕
１日 藤棚剪定（環境部・文化部合同）
※11/24 から日程変更となりました。
２５日 高原小もちつき・しめ縄づくり
３０日 ふれあいそば打ち教室

14
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