学び戦隊
﹁コウミンカンジャー﹂
ついに放送開始

!!

一緒に考え︑話し合ってみよう

２．地域の出来事・今頑張
っていることご紹介
（ブッポウソウ ほか）

３．お知らせ広場
（おおなん商品券つかエー
ルについて、寄付のお礼）

４．今月のいっぴん
各コラム など
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こうげん

もし 自分や身近な方が新型
コロナウイルスに感染したら …

１．一緒に考え、話し合っ
てみよう
コウミンカンジャーの
お知らせ

先月のこうげんでも紹介しました「学び戦隊
日々、新聞やテレビで感染者の情報が出ている中、感染者や
その関係する方に対しての誹謗中傷などが問題になっています。 コウミンカンジャー」９月の第３週目から放送
分からないことが多いウイルスであることから、「なんか怖い」 開始となりました。
初回のテーマは「火起こし」、火おこしがで
と思う気持ちが強くなってしまいます。でも、「怖い」という感
きないコウミンカンジャー３人が火おこしの達
情から感染者や関係する方を攻撃してしまうのではなく、こん
人による指導のもと、安全かつ確実に火を起こ
な時だからこそ、「何をされたら（言われたら）嬉しい」「何を
す方法を身に着けていきます。果たしてコウミ
されたら（言われたら）いやだ」というのを考えてみませんか。
ンカンジャーは火起こしをマスターして「合格
月には高原公民館でこのテーマについて考え、「新型コロナ
シール」を手に入れることができるのか …
ウイルスに負けないための宣言書（仮称）」を一緒に作る勉強会
高原公民館主事は、「高原ラベンダー」とし
も開催予定です。
て出ますが、初回は出番はありません。次回以
ぜひ、みなさんも身近な方と一緒に考えてみてください。
降をお楽しみにしてください（笑）

高原ラベンダー
思った以上に
紫が濃いです（笑）
そして、怪しいです。
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地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介
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ブッポウソウの
ヒナの巣立ち

高原小学校
ちょっとした工夫
奉仕作業をしました︒
↓素敵な写真に

公民館絵手紙文通サークルの
８月 日（土）、高原小学校周辺
和田尚代さん（下和田）から、
環境整備がありました。児童・保護
素敵な絵を公民館に飾っていた
者・先生方・地域の皆さんとで校舎
だきました。
周辺やグラウンド、プール周辺の草
今年産まれ、巣立っていった
刈りや植木のせん定、溝掃除などを
ブッポウソウのヒナの色んな気
行いました。
持ちを素敵な絵と文章で優しく
厳しい暑さが続いていた今年の夏
表現をされています。
、奉仕作業当日も非常に暑い中での
公民館に展示していますので、
作業でしたが、参加された皆さんの
ご来館の際にはぜひご覧くださ
作業のおかげで子どもたちが気持ち
い。
よく学べる環境になりました。あり
がとうございました。

８月 日（火）、公民館写真教室の皆さ
んと一緒に「写真を面白くするちょっと
した工夫」について学びました。
写真を撮るときに気にする「光」につ
いて、光の当たる角度や撮影する方向に
よって色んな見え方がしてくるのを実際
に撮影しながら学びました。
この日は教室の方がご自宅で採れた野
菜を持ってきていただき、野菜を被写体
にして撮影会、レフ板も使いながら楽し
く撮影をしました♪
被写体にした野菜は、みんなで持って
帰って美味しくいただきました。

野菜のみずみずしい
感じが表現できました♪
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お知らせ広場
[ もらって幸せ おおなん商品券 ]
８月に全世帯へ配布された「おおなん商品券」ですが、邑南町しごとづくりセンター
でこの商品券を使えるお店・サービスを紹介するホームページを作られました♪
いつも利用するお店のほか、普段は行くことがなかったお店も、この機会に行ってみ
ませんか？商品券を使って色々新しくするもいいし、美味しいもの食べてリフレッシュ
するもいいし、ぜひご利用ください。

# おおなん商品券つかエール特設ホームページ

→

おおなん商品券つかエール

〔商品券のお問い合わせは〕
邑南町役場商工観光課
電話 0855-95-2565
IP 電話 050-5207-3020

小学校・公民館へ
ご寄付をいただきました︒

たのはらぼーる
（梅大福）

地域団体たかはらんど（代表 柘植賢志さん・出店口）の皆様から
高原小学校・高原公民館に対しご寄付をいただきました。
たかはらんどでは、こうげんの紙面でも紹介した特産品である、フ
ァームワダのビーツや玉櫻酒造の酒粕を使った「タカハラアイス」、田
野原集落で栽培された南高梅を使った梅大福「たのはらぼーる」、昨年
の「肉を喰う会」で大人気だった「タカハラカツサンド」を地元事業
所の方と共同開発、町内各地で販売を行っています。これらの特産品
の売り上げの一部を高原小学校へ児童用図書の購入費、そして高原公
民館の活動費としてそれぞれ寄付していただきました。
たかはらんどの皆様ありがとうございました。今後も公民館活動の
充実を図ってまいります。

タカハラアイス
（ビーツ・酒かす）

「おおなん商品券」の使用期限は
令和２年１２月末までです！

りかちゃんの
ひとこと
『年末の大掃除について』

暖冬といわれる昨今。だけど年末あたりなんて

やっぱり寒いんです！水も、風も冷たいんです！

今年こそ、暑さもひと段落した気持ちの
いい空気のうちにやるぞー（宣言）

入浴剤としての効果がとてもよかったので、色々

なシーンで使いまわしてみたいと思います。

素材の米ぬかです。自然に優しく、こんなに暮らし

よっちゃん館長の～今日この頃～

号が来るまでに済ますことができま す。それにしても去年の暮れから今年に

皆さん稲刈りは終わりましたか？ 私は 少しは草が残るくらいの方が良いそうで
台風

したが、今年はイノシシの世話で参りまし かけて雪が降らなかったのでイノシシの

た。家の前の川から入ってきました。川の 数も多かったのではないでしょうか。や

中を見てみると足跡や葦の中を掘っている はり冬には適度の雪が降る方が必要だと

のが見られます。慌てて川の側にネットを 感じました。あれだけ雨の降らない暑い

張って来なくなっていたのですが、今度は 日が続いていたのにコシヒカリやキヌム

県道側から入ってきました。また、刈った スメなどを刈るころになってから台風や

翌日の夜９時頃には２頭の猪が落穂拾いに 雨が降る天候が続きますが、皆さん頑張

入っていましたよ。別の田では電柵を張っ ってくださいね。また、邑南町ではウン

ていても入るので更にネットを張りました。カの被害は見られないようですが、広島

毎晩夜中に一斗缶をたたいて回るなど今年 県の方ではウンカの被害が甚大な地域が

ほどイノシシに振り回された年はありませ ありますね。気の毒ぐらいに真っ白に枯

これからは幾分涼しい秋の季節を迎え

ん。今まで電柵などの防猪対策をしなくて れた田んぼが目立ちました。
もよかったところでも電柵やネット、トタ

ンなどが目立っていました。米づくりも一 ます。キノコや栗、柿などの食欲の産物

体何をしているのかわかりません。ある猟 が出回るようになりますが、獣などには

世帯数 ３４０世帯（352 世帯）
高齢化率 ４５．８５％

（上田）

猛暑から一転、涼しくちょう
どいい天気になりましたね。
そんな中、以前、壁にぶつけ
たヒザがついにやれんことにな
ってしまいました 当
…面この状
況が続くだろうから、どうにか
対策方法がないかなと思う日々
です。
ちょうどいい気候になったの
で、カメラ片手に撮影しに高原
をめぐりたいですね。

師さんに聞くと今年は雨の降らない天気が 十分気を付けてくださいね。

・手洗い、せきエチケットを忘れず

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８月末現在（前年同月）
男 性
３８７人（409 人）
女 性
４２０人（438 人）
合 計
８０７人（847 人）

ml

YouT
u
もご be で
覧
に役立つのに、今までその魅力を知らなかったなん だけ いた
ます
♪
て恥ずかしい…
そのお掃除の際に活用してみたいのが、安心安全
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続き地面がカラカラに乾燥していたので電

・外に出るときはマスクをしよう

務員

!!

気のアースの効きが悪いとのことでした。

・密閉、密集、密着をさけて行動

（材料） 一人分
食事処こうげん
サラダチキン …
４０グラム
今月の
（一袋の半分くらい）
ごはん …
１２０グラム
いっぴん
（お好みの量で大丈夫です）
適量
ねぎ …
簡単とり茶漬け
（あればで大丈夫です）
〜コンビニで買えるものだけでできる
大さじ１
鶏飯︵けいはん︶っぽいもの〜 めんつゆ（濃縮）
…
水 …
１００ くらい
暑さもひと段落しました
が、この猛暑で疲れがたま （作り方）
ごはんをどんぶりに盛ります。
っている方もいらっしゃる
かと思います。（私もです） サラダチキンをほぐしてごはんの
そんな時でも簡単に作れ 上にのせ、水で薄めためんつゆを
て、サッと食べることが出 かけます。ねぎをちらしたら完成
来る簡単料理を紹介します。

民館事
高原公
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