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写真展﹁最期まで見つめて﹂開催

月

〜イノシシカメラマンにったっち個展〜

令和３年９月末現在
（カッコ内前年同月）

ステキな作品の数々です♪
↓
― 19.1mmφのビニール
ハウス用パイプ８㎝

チューブ式
７４８ （ノーパンク式は高い）

※金額は参考です。

マン「にったっち」さんの写真展を開 でとなっておりますので、ぜ
催しております。にったっちさんは、 ひご覧ください。

江津市在住で島根県内を拠点に活動す

るカメラマンで、今年２月に高原公民

館で行ったスマホカメラ講座で講師と
日本写真家協

して来ていただきました。
この度、ＪＰＳ(公社

会)主催の写真展に入賞され、それを

記念して初となる写真展を、高原公民

館で開催する事となりました。今回入

選された作品が、田野原集落にある交

流拠点、摘み樹ガーデンで産まれた子

ヤギの写真で、この子ヤギが産まれて
から亡くなるまでの命の輝きを写した
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邑智郡公民館連絡協議会
研修会開催
邑南町・美郷町・川本町の公民
館、まちづくりセンターの職員が
一同に集まって各町での公民館活
月８日

動の事例や取組について発表、意
見交換を行う研修会が、
に川本町にある悠邑ふるさと会館
で行われました。邑南町は、昨年
度爆誕した「学び戦隊コウミンカ
ンジャー」の取組について発表を
しました。美郷町からは、住民協
働の公民館機能強化について、川
本町からは三原地域での映画作り
についてそれぞれ発表がありまし
た。事例発表等で得たアイデアの
数々を、また公民館の計画策定で
活かしていきたいと思います。
ワクワクする事例や、とっても勉強に
なる事例、色んなお話が沢山きけまし
た。

○子どもや障がいのある方、ジェンダーに配慮の行き届いた教育施設をつくり、全ての
方にとって安全で、暴力がなく、だれもが利用できる学習環境をととのえる。

作品となっています。何気ない日常の

古いものを使用

１

10

○全ての学ぶ方が、人権、ジェンダー（社会的・文化的に作られる性別）の平等、平和
・暴力のない文化の推進、持続できる開発などの教育を通して、必要な知識と技術を
確実に習得できるようにする。

風景、でもそこで輝く命をステキに切

３．質の高い教育をみんなに

り取った作品の数々をお楽しみいただ

50 ㎝

六角両ネジボルト M１６

↑
摘み樹ガーデンのステキな
ブーケをいただきました♪

『
“えすでぃーじーず”がすぐわかる！』

けます。

○開発途上国などで教員を養成し、資格をもつ教員の数を大幅に増やす。

２．イベントのお知らせ

よっちゃん館長の〜今日この頃〜

備考
金額
単価
数量 単位

どうするか・・・
解決していくためには

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

今回は一輪車(ネコ車)を二輪車
に改造した話をしましょう。ホーム
センターなどに行くとネコ車の二輪
車を売っていますが、かなり高額で
車輪幅が広いので向きを変えるのが
難しかったり、狭いところでは使用
しずらい面があります。そこで私は
今ある一輪車を二輪車に改造してみ
ました。車輪幅は４０ｃｍぐらいで
安定しているので狭い所や重いもの
を積んだ時には大変便利で、片手で
も操作することができます。 分ぐ
らいで改造することができました。
経費も格安でできます。もしお家に
２台あったら１台は２輪車に改造し
たら便利ですよ。ホームセンターな
どで材料を買うことができます。イ
ンターネットで調べたら色々な改造
方法がありましたが、安価で簡単な
方法を私なりに改造してみました。
写真と経費等については次のとおり
です。我が家か公民館にもあります
のでご覧ください。分からないこと
はお聞きください。

世界人口の約 20% の子どもが
新型コロナウイルスによる
教育を受ける機会がない
教育を受ける機会の差
読み書きの能力・
基本的な計算能力の差

高原地区
人口と世帯数
購入材料

完成写真（タイヤ部分）
↓

月号

こ う げ ん 10

他
１．写真展開催
郡公連研修会開催

11

大事だ
手洗い
ナン！
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今月の紙面一覧
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その他お知らせ
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令和 3 年 10 月 15 日発行
高原公民館だより「こうげん」
[１]

[２]

高原公民館だより「こうげん」

令和 3 年 10 月 15 日発行

〜肉を喰う会２０２１〜

開催決定

昨年は新型コロナウイ

ルス感染症拡大のため、

規模縮小での開催となっ

た「肉を喰う会」。今年

は趣向を変えて、バザー

祝

平成

記念行事開催

久喜銀山遺跡国指定

22

年度から町教育委員会で調査

事業を行い、歴史的価値の調査・保存

を行ってきた久喜銀山遺跡が国指定遺

跡となる答申が国の文化審議会で出さ

れ、この度、記念行事が開催されます。

初日は記念講演とリレートークを通し

て久喜銀山遺跡について知り考えてい

きます。２日目は現地でのフィールド

ワークで、繩手吹所跡・床屋吹所跡・

久喜精錬所跡の３箇所でガイドさんの

説明を聞きます。ぜひ、ご参加くださ

20

い。

11

分〜

30

１[日目 記
] 念講演・リレートーク
日時 令和３年 月 日︵土︶

午後１時

21

健康センター元気館

11

会場

２[日目 フ
] ィールドワーク
日時 令和３年 月 日︵日︶

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。

午前９時〜

「育（いく）」の読みが「１９」 になること

お問合せ
邑南町教育委員会生涯学習課
０８５５ー８３ー１１２７
０５０ー５２０７ー５１００

く→９ につながること、

!!

2019 年 11 月 23 日開催の肉を喰う会の様子です。

時間等変更となる
※
場合がございます︒

「食（しょく）」の読みが しょ→初→１

形式の「たかはら市」と

スマホもお助け！

コウミンカンジャー

スマホやタブレット、パ
ソコンを使う上で、操作や
設定でのお困り事は、公民
館で解決いたします！
ＬＩＮＥ(ライン)の設
定や写真撮影の仕方、写
真の送り方といったこと
から、インターネットの
設定、メールアドレスの作
り方まで、何でもご相談く
ださい。
スマホの料金プラン等
※
契約内容に係る相談は
できません。
公民館主事不在時には
※
対応できない場合がご
ざいますので、ご了承
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

して開催されます。食べ

いわみんＨＰはコチラ

物は持ち帰りのみで、い

す。

ろんなお店の買い回りを

訳ございません。今後とも、よろしくお願いいたしま

楽しんでいただけるよう

いただいていた中で、延期のお知らせとなり大変申し

11

な内容となるよう企画が

備をしてまいります。「今年こそは」と楽しみにして

進められています。主催

整をし、公民館まつりやコンサートが出来るよう、準

23

の地域団体たかはらんど

いたしました。感染症対策の徹底や内容の再検討、調

1011

でも、タカハラカツサン

困難であったため、やむを得ず開催を延期することと

島根県西部、石見地方で様々な体験
プログラムが楽しめるイベント「いわ
みん」が今年も始まりました。邑南町
でも、高原地域の化石発掘、里山の学
校をはじめ様々なプログラムが予定さ
れています。詳しくは、以下のＱＲコ
ードでＨＰ、もしくは公民館にある冊
子をご覧ください。

ドの販売が予定されてい

動が再開をし始めている状況ですが、出演者の調整が

いわみんやってます！！

ます。ぜひお誘いあわせ

を計画しておりました２０回目となる星が丘ふれあい
ワクチン接種も進み、緊急事態宣言解除、様々な活

の上、お越しください。

延期をしておりました公民館まつり、また、秋に開催

出店内容等の詳細を載せたチラシは 月上旬完成予定です︒
※
公民館等に設置いたしますので︑ぜひご覧ください︒

昨年度より、新型コロナウイルス感染症拡大のため

コンサートの開催を再度見送り、延期といたします。

︵日時︶令和３年 月 日︵火・祝︶
午前 時〜
︵午前中のみの開催予定です︶
︵会場︶高原神社参道
︵駐車場は高原公民館をご利用ください︶
© 邑南町

たかはら市

地域の出来事
今、頑張っていること ご紹介

お知らせ広場

公民館まつり・星が丘ふれあいコンサート
再延期のお知らせ

