感染症対策＋避難所運営

３．利用終了後、使った机やイスの消毒をお
願いします。消毒用の物品は利用時にご持
参いただくか、公民館設置のものが１階給
湯室か２階和室（生活相談室近く）に置い
てあります（左写真）。

２．利用の際には、使用している部屋の定期
的な換気と手指の消毒、手洗いをしてくだ
さい。

１．利用時には「使用許可申請書」と「参加
者名簿」のご提出をお願いします。
名
( 簿は当日提出で大丈夫です。平日日中の場
合は事務所へ、夜間休日は風除室内ポストへ
入れてください。）

感染防止・拡大防止のため、高原公民館の部
屋を会議や教室、サークル活動などでご利用い
ただく際には次のことにご協力をお願いいたし
ます。

感染症対策のため︑ご理解
ご協力をお願いいたします︒

公民館利用時のお願い

避難所設置のための備品が配備されました︒
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こうげん

出水期（ ※
）を迎えるにあたり、公民館を避難所として開
設することがあります。避難所開設の際、今は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のための対策が必要となります。
このたび、２種類の仕切りとマットレス、衛生用品などが
公民館に配備されました。感染症対策のため「３密」を避け
るようにする今、仕切りを使って一定の距離をあけやすい環
境をつくり対策をいたします。
何も起きないことが一番ですが、各地で災害が発生してい
る今、様々な対策をして万が一に備えていきます。

簡単に設置できるカーテンタイプの仕切りです。
この他に、うすい板状の仕切りも配備されました。

出水期（しゅっすいき）
※
梅雨の大雨や、台風による大雨で河川が増水しやすい時期のこと
を言い、国土交通省では６月１日～ 月 日までの５ヶ月間をこの期
間としています。
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公民館周辺一斉清掃
地域の皆様にご協力いただき︑とっても

万が一の時のために

自分で行う災害への備えをしましょう

断水に備えて飲料水を確保、浴槽に水を張るなどして生活用水を確保

大雨が降る前、風が強くなる前に行いましょう。
※

〇風で飛ばされそうな物は飛ばないよう固定したり、家の中へ格納する

〇側溝や排水口は掃除して水はけを良くしておく

〇窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に応じて補強する

〔家の外の準備〕

た♪

〔気象庁ＨＰ「自分で行う災害への備え」より抜粋〕

〇防災頭巾やヘルメット、予備の眼鏡など、地図

マッチやライター、ティッシュなど、筆記用具、ごみ袋

〇ナイフ、缶切、鍋や水筒、懐中電灯、ラジオ、電池、ロープ、

〇下着、タオル、寝袋、雨具、軍手、靴

〇現金（小銭も）
、健康保険証、印鑑や預金通帳などの貴重品

〇救急医薬品、常備薬、マスク、生理用品など

〇飲料水、乾パンやクラッカーなど、レトルト食品、缶詰など

〔非常用持ち出し品の準備・確認〕

りまし
イにな
もキレ
とって

〇水の確保

きれいになりました♪
７月に入ってから何度も警報発令（土砂災害発生の危
険性による大雨警報）があり、避難予報がでています。
７月 日（日）雨が降りそうな天候の中、公民館一斉清掃を行い
災害が発生した時に備えて何を準備するのか、災害が
ました。例年６月中旬に実施している一斉清掃ですが、感染症対策
発生しそうな時には何をするのかをまとめました。普段
などで実施を見合わせていたため、１か月遅れの実施となりました。
からの備えの参考にしてください。
と悩ましい状況でしたが、作業
雨天が続く中、できるかどうか …
開始前には雨も落ち着き実施できました。多くの皆様のおかげで、 〔家の中の準備・確認〕
公民館の敷地内がとてもキレイになりました。
〇非常用品の確認
早朝より作業にご協力いただきありがとうございました。
懐中電灯、携帯用ラジオ・乾電池、救急薬品、衣類、非常用食品など
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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。

[ 公民館まつりについて ]
今年度、本来であれば公民館まつり開催の年で、１１月初旬に開催予定と
しておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策をしながら
公民館まつりを実施することが困難であることが想定されるため、残念なが
ら今年度は中止とする判断をさせていただきました。来年度（令和３年度）に
改めて開催するよう、準備を進めてまいります。
２年に１度の公民館まつりを楽しみにしていただいてたところかと存じま
すが、感染症対策のため、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

[ その他公民館行事について ]
例年実施しております行事で、以下のものが中止となります。毎年楽しみにし
ていただいていたところではございますが、ご了承いただきますようお願いいた
します。

〇ふれあい部「星が丘ふれあいコンサート」
〇環境部「天体観測会」
〇環境部「円の板冠山登山」

昨年度の星が丘ふれあいコンサートの様子

食事処こうげん

今月の
いっぴん

作
[ り方 ]
①たまねぎをスライスしてボ
ウルに入れます。
②その他の材料も入れてしっ

をひき、まぜたものを入れ

気軽に作れる簡単な料理を紙面
かり混ぜます。
と動画ででご紹介いたします。今 ③フライパンに油（分量外）

回は、たまねぎをたっぷり使った
て両面焼きます。

つつく姿を見てると心が安らぎます。

今では５０匹以上いるんじゃないか

世話します！

専門家は地球温暖化の影響で海面水温

よっちゃん館長の～今日この頃～
梅雨の時期を迎え、九州地区や中部地区

で記録的な雨量を観測し大規模な災害が発 が上がり雨量の増大につながる水蒸気の

生しました。被災地では災害に加え新型コ 大量発生が影響しているとしています。

ロナウイルス対策も加わり二重苦の対応に 気候変動時代を迎え今までの経験が通用

苦慮されていることと思います。災害ボラ しない災害への備えが重要だと思います。

害に対処しましょう。

ところで今年はコネラ

子
( ネズミ ム
)

ンティアの受け入れなどもコロナ対策のた 隣近所、集落や自治会などと連携して災
年７月豪雨災

めできないような報道もされています。
災害の報道を聞くと昭和

害のことをいつも思い出します。当時の瑞 カデ、ハミ マ
( ムシ が
) 例年に比べ多い

穂町で土木課に勤務していた私は役場には と思いませんか。数人の方にも聞きまし

世帯数 ３３８世帯（351 世帯）
高齢化率 ４６．１１％

オムレツ♪あと一品に、朝ごはん

クリです。一生懸命泳いで、エサを

車で行けずバイクで駆け付けました。それ たが同じことを言っておられましたよ。

から１週間役場で泊まり込みの対応でした。私はこの３種をすべて捕獲退治しました。

土木課には水道係もありましたので水道が 皆さんのお家では見かけませんか？特に

復旧するまでは広島市から借り受けたタン ハミ、ムカデには気を付けてくださいね。

クで断水家庭への水配り作業です。その後 ハミはネズミやトカゲ、カエルなどを主

令和２年６月末現在（前年同月）
男 性
３８６人（411 人）
女 性
４２３人（437 人）
合 計
８０９人（848 人）

いですよ♪

な。大きく育つようにがんばってお

など簡単に作れるのでぜ ④焼けたら完成！お好みでケ
の時に …
ひお試しください。
チャップをかけても美味し

動くものが…（老眼でよく見えない）

材
[ 料 （]２人分）
たまねぎ（スライス）１／４玉

て、まじまじと見てると、かすかに

は災害調査、復旧工事のために３年間対策 食としているようで、田んぼや水路など

高原地区の人口と世帯数

１個

ました。大きめの空き瓶に移し替え

たまご

りかちゃんの
ひとこと

本部で連日連夜の測量設計業務や災害査定、湿ったところによくいます。雨上がりな

・手洗い、せきエチケットを忘れず

大さじ１／２

地域の方からメダカの卵をいただき

かたくり粉

務員

58

工事発注に携わりました。瑞穂町では２名 どの草刈りなどでよく見かけますので注

・外に出るときはマスクをしよう

お好みの量で

ゃんを確認！あまりの小ささにビッ

動画でも作り方
公開中♪
息子にも見てもらい、メダカの赤ち

みです。

（上田）

参加できる日が来るのが楽し

うち公民館の行事でも一緒に

家でも仲良しな二人、その

ぁと。

が一緒で良かったんだろうな

た様子。大好きなお兄ちゃん

たが、最近は徐々に慣れてき

ことに、やはり沢山泣きまし

７月から保育園に娘も行く

の消防団の殉職者があったことは今でも悲 意しましょう。

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』

とけるチーズ

民館事
高原公

しい出来事です。

・密閉、密集、密着をさけて行動
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