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こ う げ ん

４月９日、高海自治会館で化石発掘体験が開催されました。高海自治会館で約

分化石等について学習し、発掘現場に移動して約一時間発掘体験しました。

「これって何の化石？」と元気な声が聞こえ、にぎやかで楽しい体験会となりまし

当日は２家族計９名の参加があり、発掘体験では子どもたちから「何か出たよ！」

２０

た。今回主事が発掘した化石も高原公民館でも展示していますので、公民館に来ら

どんな化石が出るかな…？

れた際にはぜひご覧ください。

軽快なトークで化石のレクチャーをする井上
さん(右)と井口さん(左)
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だん だんと 百姓 が忙し くな りま した ね。用 水路掃 除をし よう と思 いま した
が、 その前 に家 の下の 山から カズ ラが木 を覆って 道路 を通 行する支 障に なっ
ていたので、チェンソーで切ったらいいと思い、その始末を始めたのはいいん
ですが、次の木から次の木へとカズラが巻き付き木が倒れないので、とうとう
頂上 まで 木を 切る始末 にな りまし た。切 った木 はス トーブ を使う 友達 にプレ
ゼントしましたよ。用水路の掃除が終わったので荒代掻きです。植え代掻きは
月 日以降になりますかね。田植えは 月の連休の予定です。皆さんのお
宅でも荒代掻きが始まりましたか？
ところで、ロシアとウクライナの状況ですが、なかなか良い方向に進みませ
んね 。私はロ シアは 何を 目的に ウクラ イナ に武力 攻撃を 始めた のかだ んだん
と分 から なく なってき まし た。 ある一部 の主導 者等 の個人 の感情 や思 想によ
る ものと しか 思えない よう な気 がしてき まし た。こ のこと によっ て何 の利益
が ある のでし ょうか 。前線 で戦 っている ロシ ア軍 人は本当 に正 しいこ とだと
思って戦っているのでしょうか。世界を巻き込んだあの第 次世界大戦の痛
ましい 教訓が 本当に 生か されて いない と思 います 。ロシア とウ クライ ナだけ
でなく、様々な争いや虐待が世界各国で起こっています。思想や人種の違いは
あり ますが、 同じ 地球上 に生か されて いる 人間同 士がど うし て互いを 認め 合
い、争いのない平和な生活が保障されることができないのかと思うと、とても
残念でなりません。今一度皆さんも考え直してみましょう。
公民館主事が人事異動で交代しました。植田貴文（通称たかきち）新主事を
よろしくお願いいたします。
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感じました。

植(田

に携 わるんだなとしみじみ

これから季節を感じる業務

すっかり葉桜に・・・

ひとつと咲 き 誇 り 、今 で は

た桜 も時 間 とともにひとつ

かります。先日までは蕾だっ

景色の移り変わりがよく分

公 民 館 の事 務 所 にいる と、
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気になることがあってもなかなか始めるには億劫になって最初の一歩が踏み出
せない…そんな方がおられたら、公民館にご相談ください。
現在、高原公民館ではプラモデルやテーブルゲームなどを用意しています。
はじめは公民館で体験していただき、面白いと思っていただけたら、周囲の方を
巻き込んで自主活動(サークル活動や同好会など)につなげてもらえたらと思い
ます。「あんなことしてみたい…」「こんなことできたらいいのにな…」
公民館は皆さんのやりたいことのお手伝いをさせていただきます。

食育の日は、食育基本法に基づく「食育推進基本計画」により制定されました。
食育(しょくいく)の「育(いく)」が「い＝１」、「く＝９」を連想させるため、毎月１９日
を食育の日としています。
☑朝ごはんをしっかり食べる

☑家族そろって一緒に食事をする

☑「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつや食事のマナーを考える
☑旬の野菜を使った料理を食べる

…etc

家族で「食」について考えてみましょう。
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新主事 あいさつ

味 裁縫 手(縫い 、
製
) 菓

植田貴文 う(えだ たかふみ )
前任地 福祉課
趣
し

前主事 あいさつ

.

この度、人事異動により高原公民館を離れることと

なりました。高原公民館では、３年間という短い間 でした

が、
地域の皆様には大変お世話になりました。

赴 任 当初 から育 児 休暇 取 得のため３か月間 不 在 と

なり、なかなか皆様にお会いするタイミングがなく、令

和元年実施の星が丘ふれあいコンサートで初めまして

４月より高原公民館主事となりました植田と申
ます。
ほ
以前は福祉課で子どもに関する業務をしており、

という形で地域の皆様にお会いできたのを今でも鮮明

様の多大なるご協力のもと実施ができました。令和２

ぼ事務作業でしたが、その前は保健課でウォーキング
した 今(は太って当時の見る影もありませんが・
・・。ま
)
だ高原地域のごく一部しかわかりませんので、これか

年度からは新型コロナウイルス感染症により行事の実

や運 動 教室 等 で高 原地 域 でもお世話 になっておりま

ら高原の良さ、ひとの暖かさを知っていきたいと思って

施ができなくなり、中 止 や延期 の連 続 でした。最 後 ま

に覚えています 緊(張でぶるぶる震えてました 笑( 冠
))
山登山や通学合宿、新年互例会と慣れないながらも皆

います。

く異動となったことです。

年間ありがとうございました。

た別の形で高原地域に関わっていきたいと思います。３

４月より新たな環境で勤務をしていますので、
ま

で悔 やまれるのが、公民 館まつりを一 度もやることな

趣味は手縫いで、小物 ぬ(いぐるみなど を)作成する
ことです。最近バタバタしていてあまり出来ていません
が、
公民館を季節に応じて飾りつけようと思います。
木村事務員も変わらずに勤務していますので、職員
みんなで力を合わせ、「ちょっと公民館行 ってみよう」
と思ってもらえる場所になるよう努めますので、今後
ともよろしくお願いいたします。

