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令和２年 11 月末現在
（カッコ内前年同月）

手洗い大事
だナン！

よっちゃん館長の〜今日この頃〜

ベンチ、カンバン、テントや竹
灯籠など、色々なものをみんなで
作り、ひみつ基地に飾り付けてい
きました。
月 日（土）完成したひみつ
基地で、映画を見ました。今回見
た映画は「ムーミン谷とウインタ
ーワンダーランド」。ムーミン一家
が初めて迎えるクリスマスのお話
です。寒い中での映画鑑賞でした
が、ひみつ基地のワクワク感ある
雰囲気とムーミンのお話の
楽しさもあいまって、時間
を忘れるようなステキな時
をみんなで過ごすことがで
きました。
またこの場所を使って、
屋外ライブやデイキャンプ
など、里山で全力で遊ぶ色
々な企画を考えて、もっと
山を好きになってもらえる
ような活動をしていきたい
と思います。
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さて、今年は新型コロナウイルスに始まり新型コロナウイルスで幕
を閉じそうですが、様々な行事などの中止・移動の制限など寂しい１
年でした。現在では第三波の猛威が上昇しつつあります。医療機関な
どではひっ迫した状況もありますが、国をはじめ各公共団体などの徹
底した対応が必要と思いますとともに、私たちも今一度新型コロナウ

は大変お世話になりました。迎えます令和３年が皆様方にとりまして
良い年でありますように願うとともに、来年も元気な姿でお会いでき

普段使っている時に困ったことを、気軽に相談出来る場が
と思い企画した相談会、 月 日（木）には計４名
あれば …
の方にお越しいただきました。今回ご相談いただいた内容は、
ＬＩＮＥ（簡単にメールや写真等のやり取りができるアプリ）
の使い方、ＱＲコードとは？からＱＲコードの読み込み方、な
どなど日常使う中で「なんだろう」「困ったな」という事に対
して説明をいたしました。「近くで相談できてよかった」「普段
だったら何回も聞きにくいけど、今回しっかり相談できて良か
った」など困りごとが解決しすっきりした表情で相談会を終え
る事ができました。
これからも継続して相談会を開催していきますので、お困り
ごとがありましたら、ぜひご連絡ください。

﹁困った﹂を解決♪
らくらくパソコン・スマホ相談会

皆さん、今年も押し迫りましたね。今年から来年にかけての冬こそ
は大雪になってほしいと思います。雪なんて降らない方がいいと思う
人がいるかもしれませんが、農業に携わっている人からみると、今年
のように雪が降らない年はイノシシやシカ、熊などの有害鳥獣が多く
て困りました。皆さんには申し訳ないと思いますが、しっかりと降っ
て積もってほしいと思うのは私だけでしょうか？
ところ で 、 月 日 に 日 本 高 野 連 日
( 本高等学校野球連盟 は
) 来春の

第 回選抜高等学校野球大会の 世紀候補校９校を発表し、中国地区

で矢上高校が選ばれました。最終的な「 世紀枠」の３校は、年明け
１月 日の選考委員会で決定されることのようです。念願の甲子園出
場の夢がかなえば、矢上高校はもとより邑南町の名を全国に紹介でき
ます。是非とも 世紀枠の３校に選ばれることを願っています。

カンバ
ン

今年の３月に高原展望台が作られた小学校裏山の
エリア、展望台の少し下の位置に少し開けた場所が
あります。昨年度には高原を楽しくする会企画のイ
ベントをこの場所で行ったことがありましたが、し
ばらく手つかずの状況でした。せっかくあるこの場
と考え、今回「里山
所を活かして何かできないか …
全力遊び」と銘打ってひみつ基地づくりをすること
にしました。
かねてより小学校裏山の活用について相談してい
た松崎純一さん（谷川）を講師にお招きし、全３回
で企画。地域の皆さんはじめ、多くの子どもたちに
参加していただきました。
ひみつ基地をつくるにあたり次のものをみんなで
作りました。
（裏山の木を使って作りました）

今年は年末年始の各行事は中止を得なくなりましたが、皆さま方に

イルス 感 染 予 防 対 策 を 徹 底 し ま し ょ う 。

（裏山の木を使って皆で描きました）

高原小学校裏山︑里山で全力で遊びました

﹁みんなのひみつきち﹂完成

１．里山全力遊び
パソコン・スマホ相談会
各コラム

ることを楽しみにしています。良いお年をお迎えください。

さて、早いもので師走で
すね。思えば今年は様々な
事がありましたね。個人的
にはヒザ負傷（今は完治）
と、公民館で色々チャレン
ジできた事が印象深く残っ
ています。互礼会のない年
明け、なんだか寂しいです
が、来年こそは、と思い頑
張りましょう。
（上田）
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高原地区
人口と世帯数
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２．地域の出来事・今頑張
っていることご紹介

21

（みんなでテントに好きな絵を描きました）

今月の紙面一覧
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© 邑南町

1 月 8 日（金）、18 日（月）
10:00 〜 17:00 の間
※相談には申込が必要です

１月相談会開催日
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﹁石見高原駅﹂工事始まる
令和３年度供用開始予定

化石の秋︑迎える

といたします。
ため
※詳しくはチラシをご覧ください。

高海自治会化石研究会
化石発掘体験大盛況
絶好の発掘日和です♪

（高原小学校５～６年生が参加します）

馬場集落にある「石見高原停留所」の近く、
馬場交差点横に石見高原駅（バス待合所・トイ
レ）が建設されます。バスを利用する際にトイ
レも近くになく、屋根の下でバスを待つことが
できず不便な状況でしたが、駅ができることで
とっても便利になりますね。

連絡ください。

中止
いな」という方は、ぜひ高原公民館までご

高海自治会化石研究会（会長 井口聡
さん）で保存・整備及び体験のガイドを
行っている高海の化石。春に化石発掘ゾ
ーンの拡張工事を行い、ガイドブックも
新調し、受入準備万端！というところで
、感染症により学校の体験受入やイベン
トも無く、ひっそりと静まり返った状況
でした。
月に入ると、町内小中学校の体験受
入をはじめ、いわみん（島根県西部一帯
の体験イベントの総称）の開催などで賑
やかな声が帰ってきました。

令和 3 年とんどまつりは、感染症対策の

拡張した発掘ゾーンでは
二枚貝のほか、珍しい化石
が驚くほどたくさん！参加
者皆さんの嬉しそうな声に
あふれていました。
冬季は積雪や凍結の事も
あり、暖かくなる春頃まで
化石発掘体験を一時休止し
ます。また、来年にはたく
さんの出会いがあることを
願っています。

「手伝うよ！」「見学したいな」「体験した

10

石見銀山 秋の自然観察会

とても鮮やかな紅葉です♪

〜田野原をぐるり一周〜

（紙の材料）の加工や紙すき体験を行います。

令和３年
とんどまつりについてお知らせ
すき体験ですが、いよいよ 1 月よりガンピ

とんどまつり実行委員会より

以前にチラシでもご案内しております紙

写真撮影会

16

珍しいものがたくさん見つかったよ♪

お知らせ広場

紙すき体験
卒業証書づくりについて

in

紅葉と世界遺産を満喫
14

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

公民館写真教室の皆さんで、紅葉と世界
遺産を楽しみ、学びながら写真撮影をして
いく撮影会を 月 日（月）開催。当日は
雨雲交じりの微妙な気候ながら、時折晴れ
間も見え、紅葉と世界遺産をしっかり楽し
み、学ぶことができました。もちろん、写
真もあちこちで撮影、思い思いの作品にな
りました。撮影された写真は公民館にも展
示されますので、ご来館の際にはぜひご覧
ください♪
11

石見高原駅完成予定図（
（有）井口建設さんより）

月 日（土）、秋晴れの清々しい空気
の中、瑞穂地域公民館５館合同開催で実施
している「秋の自然観察会」を田野原で行
いました。今春オープンした交流スペース
「摘み樹ガーデン」をスタートして、田野
原をぐるりと回るルート。摘み樹ガーデン
の鍵本さんはじめ地域の方々にガイドをし
ていただきながら、全身で自然を楽しむこ
とができました。自然観察会終了後は、摘
み樹ガーデン内の見学をし、田野原を沢山
楽しんでいきました。
11
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