５月

日に、出羽・高 原・布施公 民館 共催で毎 年恒

例 と なっている「春の自 然 観 察 会」を 行い ました。今
年は市木にある阿佐山の登山をしました。
阿佐山は瑞穂ハイランドのある山で、
冬場はバレー
側のコースになっているところを頂上に向けて登って

につれ遠 くの景色がよ くみ えるようにな ることが実
感で き たり、草 原の中でさわ やかな 春 風 を感 じるこ
と がで き たり と 、
いつ もの登 山 と は違 う楽 しみ もあ
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うでしょう。

●春の自然観察会 阿佐山
●針金細工・紙飛行機づくり
●山野草の楽園公開中
●活動推進協議会総会
●展示図書の紹介
●今後の行事予定ほか

な ど を 歩いて 春の自 然 観 察 を 楽 し んでみて は ど

されます。みなさんも身の回りにある山 や道ばた

た。歩いてみると、山々のもっている特徴に気付か

あったりしながら春の自然を満喫されたようでし

見たり、山野草をみては参加者同士で名前を教え

下山では、途中イタ ドリや わさびな どの山菜を

うです。（下見のときには見えました。）

いでした。気候のよい 日は四国の山 まで見えるそ

山 地の山 々 を 見 渡 せ、登って き た達 成 感でいっぱ

標高１，
２００ｍ付近にある展 望台からは、中国

in

６歳から
７８歳の
２９名で
登山をし
ました。

いきました。
スキーで滑れば緩やかに感じる斜面も

つく感じることもありました。しかし、どんどん登る

進み ました。木がない草原を登るので、先が見渡せき

どの工夫 をしたりこ まめに休憩 を取ったりしな がら

歩 くにはな かな かの急 斜 面で、斜 めにむ けて登 るな

↑広いコースを思い思いのところ
を登っていきます
↓ときどき草原に座って休憩をと
ります

〒696-0401

展望台か
ら見える
中国山地
の山々は
絶景でし
た。

15

りました。

４月 日（ 月 ）
に小 学 校の振 替 休 業 日 を利 用 して、井 原 駐
在所巡査長 永井雄也さんを講師に招き「針金を曲 げて作ろ
う 紙飛行機を折って飛ばそう」を行いました。

紙飛行機づくりでは折り目
をたくさん作るのが難しく
苦労していました。

を見つけるきっかけづくりができればと思います。

簡単に形にできるそうです。公民館活動でも熱中できること

針金細工 をしてこ られ、今ではイラス トな ど を見て、針金で

永井さんは小学生のときに針金細工に興味を持ち、ずっと

な んとか作っていきました。

があっているか確認しあうという場面 もあり、交流しながら

苦労していました。小学生の子がデイサービスの方と折り目

して作ってい き ましたが、なかなか思ったよ うな 形にな らず

機を作りました。折り目をつけてはもう一度開いてを繰り返

紙飛行機 づくりでは、
ス ペースシャトル型の立体的な 飛行

分で考え見本以外のものを作っている人もいました。

に針金を曲げることが出来ませんでしたが、
慣れてくると自

を手本に針金でかたちをつくっていき ました。はじめ は上手

ビスの皆さんに参加いただき、永井さんの作ってこられた絵

高原小学校の児童の皆さんや、社会福祉協議会のデイサー

２５

警察の装備や仕事について
教えていただき、子供たちも
興味深く聞いていました。

展望台か
らの見え
る中国山
地の山々
は絶景で
した。

はｒ

４月２８日に公民館活動推進協議会総会を行いまし
た。２７年度の事業や２８年度の事業予定などについて
報告があり活発な意見交換が行われました。今年度は下
記のような委員で各部の活動を盛り上げて行きますの
でよろしくお願いします。
活動推進協議会長

高倉 宗隆

部名

地域振興部

コミュニティ部

福祉環境部

部員

三上富子

内坂学

黄楊文雄

竹添弘幸

富長和也

坂本幸子

深瀬博則

岸茂

岸根喜行

松島秀樹

安田和史

坂本昇三

小笠原三津夫

松﨑るみ

正岡昭悟

高倉紀子

土﨑由文

正岡法子

土﨑しのぶ

岸奈巳

高倉宗隆

竹﨑亙

藤田尚美

松島千恵里

篠原義晃

森田仁政

漆谷早苗

安田邦彦

河野豊秋

岡本和幸

事務局

公民館主事 日野貴志郎
監査委員 岸 茂
小笠原三津夫
＊各部長・副部長は今後の部会で決定します。

邑南町公民館連絡協議会では、文芸誌【大耕】第２３
号の発行にあたり、作品を募集しています。募集内容
につきましては、公民館に置いてありますチラシをご
覧いただくか、布施公民館か出羽公民館までお問い合
わせください。 出羽公民館 ℡ 83-0912
ＩＰ050-5207-5200

読みやすくて面白い小説おすすめランキング２０１５
の中から展示します。ミステリー小説・SF 小説・恋愛小説・
歴史小説など様々なジャンルの中から、国内・国外関係な
く選んでみました。普段あまり本を読まない人でも楽しめ
ると思います。ぜひご覧ください。

展示期間 平成２８年５月１８日（水）～６月 1７日（金）
※貸し出しもできます。事務室までお知らせください

公民館に戻って、久々に山登りをしました。スキー場の
ゲレンデなので楽かなと思っていたら、結構な急斜面
でほんとにしんどく、下山のときには足も痛く、くたく
たになりました。参加者の方は元気で、特に子供は斜
面をものともせず走っていました。それを見て、ふと
子供の頃「大人は皆、なぜ走らないのだろうか」と思
っていたことを思い出し、走らないんじゃなくて走れ
なかったのだと身をもって実感しております。（日野）

今年も布施２集落 服部導人さんの山林で「山野草の
楽園」が一般公開されています。たくさんの山野草を
見に県外からも多くの方が来られているそうです。今
は（5 月 13 日現在）エビネやハッカクレンの花がきれ
いに咲いていました。公開期間中、様々な山野草が入
れ替わりで咲いているので、何度行かれても新たな発
見があると思います。
ぜひ訪れてみてください。
【公開期間】
４月１０日～６月１０日
ハッカクレンが一面に
咲いていました
【布施地区体協・コミュニティ部より】

第１２回邑南町バレーボール大会が７月１７日（日）に行
われます。布施地区でも下記のとおり練習日を設け、大
会に向けて練習をします。日ごろの運動不足解消のため
にもたくさん汗をかいて、勝利目指して頑張りましょ
う！！
練習日：５月２３日（月）から毎週月曜日
場 所：布施公民館 多目的ホール

５月６日（金）布施公民館多目的ホールで町政座談
会が開催されました。地域の皆さんから U・I ターン
に関することで地元企業での働き場についてや孫が帰
ってくる仕組みを考えてみてはということ、教育に関
することでおおなんドリームがよかったのでもっと一
般の方に参加してほしいということや矢上高校の特色
をもっとだしていったらよいのではという意見がでま
した。皆さんの意見が今後の町政に取り入れられてい
くと思います。

―５月―
２６日（木）邑智郡陸上競技大会・小体連陸上（川本中グラウンド）
※翌２７日（金）予備日
２８日・２９日 フィンランド祭り（矢上交流センター）
２９日（日） ノルディックウォーキング教室（矢上）
―６月―
２日（木）
１８日（土）
２５日（土）
２９日（水）
３０日（木）

人権相談(布施公民館)
親子で魚釣りに挑戦（八色石集落 大谷川）
ウォーキングの日（矢上地区）
島根県警察音楽隊による演奏会（高原体育館）
いきいきサロン（布施公民館）

