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鮎をたくさんとりました～ぜにほう学校～
平 成 ２９年 ８月 １１日 （金 ）にぜにほう学 校 「デイキ
ャンプをしよう」を帰 省 された方 、スタッフ含 めて３
５名 の参 加 で行 いました。
まずは八 色 石 集 落 の専 光 寺 の前 の大 谷 川 で鮎
のつかみ取 りをしました。鮎 が元 気 に泳 ぎ回 ってい
たり、ぬるぬるして いたりで捕 まえるのが難 しかっ
たようですが、だんだんと上 手 にとるようになって
いました。参 加 者 の皆 さんとても楽 しそうにわいわ
いと盛 り上 がりながらしていました。
その後 はカレー作 りやキャンプファイヤーをする
予 定 でしたが、残 念 ながら雨 のため中 止 しました。
今 後 、秋 や冬 の活 動 も実 施 していく予 定 ですの
でぜひご参 加 ください。

鮎を追い込んで上手に捕まえていました
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代間交流ゲートボール大会」を布施農村公園で約 40 名
集まり７チームで行いました。
郵便局側と公民館側の２コートで熱戦が繰り広げら
れました。毎年あるあるの、なかなか第一ゲートを通過

第一ゲートは難しいです

７月 15 日（土）コミュニティ部の主催で恒例の「世
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できずに苦労している人もいました。コート外からも
ていました。
優勝はみごとなチームワークで２勝した、女子高生
３人とおじさん２人が即席でつくったＪＫ・ＯＧチー
ムでした。おめでとうございました。
参加してくださった皆さん、運営をされたコミュニ
ティ部の皆さんありがとうございました。

ぜにほうペンリレー 第２号

優勝のＪＫ・ＯＧチーム

アドバイスがありコート内外で盛り上がりながら行っ

今月の「ぜにほうペンリレー」は前回の石橋さんの指名
により布施１集落のＭ.Ｕさんです。

今年も早いものでプロ野球のペナントレースも終盤に差しかかっていますが、今年のセ・リーグの優勝
は１００％広島で間違いないと思います。僕は昔から巨人ファンでしたので今回は本当に残念で仕方あ
りません。しかもクライマックスシリーズに行けるかどうかも危ない状況なのでなんとか３位に入って欲し
いと願うばかりです。今年の巨人は５月ぐらいまでは調子がよかったのにそのあとの交流戦から調子を
崩し連敗はするは広島戦にも連敗はするはでなかなか調子が上がらず、現在巨人は４位。ＤｅＮＡとは
４差で追い付けるようで追い付けないと厳しい状況です。菅野や田口と先発の柱はいるし、坂本も首位
打者を争っているのになぜか上位とは差が開くばかり。３人がいなければヤクルトと最下位争いをしてい
たかもしれないと思うとゾッとします。しかもＦＡの選手は戦力にもならないし、問題は起こすし、まったく機
能していないのが現状です。広島は安い給料で生え抜きの選手ばかりで凄いなと思います。そんな思
いをするなら広島ファンになればいいのにと思うかもしれませんがやはり小さい時から巨人一筋だったの
でなかなか乗り替えることはできません。残り３０試合位しかありませんがなんとか３位に入りクライマッ
クスでも広島に勝って久しぶりに日本シリーズで巨人が優勝するところを見てみたいものです。岸さ
ん、家族が広島ファンでも巨人ファンをやめないで一緒に応援しましょうね。
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地区別戦略コーナー
銭宝地区では、現在、空き家を改修し、活動の拠点づく
りを計画しています。
先月の地区別戦略コーナーでは、現
在、健康福祉部が行っている事業をご
紹介し、集いの場を提供していくこと
をお話ししました。今回は、その「集い
の場」づくりに向け、現在取り組んで

1． 都市交流の拠点
都会から来た方が、田舎の雰囲気を感じ、ゆったりと

いることをお話しします。

くつろぐ場（イベント開催時に縁側カフェをオープン）
。

地区別戦略実行委員会では、現在邑

2． 地元に住む人が集う拠点

南町が募集している「都市交流推進拠

いきいきサロンや定期的に縁側カフェを開催し、世代を超

点事業コンペティション」の応募に向

えた地域の憩いの場。

けて、布施 1 集落の田屋（土崎昭孝さ

3． 生産活動の拠点

ん宅）を改修し、活動の拠点づくりと

惣菜や菓子製造ができる加工場を整備。お土産や特産品の

する計画をしています。

開発・販売。

例えば「地元に住む人が集う拠点」として、定期的に開催されてい
るいきいきサロンの開催や、簡単なお茶菓子や軽食でもてなす縁側カ
フェ、学校帰りや未就学の見守りから、高齢者の集う場まで、世代を
超えた地域の憩いの場としての機能を備えた、
「みんなの家」を目指
しています。
また加工場も備え、地域の特産物の開発や、都市から銭宝地区を訪
静岡県大間地区の縁側カフェ

れてもらう拠点としても、活用の場は広がりそうです。

都市交流コンペでは、都会から地域に訪れる人口と、移住者を増や
すことを目的にした事業計画に対して、その施設建設などの整備費用
の補助金が出ます。審査は第一次の書類審査、第二次のプレゼンテー
縁側でもてなされるお茶請け
（各家で内容もそれぞれで
これを目当てに来られる方
も多いそうです）

ション（発表）があり、現在、銭宝地区は第一次審査をクリアし、8
月 22 日に開催される第二次審査に向けて準備を進めています。
ただ審査は厳しく、採用されない場合、どの様に進めていくか考え
ていく必要があります。
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元気はつらつ銭宝の里
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コンサート

高原小学校運動会

スマイルウォーキング（日和）

《西アフリカ》に関する本を展示
9月23日に西アフリカの伝統楽器を使ってのコン
サートがおこなわれます。
このコンサートをより楽しんでいただくために、楽器
や民話などの本を展示しましたので、ぜひご覧くださ
い。
展示期間
平成２９年 ８月２１日（月）～ ９月１５日（金）
＊貸し出しもできます。
事務室までお知らせください。
＊邑南町立図書館から、本を借りることが
できますので、ご希望の本がありましたら
遠慮なくお申し付けください。

邑南ラボ
「公民館と地域社会」報告会
今年も島根大学地理学研修室のゼミ合宿が布
施公民館で行われます。公民館と地域社会との
関わりを調査され下記の日程で報告会が行われ
ます。新しい視点で地域を知ることが出来ると思
いますのでぜひお越しください。
日時：平成２９年８月２０日（日） 14：00～
場所：布施公民館

＜主事のひとこと＞
プロ野球のペナントレースが終盤です。カー
プは今年は苦戦するかなと思っていましたが、
嬉しいことにもう優勝目前です。今後も勝ち進
み日本一になるのが今から楽しみでしょうがな
いです。

