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南町公民館連絡協議会)を開催しましました！今年は

「自ら考え、協力して行動する」を目標に、デイキャ

ンプ(宿泊をしないキャンプ)をおこないました。テ

小学校周辺環境整備

日(土)高原小学校周辺環境整

ご協力ありがとうございました︒
８月
備が行われ、教職員、保護者、地域の皆様で
集まって敷地内の草刈り等を行いました。

環境整備にご協力いただき、

日よ

昼食には愛情たっぷり手作り
カレーと鮎の塩焼きをいただ
きました♪

ありがとうございました。

３．すべての人に健康と福祉を

ントを張る、火起こす、ご飯を作るの他、竹串づくり、

『
“えすでぃーじーず”がすぐわかる！』

鮎のつかみ取り、水鉄砲づくりなど様々なことにチャ

レンジ！慣れない作業や、難しい事にも皆で協力して

チャレンジしていきました。

サマガエルがペチャっと庭に落ちてき
たのです。多分サギがくわえていたの
だと思いますが鳴いた拍子に落ちたの
だと思います。
また、つい最近ですが夕方の事です。
吊り屋のところに母屋に入るドアがあ
って網戸がしてあるのですが、妻が「
大きなネズミが網戸をカリカリとして
いる。」と言うので行ってみたら既にい
なくなっていたので、周りの洗濯機な
ど色々なところを叩いて追い出そうと
していたらトコトコと出てきました。
ネズミ？と思ったら何とモグラじゃな
いですか！ エッ！モグラが家に入ろ
うとする？ その後どこに入ったのか
出てこないので諦めましたが、裏の畑
を耕したりしたので行き場がなく薄暗
い家に入ってきたのかなと思います。
こんなことって初めてのことですが皆
さんどう思います。
これからはキノコや栗、柿などの秋
の恵みの季節ですね。肌寒くなります
のでお体には十分注意してくださいね。

↑みんなで協力して頑張りました♪

日には運動会も無事開

多くの皆様にご協力いただきました。８月

どもたちが安心して学習できる環境づくりのため、

当日は雨の中と、あいにくの天気でしたが、子

大事だ
手洗い
ナン！

８月 日(日)、邑南町わんぱく館(口羽)で町内 り２学期が始まり、９月
小学４〜６年生を対象にしたリーダー研修(主催:邑 催されました。

デイキャンプ﹂開催！

令和３年度リーダー研修

他

よっちゃん館長の〜今日この頃〜
12
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1 人ひとりの健康への意識を高めていく
（適度な運動、バランスのいい食事など）

今月の紙面一覧

皆さん稲刈りは終わりましたか？
私は９月 日〜 日の３日間ですめ
ました。今年はおかげさまでイノシ
シの稲への被害はありませんでした。
長雨の影響でどうなのかなと思いま
したが、平年並みの出来具合のよう
でした。これからは台風や大雨の影
響で用水路に土砂が入っているので
水路掃除やイノシシで荒れた休耕田
の復旧、春に向けての田起こし作業
が待っています。以前にイノシシが
休耕田を耕してくれたと言いました
が、地元の猟師さんが耕してくれた
休耕田の犯人イノシシを取ってくれ
ました。百キロはあろうかと思える
大きなオスのイノシシでした。その
後はイノシシの出没はありません。
猟師さんありがとうございました。
この前、少し雨がぱらついていた
時のことです。トノサマガエルが空
から降ってきました。と言うのもサ
ギが家の上空を飛んでいたのですが
「ギャー」と鳴いたと思ったら、トノ

こんなことが必要です
なくしていくために

を目指す

必要な医療がすぐ受けられるようにする事
環境汚染の削減・衛生状態の改善

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
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性

３８７人
（387 人）
４１８人
（420 人）
８０５人
（807 人）
３４８世帯
（340 世帯）
４５．７１％
男
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感染症の不安
健康問題の不安

健康的な生活
福祉の推進
保険制度に使うお金の確保

その他お知らせ

!!
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１．リーダー研修開催
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２０２１年

こ う げ ん
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令和 3 年 9 月 21 日発行
高原公民館だより「こうげん」
[１]

かたり草名所めぐりツアー
別当城跡に行ったよ！
日(月)かたり草(瑞穂町文化財

4 回目 11/13-14

キャンプをしよう！
一．感染症対策で頑張る人たちに感謝しよう

野外調理を

してみよう！
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

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。

８月
愛護協会高原支部 著)に載っている史跡を
柘植

たずねるイベントが開催されました。有志で
設立したかたり草を読みとく会(代表

賢志さん)の主催で、高原小学校児童を対象

3 回目 11/7

に行われました。
高原公民館を出発して、矢広原集落にある

ひしね地蔵( ※
１)、みろく地蔵( ※
２)の
説明を聞きながら、下和田集落の和田英志さ

ん宅の裏から別当城跡を目指して山を登って

行きました。勾配が急な箇所もある中、みん

な元気いっぱいに駆け上がっていきました。
頂上では和田さんからこの地であった出羽

合戦の事、合戦の要因となった作物が美味し

く育つこの土地の事など、別当城に関係して

色々なことを教わりました。また、おやつに

たかはらキャンプスクール開催
キャンプ流行ってるけど、必要な道具が多くて
難しそう …
なにから始めよう …
とお悩みの方や、
なかなか外に遊びに出る機会がなくて、子どもと
何か一緒にやりたいな、という方も、ぜひ！たか
はらキャンプスクールで一緒にキャンプをしませ

[ 開催日 ・ 内容］

ないために、次のことを宣言します。

１ ひしね地蔵
※
矢広原集落の竹
林の中にあるお地
蔵様。台座のへこ
みにたまった雨水
をひしね(いぼ)
につけると、いつ
の間にか落ちてい
たことから、ひし
ね地蔵と呼ばれて
います。
２ みろく地蔵
※
矢広原集落の県
道沿いにあるお地
蔵様。昔、この道
を通って川本まで
商品の仕入れに行
く時に、カワウソ
やキツネに化かさ
れ困っていたため、
このお地蔵様を建
てたと言われてい
ます。
(かたり草より
抜粋、一部要約)

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。

和田さんから出羽合戦について色々と教えて
いただきました。
→

んか。テント設営、火起こし、野外調理、木のお

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

火を起こそう！

もちゃ作り …
そして、最期には１泊２日のキャン
プ！ぜひ、ご参加ください。詳しくはチラシをご

「コロナに負けない高原」宣言書

覧ください。

「育（いく）」の読みが「１９」 になること

は田野原集落の梅を使った大福「たのはらぼ

15

↑みんな頑張って登りました！

く→９ につながること、
「食（しょく）」の読みが しょ→初→１

ーる」を美味しくいただきました。
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1 回目 10/24
依然猛威を振るう新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

写真展 ﹁ 最 期 ま でみつめて﹂開催

スマホ写真講座で講師をしてい
ただいた江津市のカメラマン にっ
たっちさんの写真展を左記のとお
り開催します。
摘み樹ガーデン(田野原集落)
で産まれたヤギの、産まれてから
亡くなるまでの命の輝きを写した
写真の数々を展示いたします。ま
た、２０２１ＪＰＳ展作品も展示
予定です。ぜひお越しください。
(観覧は無料です。)
ＪＰＳ=公益社団法人日本写真家協会
※
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お知らせ広場
開催期間
令和３年 月 日 (月)
から
月 日 まで
開館時間 ８時 分〜 時 分
10

テントをたてよう！
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2 回目 10/31

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

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介
会場
高原公民館ロビー

10

高原公民館だより「こうげん」
令和 3 年 9 月 21 日発行
[２]
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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

