９月よりおおなんケーブルテレビ﹁おおなん

学び戦隊
﹁コウミンカンジャー﹂始動
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１．学び戦隊コウミンカン
ジャーのお知らせ

公民館利用時のお願い

２．地域の出来事・今頑張
っていることご紹介
（小徳庵・たのはらぼーる）

３．お知らせ広場
（おおなん商品券、新型コロ
ナウイルスに関して）

４．体温計の寄贈について
各コラム など

!!
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高原の衣装です。変身姿は
かもです。
次号に載せる …

公民館利用時のお願い

感染症対策のため︑ご理解
ご協力をお願いいたします︒

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）。

感染防止・拡大防止のため、高原公民館の部
情報局﹂にて放送開始予定
屋を会議や教室、サークル活動などでご利用い
今年は特に公民館行事が思うようにできない中、公民館とし ただく際には次のことにご協力をお願いいたし
て伝えたいこと、やっていきたいことをどう発信するかが課題 ます。
となっています。その中、町内公民館 館で組織する邑南町公
１．利用時には「使用許可申請書」と「参加
民館連絡協議会の事業として、各主事が戦隊になって様々な
者名簿」のご提出をお願いします。
「学び」をお伝えする企画「学び戦隊 コウミンカンジャー」
名
( 簿は当日提出で大丈夫です。平日日中の場
を始めることとなりました。毎回テーマを決め、そのテーマの
合は事務所へ、夜間休日は風除室内ポストへ
プロフェッショナルにコウミンカンジャーが学びに行く、とい
入れてください。）
う内容です。色んなテーマに体当たりでチャレンジをしていき
２．利用の際には、使用している部屋の定期
ますので、ぜひご覧ください。９月から、おおなん情報局の中
的な換気と手指の消毒、手洗いをしてくだ
の５分間のコーナーで放送される予定です。
さい。
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↓調度品の一つ一つも素敵
でした♪

絶品 巨大梅大福
﹁たのはらぼーる﹂

〔お問合せ先〕
摘み樹ガーデン（鍵本さん）
電話 0855-84-0566
地域団体たかはらんど
E-mail：takahaland.ohnan@gmail.com

古民家が素敵に大変身♪

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

!!

地域団体たかはらんどの皆さんによる商品開
発第３弾、（有）寺本建設さんが田野原集落で丹
精込めてつくっている南高梅を使い、市木地区
の静間松月堂さんご協力のもと、とっても美味
しい巨大な梅大福ができました♪
南高梅に梅あん、甘いあんこ、そしてこれら
を包み込む求肥、全部が合わさって最高のハー
モニーとなりました。
梅大福を作るきっかけとなったのは、田野原
集落のある方から「梅大福をぜひ作ってほしい」
という熱い想いを受け、今回カタチになったそ
うです。限定４００個で販売中で、販売場所は
その都度変わりますので、詳しくは摘み樹ガー
デンまでお問い合わせください。
↑すぐ下には川があり、たくさん遊べ
ます！

井口泰裕さん（高見町）がお一人で改修をされた築百三十年の
古民家、写真でも素敵な様子を拝見していましたが、このたび井
口さんのご厚意で中の見学をさせていただく事ができました。
入口には「小徳庵」の文字、一歩中に入るとまさに別世界のよ
くつろぐにも
うな空間が広がっていました。どの部屋も素敵で …
いいし、少人数で集まってお茶をするのにも良し（今は難しいで
すが）。また、裏にはバーベキューやデイキャンプが楽しめそう
な場所が 言葉では伝えきれないほど感動的なお家になっていま
した。
また通学合宿でも利用してみたいし、その他公民館活動でも利
用したい、なによりプライベートでも子どもを連れていきたいと
思える場所でした。
↑障子にも素敵な飾りが！
玄関に繋がる道も素敵で、落ち
ついたたたずまいです。
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お知らせ広場
[ もらって幸せ おおなん商品券 ]
経済対策の一つとして、邑南町では町内在住者全員に「もらって幸せ おおなん
商品券」の配布を行いました。8 月 11 日（火）には高原公民館をはじめ町内各地の
公民館で、8 月 12 日（水）には役場本庁・各支所にて配布させていただきました。
ひとり 15,000 円分の商品券、町内の飲食店や小売店、理容・美容関係や建築関係
など様々なところで使用できます。有効期限が年内いっぱいとなっていますので、
期限切れにならないようにどんどん使ってください。
また、公民館や役場で受け取りが出来なかった方につきましては、8 月末ごろに
オオナ
郵送されますので、ご安心ください。
ン
ショウ
いデザ 一家がのっ
インの
た
商品券
です♪

かわい

〔商品券のお問い合わせは〕
邑南町役場商工観光課

→ 電話
IP 電話

0855-95-2565
050-5207-3020

所に 談
健
保 で相
電話

・予防のために必要なこ
とを知りたい

健康相談コールセンター
保健所内
「帰国者・接触者相談センター」

必要な情報提供を行います。

・消毒の方法を知りたい
電話は
こちらへ

島根県

電話

県央保健所

0854-84-9810

万が一の時のために

・感染の不安がある

保健
電話 所に
で相
談

不安な時や体調が良くない時の対処法

・発熱や息苦しいなど
の症状がある

新型コロナウイルスの感染が今だ治まることなく、心配な日々
が続きますね。発熱の時に病院にかかっていいのだろうか、新型
コロナウイルスで心配なことがある、など日々の生活の中で分か
らないことも多くあるかと思います。島根県の様々な広報で、こ
んな時どうする？という事をまとめてありますので、この紙面上
でも紹介いたします。（島根県ホームページより抜粋）

症状・直前までの行動などを確認し
必要な対応を行います。

このような形状の
ださい♪

りかちゃんの
ひとこと

今年は本を読む機会がとっても増

えました。そこでおすすめの 1 冊を
ご紹介いたします。

旅猫リポート（講談社文庫）
著者：有川 浩

タイトルからは予想できなかったの

ですが、不覚にもウルっときてしま

い、余韻が残る素敵な本でした。

（2018 年に映画化もされました。
）

もので、すぐに計測が

よっちゃん館長の～今日この頃～

うな対応が大切です。災害対策の対応で

皆さんお元気ですか。いかがお過ごしで むしろ励ましや慰めをしてあげられるよ
しょうか？

新型コロナウイルスの第２波が広がって ある自助、共助、公助と同じだと思いま

います。最近、島根県でも松江市の高校で す。そうすることによって地域が一体と

クラスターが発生したり、益田市でも感染 なってお互いが安心して住みやすい地域

者が出ました。全国でも収まりを見せず感 づくりをつくることになるのではないで
言の解除は果たして正しかったのか疑問を

対策やマスク、手洗いなど今自分たちで

ご心配なことと思いますが３密を防ぐ

染者が続出しています。政府の緊急事態宣 しょうか。
持ちます。
ＰＣＲ検査や病床の確保など対

お盆で帰省を控えたご家族やご親戚の

応できつつあると言っていますが、私は少 できることに心がけましょうね。
し早かったのではないかと思っています。

医療機関などの脆弱な地方では感染者が発 方もおられたでしょうし、各地区でも盆

生し蔓延すると大変なことになるのではな 踊りや各種催しものの中止や子どもたち

いかと思います。また医療機関や福祉施設 は夏休みも短くなって、寂しい夏となっ

に従事する方々のご苦労やご心痛を考える てしまいましたが、いずれは元の楽しい

ととても胸が痛くなります。もし邑南町で 生活ができる時がきっとやってくると信

感染者が出たとしても感染者を探ったり誹 じています。今は辛い時期ですがそれま

邑南町マスコットキャラクター
『オオナン・ショウ』

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！

高原地区の人口と世帯数

令和２年７月末現在（前年同月）
男 性
３８７人（409 人）
女 性
４２３人（435 人）
合 計
８１０人（844 人）

世帯数 ３４０世帯（350 世帯）
高齢化率 ４６．２９％

例年より長い梅雨が終わった
と思ったらこの猛暑、毎年暑い
なと思いますが今年も一段と暑
さが厳しいですね。
おおなん商品券、もう交換さ
れて早速に使われた方、月末に
届くのを待っている方、様々だ
と思います。この機会に家族で
美味しいもの食べたり、服を新
調してみたり少しでも気分がリ
フレッシュできると良いですね。
（上田）

確保を進めてほしいと思います。

政府には早く予防薬、治療薬の開発と

ぼう中傷することは止めましょう。コロナ で力を合わせて頑張りましょうね。

・手洗い、せきエチケットを忘れず

非接触型体温計は
他にも良い本があればぜひ教えてく

ウイルスのまん延は誰のせいでもないから

・外に出るときはマスクをしよう

感染症対策のための
体温計を寄贈していただきました︒

務員

瑞穂ライオンズクラブの皆様から、瑞穂・羽須美地域の
）
学校・公民館・文化施設・図書館へ非接触型体温計（ ※
を寄贈していただきました。行事を行う際の検温や避難所
の際の検温などで、通常の体温計と異なり肌に接触させず
に計測ができるとても便利な体温計です。
これから公民館行事をする際、また万が一の避難所設営
の時など様々な場面で利用することがあるかと思います。
ありがとうございました。

民館事
高原公

です。もし自分だったらどうでしょう？

・密閉、密集、密着をさけて行動
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できます。

