令和２年度公民館連絡協議会﹁リーダー研修﹂

﹁学び戦隊コウミンカンジャーと
ぼうけんの森にチャレンジ﹂
邑南町青少年旅行村で開催しました！

学び戦隊コウミンカンジャーの出番ふたたび

例年夏休みに開催している小学４～６年生を対象にしたリーダー

ヤクルトの空き容器をどれだけ高くつめるかに
チャレンジする「タカクツメール」みんな色んな
工夫をしながらつんでいっていました。

研修、今年は時期をずらして秋の開催となりました。高原小をはじ
め、町内小学校から４～６年生が集まり、現在利用休止中となって
いる青少年旅行村を舞台に、みんなで協力して様々なゲームにチャ
レンジしていきました！そして、昼食にはダッチオーブンを使って
鶏の丸焼きとピザをつくり、美味しく食べました。
今回のリーダー研修のテーマは「君たちが、自分たちで考えなか
まと協力し、行動をしよう」。色々な課題に直面する場面で、自分た

２．地域の出来事・今頑張
っていることご紹介
（いわみん 他）

３．お知らせ広場
公民館行事のご案内！

４．今月のいっぴん
各コラム など

高原ラベンダー担当のロープ結びゲーム
「ロープムスーブ」なかなか難しくみんな苦戦して
ましたが、協力して無事結ぶことができていました。
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こうげん
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ちで何が問題で、どうすれば解決（＝先に進むこと）ができるのか、
しっかりと行動することができました。

１．リーダー研修開催

（子どもたちの行動力にウルウルしてしまいました。）
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↑

ダッチオーブンで
美味しく焼けました♪

火起こしも一から自分
たちでチャレンジ！

↑

日開催

昨年も高原神社を会場に開催されまし

月

毎年、春と秋に実施されている島

た「肉を喰う会」、今年は新型コロナウイ

肉を喰う会
今年は

根県西部石見地域を楽しむ体験型イ

ルス感染症などにより

月の開催は見送

ベント「いわみん」。今年の春は残

月

日（日）会場を

高原公民館横のテニスコートに変更、参

今年の開催日は

っておりましたが、対策をした上で開催

されることとなりました。
日

加は事前申込制で定員を決めて行なわれ

日から

の期間中、各地で行われます。邑南

ます。また申込書がついたチラシを公民

月

町では５つのプログラムが実施予定

館にも設置するほか、メール、インター

なか遠出が難しい状況です。近くで
色んな体験を楽しんでみませんか？
プログラムを紹介しているガイドブ
ックを公民館に設置していますので、
ぜひご覧ください。

R1.11.23 実施「肉を喰う会」の様子

で、ここ高原でも高海自治会化石研

イベントは
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ネットでも申込ができます。ぜひご参加

月

念ながら中止となりましたが、対策
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されることが決まりました。
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12

究会による化石発掘体験が行われま
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ください。
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す。すごしやすい季節になり、なか
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をしっかりと行った上で、秋は開催

地域団体たかはらんど 今年もいわみん開催
化石発掘行います

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

テレビ＆ラジオで
紹介されました︒

山陰放送の生放送テレビ＆ラ
ジオ番組「なまラテ」で地域団
体たかはらんど（代表 柘植賢
志さん）の活動が紹介されまし
た。小学校の存続を目指しての
活動や、これまで開発・販売を
したアイスや大福などのほか、
現在開発が進行中の野菜ダシで
作る「うどん」についても紹介
されました。
規格外等で販売されない野菜
を使って作ったダシと、うどん
のたまき（出雲市）のうどんと
合わせた「泣けるうどん」を開
発している、とのことです。ど
んなうどんが出来るのか、とっ
ても楽しみですね。
30

いわみんホームページは
こちら
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お知らせ広場
お知らせ広場で公民館行事を最後にお知らせしたのがこうげん 2 月号、それから 8 か月たって
ようやく公民館行事の案内ができます！情勢によって実施できるか怪しい部分もありますが、で
きる対策をした上で実施していきますので、ぜひご参加ください。それぞれ、詳しくはチラシを
ご覧ください。（いずれも事前申込が必要です）

［紙すき体験

卒業証書づくり］

2 年に 1 度行っている高原小５・６年生を対
象にした「紙すき体験」での卒業証書づくり。
今年も材料となるガンピと採って煮て加工して
…と材料を作るところから児童と一緒に作業を
行います。
「やってみたい」「手伝っちゃるよ」
という方はぜひ公民館へご連絡く
ださい。

［里山全力あそび〜ひみつ基地をつくろう］
高原小学校裏山、現在高原展望台があるところ
にちょっと広い場所があります。この場所をひみ
つ基地みたいに楽しくステキにしていきましょう。
丸太でのテーブル・イスづくり、ひみつ基地の
かざりつけ、そして完成したひみつ基地でみる映
画…と里山で、全力であそび、楽しみましょう♪

日時
（1 回目）11 月 15 日（日）9:00 〜 11:00
ひみつ基地におくテーブル・イスをつくろう！
（２回目）11 月 24 日（火）9:00 〜 11:30
ひみつ基地を楽しくかざりつけていこう！
（３回目）11 月 28 日（土）17:30 〜 19:00
ひみつ基地で映画を見よう！

［パソコン・スマホ相談会］

便利になったけど使い方が
分からない…パソコンやスマ
ホでそんな悩みはありません
か？
ちょっとした困りごとあれ
ばぜひご相談ください。相談
申込は公民館へご連絡をお願
いします。
日時 11 月 19 日（木）
1 回目
9:30 〜 12:00
2 回目 18:00 〜 19:00
［秋の自然観察会］

秋も深まるこの季節、ゆった
り自然を眺めながら歩きません
か？田野原集落をぐるりと１周
しながら秋ならではの自然を楽
しみましょう♪
日時 11 月 14 日（土）
8：30 から受付開始
（11 時頃解散予定）
集合場所 摘み樹ガーデン
（伏谷 1297-10）

食事処こうげん

今月の
いっぴん

さばの炊き込みご飯

（材料）
お米 １合
水 ２２０ミリリットル
きんぴらごぼう ３０グラム
サバの味噌煮 １パック
（缶詰１缶でも大丈夫です）

（作り方）
材料を全部入れて、炊きます。
味付けはきんぴらごぼうとサバ
の味噌煮の煮汁でできるので、
簡単にできます！

〜食べたかった︑ただそれだけ〜

ご飯が美味しい季節が
やってきましたね。唐突
に炊き込みご飯が食べた
い時、簡単にできるレシ

よっちゃん館長の～今日この頃～

稲刈りもほとんど済んできましたね。そ 議員補欠選挙がありましたが、いずれも

れにしてもイノシシは相変わらず出没して 無投票となりました。大きな選挙ポスタ

月の スターのみでしたね。掲示板番号のみが

います。電柵などを早く片付けるとイノシ ー掲示板がありましたが町長候補者のポ
シが畦端を掘ったりしますよ。私は

中頃まで電気が通っていなくても張ったま 目立っていました。色々な行政的な決ま

まにしておきます。今でもイノシシやクマ、りがあるのでしょうが何か経費節減がで

シカなどがワイワイしていますね。獣 獣
( きないのかなと思いました。いづれにし

は
)向

歌
( 手のにしきのあきら似？、

番は森進一の「襟裳岬」？

じゃないよね。私たちと同じ生き物だね。 て
) も町長

たちも冬支度しているんでしょうね。人間 歌の

と共存できる社会が本当にできることがで こう４年間、新議員さんには来年の通常

な暮らしが継続できる政策を展開してほ

きるといいと思いますが様々な試練があり 選挙までしっかりと町民が安心して幸せ
ますね。

朝夕めっきり寒くなりました。季節の

次第に秋らしくなってきました。食欲の しいと思います。
秋といわれますが今年の果物やナバなど様

子はどうなんでしょうかね？ ナバといえ 変わり目です。体調にはくれぐれも気を

ばマツタケやコウタケですが私はコウタケ 付けて過ごしましょう。
の方が好きです。何と言っても保存がきき
ますからね。新米のコウタケむすびは最高
ですね。
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ピをご紹介します。

18

世帯数 ３４０世帯（352 世帯）
高齢化率 ４５．８５％

円の板冠山登山道整備をしました

11

令和２年９月末現在（前年同月）
男 性
３８８人（408 人）
女 性
４１９人（436 人）
合 計
８０７人（844 人）

月４日（日）高海自治会と合同

高原地区の人口と世帯数

ところで、４年に１回の町長選挙、町議会
© 邑南町

で毎年恒例の円の板冠山登山道整備

ヒザ、８割程度治りました。
月 日、石見養護学校高等
部の生徒さんが現場実習のため
高原公民館に来られました。公
民館委員さんへのお手紙作成や
公民館利用者数の集計など、公
民館活動の基礎となる作業を一
緒に行いました。
私たちも改めて気付く事も多
く、とても楽しい時間となりま
した。ありがとうございました。
（上田）

10

を行いました。
小雨交じりの不安定な天候の中で
したが、登山道沿いの草刈りを行い、
きれいに、そして歩きやすく整備が
できました。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。
毎年行っている円の板冠山登山は、
残念ながら中止いたしましたが、来
年度にはまた、登山が無事できるこ

手洗い大事
だナン！

10

とを願うばかりです。

頂上からの景色
昨年度冠山登山時撮影

YouT
u
もご be で
覧
だけ いた
ます
♪
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