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こうげん

貴重なものが見ることができました。

に「準絶滅危惧種」として分類されます。

高海冠寿会の皆様か

らタオルをご寄贈いた

だきました。調理室や

館内清掃時に活用させ

した。

ありがとうございま

賑やかになりました。

のお家の中がとっても

ただきました。メダカ

からメダカをご寄贈い

田岡幸枝さん（荻原）

滅のおそれがある野生生物の種のリスト） ていただきます。

カワモズクは環境省レッドリスト（絶

す。

限られた場所でしか見つからないそうで

した。きれいな川にしかなく、町内でも

石の表面にはコケのような …
でも言わ
れてみればモズクのようなものがありま

の石を持ってこられました。

あったよ」とこぶし２個分ほどの大きさ

公民館に地域の方から「カワモズクが

カワモズクって何？

こまめな換気

約２か月ぶりの開館

こまめな手洗い

４月上旬から公民館を閉館しておりましたが、
６月１日（月）より開館、教室や会議などでご利
用いただけるようになりました。
ただし、新型コロナウイルスの感染防止対策の
ために左記のことに気を付けながら利用をお願い
することとなります。引き続きご不便をおかけす
ることがありますが、感染防止のためご協力をお
願いいたします。
公民館閉館時にはひっそりと静まり返っていた
館内が、徐々に賑わいを取り戻してきました。日
に日に暑さが増していますが、また、お気軽に公
民館へお立ち寄りください。

１．自身の体調が悪い時は参加を見合わせる。
２．マスクを持参、着用する。
３．手指の消毒、手洗いをこまめにする。
４．部屋を定期的に換気する。
５．3 密（密閉・密集・密接）をさける。
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地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介
写真教室の伊藤美奈子さん（高見町）から、こうげん 5 月号の藤の花のことから一昨年の藤見のお茶会の
ことを思い出して、平成 30 年の時の藤の写真と一緒に寄稿していただきました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
外出の自粛、三密の回避、緊急事態宣言まで
だされました。家での生活が長くなり、人と
出会ってお喋りする事が少なくなりました。
そんな中での高齢者にとり頭の体操、体を
動かす事が大切だと聞き、私は「気がかりな
言葉調べ」をしてみることにしました。気が
かりな言葉調べにより言葉の確かな意味が把
握でき納得し、考え方が広がり気持ちが少し
ずつ落ち着き始めたところです。
次に調べた言葉を少し紹介します。
中傷（ちゅうしょう） 根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を傷つけること
誹謗（ひぼう） 他人の悪口を言うこと、他人の事を悪く言う、けなす、非難する
迅速（じんそく） 極めて速いこと。非常にすばやいこと
要請（ようせい） 必要なこととして強く願いを求めること
大衆を指導し心服させる、超人的な資質や能力
地域団体たかはらんど（代表
柘植賢志さん（出店口））

が、邑南町の自然から生まれた香りを活かす「イワミアロ

マ」プロジェクトの一つとして、高原の素材「ファームワ

ダのビーツ」「玉櫻酒造の酒粕」「摘み樹ガーデンのキクイ

日（日）から販売しました。

14

モ」を使い、矢上のシックス・プロデュースと共同開発し

たタカハラアイスが６月

同日、道の駅みずほで店頭販売イベントを実施され、荒

天の中ながら大盛況で１４０個以上売れる大ヒットとなり

※キクイモは後日発売予定です。

ました。高原地区ではファミリーショップうめださんで購

入できますので、ぜひご賞味ください。

先月から開始している動画配
信、おおなんケーブルテレビで
の紹介も見ていただいたかと思
いますが、これから色んな動画
を作っていきますので、ぜひご
覧ください。（館内でも見るこ
とが出来るように準備中です）

﹁タカハラアイス﹂販売開始

カリスマ

!!
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お知らせ広場
[ 今やってること、みんなに見てほしいもの大募集！！ ]
今、なかなか集うことが出来ませんが、「こんなことを頑張ってるんよ」とか
「これ皆に見てほしいな～」「面白いものができたで～」など、皆さんの頑張って
いるものを公民館で発信をさせてください。写真や動画、はたまた文章でもどん
な形でも大丈夫です！公民館だよりなどの紙面上や動画での配信などなど、様々
なもので発信ができます。
また皆さんが公民館に気軽にお越しいただける状況になりましたら、館内での
展示等もさせていただきたいと思います。
どんな内容でも大丈夫です、お気軽にご連絡ください。

[ 高原公民館一斉清掃のお願い ]
毎年地域の皆様にご協力をお願いしております、高原公民館の
一斉清掃を以下の日程で実施します。暑い中での実施となります
が、ご協力をお願いいたします。
令和２年

７月１２日（日） 午前７時から

〔作業時間は 1 時間〜 1 時間半の予定です。〕
〔もってくるもの〕
草刈り等の道具、帽子・タオル（熱中症対策）
マスクやフェイスシールド（感染症対策）
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、当日は参加者
名簿の作成をしますので、ご協力をお願いします。

フェイスシールドは
こんな形の顔の前面
をおおうものです。
※フェイスシールドはお持ちの場合のみ
持ってきていただければ大丈夫です。

食事処こうげん

今 月の
いっぴん
気軽に作れる簡単な料理を紙面
と動画ででご紹介いたします。今
回は、いちごを使ったサワー、公
民館の敷地でいちごが採れたので
作ってみました。冷凍イチゴやこ
れから採れるブルーベリーなどで
も美味しくできます。

１００グラム

材
[料 ]
いちご １５０グラム
氷砂糖

作
[ り方 ]
①いちごを水洗いして、へた
をとります。
②氷砂糖と果実酢を計量して
いちごと一緒に密閉容器に
いれます。
③氷砂糖が溶けるように時々
混ぜて、３日ほど置いてお
きます。
④色が出て、氷砂糖が溶けた
ら完成！お好みの濃さに割
って飲んでください。

から来るのか悪さをしてかないません。皆さん

していませんが、何もしていないところはどこ

ました。田の周りは電柵をしているので悪さは

りで水が来ないわけで汗だくで水路の掃除をし

で水路をよう～に埋め尽くしていました。どお

の際を掘って掘って掘りまくって大きな石や土

と思い点検に行ってみると、イノシシが用水路

ので井出の堰板や水路の落とし板が外れたのか

したが、今月初めに用水路の水がとても少ない

先月の便りで今年はイノシシが多いと書きま

陰の環境を好むそうで、やっぱり自然の笹の葉に囲

れた経験があります。ゴーランは風通しのよい半日

ーランの周りを刈って柵をしたらあっという間に枯

なりました。人が取ってはいけないと思い咲いたゴ

したが、毎年田の影切りを続けていたら咲くように

長く山の手入れをしていなかったので咲きませんで

さんのゴーランが咲いていたのを覚えていますが、

定をしている県もあるようです。私の山も昔はたく

掘って食べるそうで獣の被害もあり絶滅危惧種の指

難しいようですよ。イノシシなどがササユリの根を

落としてしまいます。なかなか育てることも管理も

よっちゃん館長の～今日この頃～

のところは大丈夫ですか？百姓も有害鳥獣対策

は少し強いと感じる人もいますが故郷の香りですね。

まれてひっそりと咲いている姿が一番ですね。香り
一方、我が家の山では今年もゴーラン（正式

ぜひ、取って帰ることなどしないでやさしく見守

でくたびれます。

名称：笹百合）が咲き始めましたよ。ササユリ

公民館開館しました

頑張ります。来月の
…

たします。

（上田）

一斉清掃、ご協力をお願いい

の机が

できてますが、その前に自分

公民館内の整理がだんだん

ょう。

中症にも気を付けていきまし

気温が上がっているので、熱

状況は続きます。加えて急に

と言っても、油断できない

!!
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高原地区の人口と世帯数

果実酢

令和２年５月末現在（前年同月）
男 性
３８９人（413 人）
女 性
４２３人（438 人）
合 計
８１２人（851 人）

日で花びらを

世帯数 ３４０世帯（356 世帯）
高齢化率 ４６．１８％

の花言葉は「上品」
「清浄」「純潔」だそうです。 ってくださいね。

・手洗い、せきエチケットを忘れず

動画でも作り方
公開中♪

めっきり暑くなりましたね。
口当たりのいいゼリー作りに
凝っています。
家にあったアガー（ゼラチン
、かんてんパウダーでも）が
大活躍。コーヒーゼリー、フ
ルーツ缶や梅シロップなど、
大きな容器に作り置き。
ひ～んやり、おすすめです♪
（K）

ササユリは栽培することができるそうですが、

・外に出るときはマスクをしよう

いちごの分量に対して３分の

りかちゃんの
ひとこと

種から育てると開花するまで５～７年くらいか

・密閉、密集、密着をさけて行動

ml

２の量の氷砂糖と果実酢を用意

務員

かるそうで、やっと咲いた花は

家族を守るため、みんなの行動が大切！
みんなで頑張ろうナン！
邑南町マスコットキャラクター
『オオナン・ショウ』

してください。
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