世界に一つだけの卒業証書づくり
紙すき体験 材料あつめと加工をしました︒
高原小学校５～６年生を対象に２年に一度実施している紙すきでの
年目となりました。

卒業証書づくり。材料となる「ガンピ」を採って、加工するところか
ら自分たちでやるこの体験も、今年で

きなガンピが採れました

にします。ガンピにロープをくくりつけ、みんなで力を合わせて

大
…

を切っても芽が出てこないため、根っこからまとめて採って紙の材料

ガンピの採取には、円の板冠山の登山道へ行きました。ガンピは幹
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４時間、やわらかくなったガンピの皮をむきます。ガンピの皮で紙の

そして、採ってきたガンピの皮むきをするため、大鍋で煮ること約

!!

材料にするのは、表面の茶色い荒皮をとった黄色い部分、皮の不思議

な感触や簡単にむけることに驚きつつ、みんなで皮むきをしていきま

した。
このガンピの皮は、陰干しして年明けの１月、紙すきができる形状

１．紙すき体験

２．地域の出来事・今頑張
っていることご紹介

３．お知らせ広場
互礼会中止のお知らせ
ほか

４．寄付の御礼
各コラム など
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に加工し、２月に紙すきを行う予定です。
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↑
むいたガンピの皮を
陰干ししてます。
（かんぴょうみたいです）

小刀も使いながら、一つ一つ丁寧に皮を
むいていきました。キレイに皮がむける
と「やったー！」と嬉しそうな声も聞こ
えてきました♪

えっさ、ほいさ、みんなで力を合わせてロープを引っ張り、か
なり大きいガンピが採れました。

着物リメイク術
たくさん学べました

普段使

着物リメイク、と聞くとカバンとか小物とかを

想像しますが、今回のリメイクはなんと

しみです♪

ステキな作品
が沢山♪

鈴木たみ代さん（右側）からリメイク
方法について沢山学びました。

た今回学んだ方法でステキな作品が出来るのが楽

っぱい♪とても充実した時間をすごせました。ま

着物の生地を使用したとってもかわいい小物もい

工房には鈴木さんがこれまで作られた服のほか、

ました。

縫い方等）をとても分かりやすく教えていただき

着物から別の服に仕上げていく際の方法（裁断、

木さんが実際に作られた作品を見せていただき、

みよんの鈴木たみ代さんのところへお伺いし、鈴

大田市三瓶町で着物リメイクを行っている工房

メイクです。

いにもできるコートやエプロンドレスなどへのリ

!!

花和会の皆さんに花壇整備を
していただきました︒

今年も素敵な藤の花を咲
かせてくれた藤棚、毎年こ
の時期には剪定を行ってい
ます。次の年にきれいに咲
くかどうかはこの剪定にか
かっている …
というのは言
い過ぎですが、来年も素敵
に咲いてくれるよう、気合
を入れて剪定をしました。
来年には藤見の茶会で、
みんなで藤の花を楽しめる
といいな、と思います。

公民館手仕事倶楽部の皆さんと、着物リメイク
文化部・環境部合同で
藤棚剪定を行いました︒ について学びに行きました。

公民館︑冬のよそおい 藤の花
咲きますように

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

季節が移り替わり、すっかり秋の
様子となりました。朝晩の冷え込み
もあり、冬はもうすぐかな …
と思え
る今日この頃、ボランティアグルー
プ「花和会」のみなさんに、花壇の
中の入れ換えをしていただき、沢山
の葉牡丹を植えていただきました。
白、紫、桃色など色とりどりの葉
牡丹がありますので、公民館にお越
しの際にはぜひご覧ください♪
花和会のみなさん、花壇を素敵に
飾り付けていただきありがとうござ
いました。

色とりどりの葉牡丹でいっぱいです。
ありがとうございました。
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お知らせ広場
［新春歩こう会・新年互礼会

のお知らせ］

毎年恒例の年始行事である歩こう会・互礼会ですが、新型コロナウイルス感染症
が今だ猛威を振るっていること、感染防止対策を講じての実施が困難であることか
らやむを得ず中止の判断をさせていただきます。
毎年楽しみにしていただき、また、この機会に町外からも高原へお帰りいただい
てとても多くの皆様にご参加いただいていたところですが、来年度開催ができるよ
う、しっかりと準備をしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

［らくらくパソコン・スマホ相談会１２月も開催！］

１２月も相談会を開催します！１１月には都合がつかなかった…、
相談したいことがまだあるんだよぉ、って場合でもご安心ください。まだまだ相
談受付いたします。１２月は以下の日程で行います。相談希望の方は事前に公民
館へ電話でお申込みください。
（要予約）

１２月８日（火）、１５日（火）の９：００〜１７：００の間

（夕方以降に相談希望の場合は別途お問い合わせください。）

［新型コロナに負けない地域づくり

勉強会しましょう（野菜プラス１（ワン）も！］

９月号こうげんでお知らせしておりました「新型コロナウイルスに負けないた
めの宣言書（仮称）
」を一緒に考え、作る勉強会を以下の日程で開催いたします。
勉強会にあわせて、現在、役場保健課を中心に野菜プラス１（ワン）の取り組
みに併せて「パパっと、野菜プラス１（ワン）料理」のご紹介（試食あり）をい
たしますので、ぜひご参加ください♪
（詳しくはチラシをご覧ください）

日時
場所

１２月６日（日） １０：００〜１１：３０
高原公民館 多目的ホール

［年越しそばを打とう！

そば粉購入のご案内＆場所の貸し出しについて］

毎年恒例の年越しそば打ち教室、今年は感染症対策をしながらの実施が難しい
ため、教室という形での開催はありません。しかしながら、毎年続けてきたそば
打ち、楽しみにしていらっしゃる方も多いかと思い、昨年も使用したそば粉の注
文を公民館で受付いたします。限定３０セット（１セットで約５人前できます）
で、１セット８８０円（税込）です。
また、そば打ちしたいけど打つ場所がない…打つ道具がない…という方向けに
公民館横の老人創作館をそば打ち会場として貸出いたします。また、道具も備え
ていますので、ご自宅で打つのが難しいけど、そば打ちしたい！という方はぜひ
ご利用ください。
（詳しくはチラシをご覧ください）

公民館環境整備に使う
熊手をご寄付いただきました
ファミリーショップうめださんより、公民館環境整

よっちゃん館長の～今日この頃～
私は友人と３人で

月に香茸取 れたそうです。今後、中国地区の選考会

皆さん、今年のナバの取れ具合はどうで 活動を両立させていることなどが評価さ
したか？

りに行きましたよ。少し遅すぎたのか人が がありますが選ばれれば、初の甲子園出

既に入っていてなかなかありませんでした。場が決定となります。町民こぞって応援

…

（上田）

すっかり秋になりましたね。
月は行事が盛り沢山なのと、
色々チャレンジもしていくので
自分で自分を追い込んでる感は
お楽しみいただけ
ありますが …
れば幸いです。
さて、いよいよ師走に突入、
上田家では息子も娘もサンタさ
んの期待が高まっています。
今年はどんなクリスマスにな
るかなぁ
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備に使う熊手をご寄付いただきました。

広島新庄高校とそろっての出場となりま

でも少しだけコウタケとネズミタケが取れ しましょう。出場決定となれば隣接する
ましたよ。

す。町では遠征費などしっかりと予算付

世帯数 ３４０世帯（351 世帯）
高齢化率 ４６．２１％

これから落ち葉も増えてくる季節、キレイな公民館

こんな時だからこそ、チャレンジ
を！ということで、来年の星が丘ふ
れあいコンサートでの披露を目指し
て、新たな楽器にチャレンジします。
温かい目で見守っていただければ幸
いです…。このた
びチャレンジする
楽器は、数年前に
登場した「ヴェノ
ーバ」という楽器
です。精一杯がん
ばります。

けをお願いします。もちろん町民の皆様

も多大のご寄付をお願いしますよ。

（矢上高校と新庄高校の両校ご縁のある

）
……

さて、新型コロナウイルスが再び感染

ています。また、少子化が進む中で、全国 様に感染防止に取り組みましょうね。

今年も残すところあと１か月となりま

令和２年 10 月末現在（前年同月）
男 性
３８６人（408 人）
女 性
４１９人（435 人）
合 計
８０５人（843 人）

となるようこの熊手で精一杯環境整備していきます。

世

ところで、矢上高校硬式野球部が島根県 方は大変だとは思いますが
高野連の春の全国選抜高校野球大会の

トラ

Go
To

イートの影響が出ているの

Go
To

会でも優勝するなど、近年好成績をおさめ ではないでしょうかね。皆さん今まで同

秋季中国大会に出場。昨年の秋季島根県大 ベルや

は、今年の秋季島根県大会では４強入りし、済対策との両立を図るとする

紀枠の推薦に決定されましたね。矢上高校 拡大の広がりを見せています。政府の経
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から生徒を受け入れる「しまね留学」や「

高原地区の人口と世帯数

ありがとうございました。

［半年後に本番を迎える
公民館主事］

10

（写真を撮りましたが、
ちょっと見えずらいですね）

地域課題解決型学習」に早くから地域と一 した。風邪には十分注意して年末を過ご

© 邑南町

体になって取り組んできたこと、学業と部 しましょう。

手洗い大事
だナン！
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