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令和３年１月末現在
（カッコ内前年同月）
大事だ
手洗い
ナン！

紙すき体験

!!

月から、材料となるガンピ採取、そしてガンピの加工、と紙
を作る行程を皆で協力してやっていきました。１月 日にちりひ
ろいとたたき、そして２月１日、いよいよ紙すきを行いました。
江津市桜江町の勝地半紙の佐々木さんを講師としてお招きし、
紙すきの歴史や紙がどうやって出来るのか、ガンピでできた紙の
特徴などとても面白いお話を沢山教えていただきました。自分た
ちで採ってきたガンピが変化していく様子を不思議そうに見て、
触って体感する子どもたち。徐々に紙のような繊維が見えると、
大興奮でガンピを見ていました。
紙すきをする直前のガンピの様子は、まるで綿菓子のようにふ
わふわでしたが、トロロアオイと混ぜ、すいていくと紙の形が見
えてきました！寒い中での作業で、かじかむ手を温めながらでし
たが、皆一生懸命、そして楽しく紙すきをしていきました。
世界に一つだけの、自分たちで作った卒業証書がついに完成し
ました♪

高原小学校５・６年生

世界に一つだけの卒業証書できたよ♪

© 邑南町
食事処こうげん

今月の
いっぴん
簡単！キャラメリゼ

（材料）
シリアル（お好みのもの） ｇ
マシュマロ
ｇ
ドライフルーツ お好みの量
豆 お好みの量
バター
～ ｇ

↓作り方の動画は
こちら！

います。

味しいものに変身させちゃ

（作り方）
欲望のままにリメイク〜
①マシュマロをフライパンに入れ、
２月２日は節分、盛大に
火にかけます。
豆まきもされた事と思いま
②マシュマロが溶けたらバターを
す。でも！余った豆どうし
入れ、混ぜます。
③シリアル、ドライフルーツ、豆
よう って思いません？
…
を入れひたすら混ぜます。混ざ
欲望のままに、サクサク美
ったら別の容器にうつして、冷
めたら完成です
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２．出来事ご紹介
ウオーキング 他

よっちゃん館長の〜今日この頃〜

39

29

←いい紙が作れますよう
に、と気合を入れてた
たきました。

（上田）

早いもので、２月も半ばを
すぎました。昨年末より色々
な事が起きてますが、私は腰
が痛いです（切実）
第２話まで放送されたコウ
ミンカンジャー、ラベンダー
高原の出番はもう間近です。
見かけた際には、温かい目で
見ていただければ、嬉しいで
す。

!!

１．紙すき体験

57

トトロアオイとガンピを入れて、
全力でまぜる ! まぜる！
↓
〜余った節分のお豆を
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邑南町高見 3014-3）電話 0855-84-0521 ／ IP 電話 050-5207-5500

高原公民館（〒696-0406

発行

大雪も峠を越えほとんど雪が消えましたね。これからは雪は降らない
でしょう。降ったとしても大したことはないと思いますね。皆さんのお
宅では瓦がずったり樋が壊れたりしていませんか。我が家でも樋が外れ
たりしたので直しましたよ。（もちろん古いせいでもあるのですが …
）
町広報などでご存じだと思いますが、町内公民館では無料でインター
ネットに接続できる Ohnan Free WiFi
（おおなんフリーワイファイ）が
利用可能になりました。スマホやタブレット、パソコンなどで無料で利
用できます。町のホームページにはガイドが掲載されていますのでご覧
ください。個人情報など不正なアクセスを防ぐためメールアドレスを登
録する必要があるようです。接続方法がわからない方は公民館主事にご
相談ください。（私に相談されてもわからないと思います。）
さてさて、女性蔑視発言で国内外から集中砲火を浴びた東京五輪・パ
ラリンピック組織委員会の森喜朗会長が辞意を固めました。いったい何
をやってるんでしょうかね。政界の中でも様々な発言で問題を起こして
いますが、まったく残念でなりません。コロナ禍の中ではありますが、
世紀の大会をやっとの思いで勝ち取った努力が水の泡になりはしないか
と心配しています。 年前、昭和 年に開催された東京オリンピックを
思い出してほしいと思います。敗戦から世界に類を見ない復興を遂げた
日本を世界にアピールした前回大会は、国民一丸となって成し遂げた大
会でした。今はコロナ感染防止対策に全力を挙げるとともに東京五輪・
パラリンピック開催に向けて全力を尽くしてほしいと思います。日本の
リーダーの方々本当に性根を入れてしっかりとやってくださいよ
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高原地区
人口と世帯数
↑たたく前のガンピ
スルメイカみたい
だね、と話をして
ました（笑）

月号

2

こ う げ ん

今月の紙面一覧
10

２０２１年

第 313 号

↑
キレイな紙をつくるため、
ちりひろいも頑張りました！
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令和 3 年 1 月 16 日発行
高原公民館だより「こうげん」
[１]

和田原総南会

健康づくり活動で表彰

全国老人クラブ連合会及び島根

県老人クラブ連合会から、和田原

総南会の皆さんが、このたび活動

賞大賞を受賞されました。

体操教室や料理教室・食事会、

グラウンドゴルフ大会などを通じ

て地域に住む人同士の交流や健康

増進の活動、また、様々なボラン

フリー

ティア活動などの取組が認められ

おおなん

、今回受賞となりました。おめで

とうございます
!!

!!
!!

ワイファイ

Ohnan Free Wi-Fi 使えます！！
2 月より町内各公民館で無料で使える Wi-fi（無線でイン
ターネットが利用可能になる）が整備されました。
公民館内１階であればどの場所でも利用可能（２階は一部
エリアのみとなります）となります。自由にご利用いただけ
ますが、設定どうするのかな？やどう使ったらいいのかな？
という場合にはお気軽にお声がけください。

募集 !!
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16

お知らせ広場

地区別戦略実現事業（第 1 期ちくせん）として、高原地区では「高原を楽しくする会」を立ち上げ、活動を
行ってきました。人口減少に歯止めをかけるために様々な事業を行ってきた第 1 期ちくせん、令和元年度末で
第 1 期ちくせんの活動の総括を行い、令和２年度より地区別戦略発展事業（第 2 期ちくせん）を開始すること
となりました。第 2 期ちくせんでは、この地域に住む方の満足度、幸福感の向上を目的に事業を行っていきま
す。高原地区でも、第 1 期ちくせんでの成果や反省点を踏まえて第 2 期ちくせんで行う事業の計画を考えてい
るところです。計画や体制も心機一転し事業を行って行きます。
体制も新しくしていくにあたって、この第 2 期ちくせんを実施していく高原地区の新しい団体名を公募した
いと思います。新しい名称と、その名前の由来や想いをぜひお寄せください。また、第 2 期ちくせんでやりた
い事、取り組んでほしい事もお聞かせください。
詳しくは、こうげん 2 月号と一緒に配布しているチラシをご覧ください。

応募方法
Free Wi-Fi が使える施設、これが目印です！

高原地区別戦略発展事業（第 2 期ちくせん）
実施団体新名称のアイデアをください！

km

文化財めぐり〜地域のお宝再発見

←こんなかわいい飾りも
できました♪

リメイクした服を着て、ハイ ! チーズ！

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

チラシにある記入用紙にご記入いただくか、
専用フォーム（右記ＱＲコードより）にてご
応募ください。

たかはら迎春ウォーキング

10

高原公民館だより「こうげん」

毎月第４土曜日はウオーキングの日です！
１月 日、たかはら迎春ウオーキングを開催しました。当
日はあいにくの天気模様でしたが、 名の参加がありました。
今回は、「文化財めぐり～地域のお宝再発見」と銘打って、
高海自治会館から荻原集落にある「ひしね地蔵」までの４．
６ のコースでした。大正時代に立てられた旧郵便局、高海
の化石など道中ある様々な地域のお宝を見て、話をしながら
歩いていきました。
昔、ここはこんなものがあったんだよ、という貴重なお話
もお伺いでき、楽しいウオーキングとなりました。
来年度の高原のウオーキングも、ぜひまたご参加ください♪

着物が大変身 し ま し た ！

手仕事倶楽部の皆さんに
よるステキな作品のお知ら
せが届きました♪
月に大田市の工房みよ
んさんで教わった着物リメ
イク術を活かして、お家に
あった着物からステキな作
品の数々を制作されました。
もとの着物のステキな柄
を活かしつつも普段使いも
しやすい形になって、美し
く可愛い服になりました♪

令和 3 年 1 月 16 日発行

ステキにリメイク♪ 祝 受 賞

[２]

