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（カッコ内前年同月）

「今年こそは」と意気込んで５月７日(金)に
開催予定としていました藤見のお茶会。大型連
休中に邑南町内で新型コロナウイルスの感染事
例があり、行事の実施、特に飲食をする行事を
実施することで参加者などへの感染リスクが高
くなる事からやむを得ず中止といたしました。
お茶会実施にあたり、公民館茶道教室の皆様
や文化部の皆様に準備、敷地整備等ご協力をい
ただきました。
また来年、藤の花が満開を迎える時期に、今
度こそはお茶会が開ける事を願うばかりです。

世帯数

発行

よっちゃん館長の〜今日この頃〜

大事だ
手洗い
ナン！

中止
１．藤見のお茶会

キレイに咲いた藤の花、今年も長く楽しんで
いただけるように動画を作成、こうげん特別号
(ＹｏｕＴｕｂｅ)にアップしましたので、ぜ
ひご覧ください。(右記ＱＲコードから見るこ
とができます)

高原公民館（〒696-0406

藤見のお茶会︑無念の中止
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食事処こうげん

(材料)
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皆さん田植は終わりましたかねぇ？ なかなか納まりません。邑南町で
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小さじ２〜３
塩麹 …
私は昨年暮れから今年にかけての大雪 も感染者が発生しています。
小さじ２
オリーブオイル …
でイノシシが少ないかなと思っていま
公民館でも５月の連休には藤の レンジでトマソー
お好みで
したが、なんちゅうこたぁない、植え 花がきれいに咲きました。今年こ 〜簡単ソースできます〜 こしょう …
(作り方)
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①トマトをざく切りにして
田植えを終えたらイノシシが田んぼを 開催したいと計画していましたが、 美味しくなる季節で
調味料を全部と一緒に耐
歩いていました。今は電気柵の設置に 感染者が発生したので中止をせざ す。余っちゃった、
熱ボウルに入れます。
忙しい毎日です。それでも家の２階か るを得なく残念です。邑南町も新 熟しすぎちゃったと
②ラップをしてレンジで６
ら周りを見渡すと家の明かりが田植え 型コロナウイルスの予防接種が高 いう時に簡単にでき
００Ｗ３分加熱、中身を
るトマトソースをご
が終わった田んぼの水面に映って綺麗 齢者から始まりました。接種の判
軽く混ぜてラップをせず
紹介します。
ですね。遠い昔の田舎の原風景を思わ 断はご自身ですが、私も通知があ
に再度６００ｗ３分加熱
せるような温かい気がします。田んぼ りましたので私は受けようと思い
冷めたら完成です。
ではカエルの大合唱が、川ではヒュル ます。ただ何らかの病気で治療や
ヒュルとカジカの鳴く声が聞こえます。薬を服用しているなど不安なこと
５月になったというのに
朝晩冷える日が続きますね。
田んぼや川にはマガモのつがいも見ら は事前に主治医と相談してから接
いつになったらストーブを
れます。朝から日中はブッポウソウの 種の有無を決定しましょう。
片づけれるのやら・・・
ゲエ、ゲエと鳴く声も聞こえ始めまし 早くコロナが終息しないかなぁ〜。
ちくせん、少しずつです
た。皆さんも外に耳を澄ませたり周り みんなと一緒に楽しく長ぁ〜く飲
が動き始めました。また公
民館だよりでもお知らせで
を見まわしたりしてみてはいかがでし みたいなぁ〜。
きればと思います。新しい
ょうか。こんなことに感動する自分は
体制での活動、応援いただ
年をとったんでしょうかね。
ければ幸いです。
さて、新型コロナウイルスの感染が
(上田)

高原公民館だより「こうげん」
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高原公民館だより「こうげん」
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「コロナに負けない高原」宣言書
依然猛威を振るう新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
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
ないために、次のことを宣言します。

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。
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るか不明で、噂や憶測の
可能性が高いです。
人を責めるのではなく、
このしんどい時、お互い
寄り添って、感染対策に
気をつけていきましょう。

一．その人を想い、大変な時だからこそ
助け合いの気持ちを持って行動しよう

大型連休中に邑南町内
で新型コロナウイルス感
染症感染事例がありまし
た。感染者の情報につい
ては、島根県がホームペ
ージや報道機関を通じて
公表しているものが正し
い情報です。それ以外の
情報は正しいか誤ってい

お知らせ広場

高原公民館一斉清掃

今年もご協力をよろしくお願いします。
毎年、地域の皆様にご協力をお願いしている「高原公民館一斉清掃」を以下の日程
で実施いたします。暑くなる時期になりますが、ご協力をお願いいたします。

令和 3 年６月２０日 （日） 午前７時から
[ 作業時間は１時間～１時間半の予定です。 ]
（持ってくるもの）
草刈り等の道具、帽子・タオル（熱中症対策）
マスク（感染症対策）
※感染症対策のため、当日は参加者名簿の
作成にご協力をお願いします。
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←島根県における新型コロナウイルス感染症の
最新情報などはこちらからご覧ください。

「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。

「大耕」作品募集

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。
発刊にあたり、大耕に掲載する作品を募集します。応募はどなたでもＯＫ、地元出身で現在
町外在住の方でも、ふるさとへの想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）
［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。
［お問合せ先］
出羽公民館 （電話８３－０９１２／ＩＰ

５２００）

