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今月の紙面一覧

１．コウミンカンジャー
藤見のお茶会

２．石見高原駅供用開始

日本初！の化石発見
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よっちゃん館長の〜今日この頃〜

↑
苦労の末完成したデッキチェア、
座り心地最高です

昨年度爆誕しました「学び戦隊コウミンカン
ジャー」
ケーブルテレビでは毎回テーマを決め、地域
の達人のもとで体当たりで学んでいます。これ
まで、火おこし、ロープ結びと学んでいきまし
たが、第３話となる今回のテーマは「ＤＩＹ」
高原ラベンダー・井原ブルー・市木イエロー
の３人が力を合わせ、わちゃわちゃしながらも
体当たりでＤＩＹを学び
ました。第３話は４月
日よりおおなん情報局に
て放送されました。
コウミンカンジャー３
人が頑張って作り上げた
「デッキチェア(イス)」
を高原公民館ロビーにお
いてますので、ぜひご覧
に、そして座ってみてく
ださい。

高原公民館（〒696-0406
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学び戦隊コウミンカンジャー
第３話 ＤＩＹ編放送

令和３年３月末現在
（カッコ内前年同月）
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４ 月号

こ う げ ん

２０２１年

第 315 号

藤見のお茶会開催
昨年度は新型コロナウイルス感染症
拡大で全国で緊急事態宣言発令中のた
め、やむを得ず中止とした「藤見のお
茶会」

!!

食事処こうげん

(材料)

日時 令和３年５月７日 (金)
午後１時〜午後３時
会場 高原公民館
(お茶会は多目的ホール)

現在も感染が治まらない状況が続きますが、
最大限感染対策を行った上で開催することとい
たしました。
会場の配置や内容もこれまでとは大きく異な
る形での開催となり戸惑う部分もあるかと思い
ますが、ご協力をいただきますようお願いいた
します。
昨年剪定を行った藤棚、４月現在ではつぼみ
が出てきて、今年も綺麗な藤の花が咲きそうで
す。藤の花と、野点のお茶会をぜひお楽しみく
ださい。
詳しくは４月こうげんと一緒に配布しますチ
ラシをご覧ください。

大事だ
手洗い
ナン！

１本
ブロッコリーの芯 …
こんげつの
ゆで卵 １
今年の冬は大雪となって、これで ますが、新型コロナで帰国できない
一品
…個
たまねぎドレッシング
イノシシは少なくなるかなって思っ 状況の中でその人々のことを思うと
大
…さじ２
ていましたが、何のこたぁ〜ない、 とても胸が痛くなります。思想や民 ブロ茎タルタル
大さじ２
雪が消えるとあちこちを掘って掘っ 族の違いとはいうもののどうして平 〜ブロッコリー食べよう〜 マヨネーズ …
(作り方)
て掘りまくっていましたでな。やれ 和的な解決ができないのでしょうか。
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
ビ
①ブロッコリーの芯を一口
やれ …
ミャンマーだけでなく中国でも北部 タミンＣもたっぷり
大に切って、耐熱ボウル
それにしてもだんだんと百姓が忙し の民族弾圧が続いています。武力で で美味しいですよね。
に入れて電子レンジで
くなりましたね。私もようやく荒代 制圧し同じ国民を殺害する一個人は、 でも、茎は固くてど
６００Ｗ３分加熱します。
と悩むか
掻きを始めましたが、その前に用水 本当はどう思って行動しているので うしよう …
と思います。そこで、 ②つぶしたゆで卵、調味料
路掃除をしなくっちゃと思いきや、 しょうか。世界各国は人権尊重を自
を①に入れて混ぜたら完
茎を美味しく食べる
となぁ、なぁ、なんと！、イノシシ 覚して武力ではなく平和的な解決に
成！お好みでパンにのせ
簡単レシピをご紹介
が水路の脇を掘って土が水路の中に。努力してほしいとつくづく思います。 します。
て食べても美味しいです。
ユンボを使いながら水路の土砂取り
さて、町議会議員選挙が行われ女
です。やれやれ
性の候補者が目立ちました。この便
令和３年度がスタートし
…
ました。高原公民館３年目
ところで、ミャンマーでは軍隊な りをお届けする段階では選挙結果を
となります。どうぞよろし
どを中心とした勢力が政権奪還に向 お伝えすることはできませんが、今
くお願いいたします。
けて国民に対して弾圧を強めていま 回から議員定数が２名減の 人とな
こうげん特別号も今まで
す。せっかくスー・チーさんを中心 りますが、いずれにしても当選され
更新頻度が低かったので、
もっと気合入れて発信をし
とした民主派が平和な国家建設を進 た議員さん方には町民の思いを行政
ていきたいと思います。時
めていたのに何ということでしょう。に伝え、町長と議論してほしいと思
々でも、見ていただければ
日本にもミャンマーから大勢の人が います。頑張ってください
嬉しいです。
学業や技術研修などで入国されてい
(上田)

高原公民館だより「こうげん」
[１]
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こうげん特別号
（YouTube）
配信中↓

[２]

高原公民館だより「こうげん」
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お知らせ広場

浜田作木線の道路改良に伴い長年親しまれてき 原始的セイウチ類﹁ネオテリウム﹂の化石
た石見高原待合所に代わるバス停として「石見高
平成 年に高見地内で
原駅バス待合所」が令和３年３月末に完成、４月
から供用開始されました。浜田作木線、仁摩邑南 発見され、国立科学博物
線、高見出羽線の交差点付近に位置するこの駅は、館(東京都)で調査され
ていた化石が、原始的セ
バス回転場、待合所、ト
イウチ類「ネオテリウム」
イレを設置しています。
の化石であることがこの
一般車両の駐車は、浜田
度判明、３月 日に公式
作木線を挟んで反対側の
発表されました。これま
駐車場をこれまでどおり
で、二枚貝や植物片など
使用します。
が発掘ゾーンで見つかっ
現在、おおなんバス路
ていましたが、この度判
線の再編が検討されてお
明したセイウチなどの化
り、石見高原駅を乗継、
石の発見、本物であるこ
接続拠点とした利用が期
との確定は今回が初めて。ネオテリウムの化石は北
待されています。
米での発見例はあったものの、日本国内での発見例
はなく、セイウチ類の進化に関する研究に大きな影
響を与えるほどの成果だそうです。
発見された化石のレプリカ(模造品)を現在制作
中で、出来次第、高海自治会館に展示する予定です。
また、冬季休業をしておりました発掘体験を、４
月より再開いたします。また多くの出会いがあるこ
とを願うばかリです。

「大耕」作品募集

「コロナに負けない高原」宣言書

邑南町文芸誌

令和３年度、邑南町文芸誌「大耕」第 28 号を発刊いたします。
依然猛威を振るう新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
発刊にあたり、大耕に掲載する作品を募集します。応募はどなた の恐怖から、これまでの人と人の関係や地域の関係が壊され
でもＯＫで、地元出身で現在町外在住の方でも、ふるさとへの想 ないために、次のことを宣言します。
いや思い出を作品にしたためて応募いただく事も出来ます。あな
一．その人を想い、大変な時だからこそ
たの想いを、この機会にカタチにしてみませんか。ご応募お待ち
助け合いの気持ちを持って行動しよう
してます！

［募集作品］
・短歌（一人五首）
・俳句（一人五句）
・詩（一人一篇 ３０字 ×３７行以内）
・随想（一人一篇 ４０字 ×１８行の３枚以内
または、４００字詰原稿用紙６枚以内）
・漢詩（一人一篇）
・川柳（一人五句）

一．「しんどいのはお互い様」の気持ちで
責めるのではなく励まし合おう

一．感染症対策で頑張る人たちに感謝しよう

人と人が互いに思いやれる優しい地域、高原を目指して
ここに宣言いたします。

［お問合せ先］
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「食育の日」は平成 17 年の食育推進基本計画の策定に伴い、食育を国民運動として推進
するために定められました。食育の日は

「食（しょく）」の読みが しょ→初→１

く→９ につながること、

「育（いく）」の読みが「１９」 になること
から毎月１９日を「食育の日」としております。
〇「孤食」をしない
〇家族や友達とそろって楽しく食卓を囲もう
〇家族で一緒にご飯を作ってみよう 〇きちんと朝ご飯をとろう
〇感謝の気持ちを込めて、「いただきます」「ごちそうさまでした」を言おう。
など、自分や家族の「食」について考える ［食育の日について問合せは］
生涯学習課 83-1127（IP 050-5207-5100）
一日にしてみましょう。
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世紀の大発見
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日本初

［応募方法・応募締切］
６月３０日（水）までに最寄りの公民館へご提出ください。
出羽公民館 （電話８３－０９１２／ＩＰ

石見高原駅供用開始

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

