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新型コロナウイルスの関係で、全国的にマスク不足となっています。何かとマスクが必
要なことが多い今、簡単にできるマスクづくりの方法をご紹介します。（主事も花粉症でマ
スクが手放せないので、とても重宝してます…）

④輪っかにしたゴムひもの間を通して

１回

２回

ハンカチをおりたたみます。
①ハンカチをまんなかに向かって

※つけやすいサイズに輪っかの
大きさは調整してください。

２回おりたたみます。

②はなが当たるところの内側にビニタイ
をセロテープで貼ります。

③不織布をハンカチの間に
はさみこみます。
マスクのできあがり！

ハンカチを織り込んで輪に
なっている側を下にします

（着用例）

[２]

令和 2 年 3 月 19 日発行

高原公民館だより「こうげん」

旬のものを

美味しく食べて元気に

日本はもとより、世界各地で新型コロナウイルスの

[ 材料 ]
春キャベツ…２～３枚
海苔…大きいの１枚
めんつゆ（濃縮）…小さじ２
ごま油…小さじ１
ごま…小さじ１

大流行で心配な日々が続きますね。新型コロナウイル

[ 作り方 ]
１．春キャベツと海苔を一口大に
ちぎります。
２．ボウルにすべての材料を入れ
て混ぜ、器に盛り付けたら完成！

スに限らず、元気に過ごすために、美味しいものをし

春キャベツの
海苔和え

っかり食べて、しっかり休息をとることが大事ですね。

[ 作り方 ]
[ 材料 ]
１．しょうがは皮付きのまま千切
お米…２合
りします。ツナ缶は半分ぐらい
しょうが…小１片
油をきっておきます。
ツナ缶…１缶
２．といだお米に水を４５０ｍｌ
粉末だし…小さじ２
入れ、調味料と具材を入れ軽く
醤油…大さじ１と 1/2
混ぜます。
料理酒…大さじ 1/2
３．そのまま炊飯して、炊けたら
塩…ひとつまみ
完成！

今回は旬の食材をつかった献立を定食形式で紹介しま

す。

ツナとショウガの
炊き込みご飯

ブロッコリーと
人参の味噌汁
[ 材料 ]
ブロッコリー…1/2 株
人参…小 1/3 本
油揚げ…1/2 枚
粉末だし…小さじ 1/2
みそ…適量
水…適量

春野菜のサバ
味噌煮のせ

※今回は菜花で作ってみました♪
サバ缶だけではなくイワシやサ
ンマでも美味しいですよ！

[ 作り方 ]
[ 作り方 ]
１．具材を一口大に切ります。
[ 材料 ]
１．野菜は軽くゆでるかレンジで
２．小鍋に具材を入れて、具が浸る
サバ味噌煮缶…１缶
少し加熱して、一口大に切り器
まで水を入れます。
束ぐらい
2
春野菜…1/
に盛り付けます。
３．沸騰してから中火で５分程度煮ます。
ごま…小さじ１
２．野菜の上にほぐしたサバ味噌
４．粉末だしを入れて、味噌を溶かし、
煮をのせてごまをちらして完成！
器に盛り付けて完成！お好みで七味唐辛
子をかけても美味しいですよ。
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お知らせ広場

[ 邑南町文芸誌『大耕』作品募集 ]

[ 公民館新規教室・講座募集 ]
公民館では現在、写真やトールペイント
、フットサルなどの様々な教室や講座など
が行われています。公民館でこんな教室が
あればやってみたい、こんな活動をしてみ
たいというのがあれば、部屋の利用のこと
はもちろん使う設備のことなどなど…ぜひ
公民館にご相談ください。「やってみたい」
「学んでみたい」をサポートします。
また、現在活動している教室・講座に参加
してみたい場合も、ぜひご連絡ください。

毎月
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邑南町文芸誌『大耕』第 27 号を
令和２年度に発刊します。大耕に
掲載する作品を大募集中！短歌、
俳句、川柳、詩、漢詩、あなたの
作品をぜひ掲載しませんか。どな
たでも大歓迎、力作をお待ちして
ます！
作品申込締切
令和２年６月３０日（火）
お問合せ
出羽公民館
電話 83-0912
（IP 050-5207-5200）

１９日 は

になることから毎月１９日を「食育の日」
としております。
の日です。
〇「孤食」をしない
〇家族や友達とそろって楽しく食卓を囲
「食育の日」は平成 17 年の食育推進基本 もう
計画の策定に伴い、食育を国民運動として 〇家族で一緒にご飯を作ってみよう
推進するために定められました。
〇きちんと朝ご飯をとろう
食育の日は
〇感謝の気持ちを込めて、「いただきま
す」「ごちそうさまでした」を言おう。

食育

など、自分や家族の「食」について考える
一日にしてみましょう。
［食育の日について問合せは］
生涯学習課 83-1127（IP 050-5207-5100）

[ 写真撮影について ]
公民館行事の際に写真
を撮影し、公民館だより
やおおなんケーブルテレ
ビへの投稿で使用するこ
とがあります。
使用に際してご都合の
悪い場合は高原公民館へ
お知らせいただきますよ
うお願いいたします。

〔４月〕
３日 高原保育園入園式
９日 高原小学校・瑞穂中学校入学式
１７日 高原文化財愛護協会総会（高原公民館）
※新型コロナウイルスの関係で変更となる場合がありま
すのでご承知おきください。
高原公民館活動推進協議会総会は、日程確定後に関係者の
皆様へご案内させていただきます。
邑南町マスコットキャラクター
『オオナン・ショウ』

高原小里山授業

モニュメントづ く り

ほっと一息、おやつタイム

①片栗粉は少量の牛乳で溶いてから、材
料を小鍋で火にかけて混ぜます。
②とろみがついたら火を止めて混ぜます。
③スプーンですくって水の張ったボウル
に入れ、粗熱をとったら完成！

よっちゃん館長の～今日この頃～

新型コロナウイルスが世界的に蔓延しパンデ 見ていると目や色々なところに影響がありますから、

ミック状態の世界的な大流行となっていて、新 するんだったら時間を決めて楽しみましょうね。

型コロナウイルスの終結がなかなか見えません それにしても様々な集会やイベントが延期や中止にな

が、皆さん手洗いや消毒、マスクの着用などの って、町内のサービス業や企業などにも影響が出てい

対策をしていますか？ 専門家は屋内から出る るようです。特に海外から部品や製品などを調達して

とき、また屋内に入るときなどこまめに手洗い いるメーカーなどは部品などが調達できず、電気製品

や消毒をするよう勧めています。自分はもちろ や水回り製品などの納入ができないなどの状態がある

ん家族や他人にもウイルスを感染させないため ようです。また、保育園や高齢者施設などの閉鎖がで

です。面倒だと思われるかもしれませんが、ひ きない施設のご苦労は大変だとつくづく思います。

早くこの状況が収まっ

とり一人が気を付けることによって感染を防ぎ これから色々な職場で異動の時期なのですが歓送迎会

早い終結が図られると思います。まだ島根では はどうなるのでしょうかね？

令和２年２月末現在（前年同月）
男 性
４０５人（417 人）
女 性
４３２人（444 人）
合 計
８３７人（861 人）
世帯数 ３４８世帯（355 世帯）
高齢化率 ４５．８８％

）
…

…

発生事例がありませんが、邑南町で蔓延しない て飲みに行きたいなぁ～って思っているのは私だけで

っていきます。

（上田）

出来ることをしっかりと頑張

考えることができるので、今

返りと次年度に向けた企画を

ょうが、今年はじっくり振り

の諸々でバタバタするのでし

３月、いつもであれば年度末

クマった（困った困った）

なかなかできなくてクマった

行事も中止、延期で会議も

よう努めましょう。子どもさんたちはお家でど しょうか。（飲みすけヨッチャンのひとり言

したらダメって言

う過ごしていますかねぇ～。ゲームやスマホな
どばかりしていませんか？

うんじゃありませんよ。インターネットもため

高原地区の人口と世帯数

になることもたくさんありますからね。長時間

※３月号の「今月の一首」は
都合により休載いたします。

ほっと一息ついて休憩、そん
な時にちょっとしたお菓子があ
ると嬉しいですよね。
現在、全国各地の学校が休校
になった関係で、牛乳販売に大
きな影響が出ています。色々な
アレンジレシピも紹介されてい
るので、その中から簡単に作れ
るものをご紹介します。

牛乳…２００ｍｌ
片栗粉…大さじ３
砂糖…大さじ２～３

進行中

高原を楽しくする会山の学校
メンバーを中心に昨年７月から
行っている里山授業、小学校の
裏山の整備と活用について子ど
もたちが全力で考えたアイデア
をカタチにしていっています。
現在、裏山にこの里山授業の一
つのカタチとして展望台を作っ
ています。本当であれば子ども
たちと作り上げていきたいので
すが、新型コロナウイルス等の
状況により大規模に集まっての
実施が難しいことから、山の学
校メンバーを中心に少人数で制
作を進めています。どんな展望
台ができるのか、ぜひご期待く
ださい♪

[ ぷるぷる♪ミルクもち ]
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