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暖かな春の日差しの中、山菜採りをしました 
～ぜにほう学校「山菜採りに行こう」～ 

平成２９年４月３０日（日）に今年度の１回目のぜ

にほう学校を行いました。今回は春の自然の食べ

物を知る活動で、山菜を探し採って食べるという

ことをしました。子供や地域の方など合わせて１８

名の参加者で、山菜を採りに八色石集落に行きま

した。山菜採りは藤田魂一さん宅付近～トンネルの

手前までの県道周辺で行いました。キクナ、ばかの

芽（コシアブラ）、たらの芽、ふきなどたくさんの山

菜がありました。山菜は山の中に入っていってとれ

るものというイメージでしたが、道路の近くにこん

なに沢山あるということに驚きでした。 

採れた山菜は公民館に戻り調理しました。天ぷ

らやおひたしにしていただきましたが、とても新鮮

で美味しかったです。子供たちも美味しいと言って

いました。 

子供たちは自分の住んでいる身近なところが山

菜の沢山ある自然豊かな地域と言うことを感じて

くれたと思います。 

ばかの芽の採り方を教わっています たらの芽の説明を受けています 

キクナのおひたし 

天ぷらなどにして食べました 
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 「日本全国ところ変われば品変わる」では

ありませんが、料理も方言も歴史も違いま

す。そこで、４７都道府県の色々なもの・こ

とを集めた本を展示します。 

ぜひ、ご覧ください。 
 

展示期間 平成２９年 ５月２３日（火） 

～ ６月１６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。  

      

４７都道府県の○○な本を展示 

 春の自然観察会を下記の日程で行い

ます。場所は飯南町の琴引山で、登山を

します。新緑の中、一緒に山を歩きましょ

う。 

日 時： 平成２９年６月３日（土） 

      ８：３０～１５：３０頃 

布施公民館集合 

 参加費：1,000 円 

 申込み：５月２３日（火）〆切 

＊詳細については公民館にお問い合わせ頂

くか、５月１０日頃に新聞折込したチラシをご

覧ください。 

春の自然観察会 in 琴引山 

講座名 大正琴教室 
開催日  随 時 
開催時間  
使用部屋  

講座名 抹茶教室 
開催日  毎月第 1・3 火曜日 
開催時間 13：30～16：30 
使用部屋 休養室 

講座名 池坊教室 
開催日  毎月第 3 水曜日 
開催時間 13：30～16：00 
使用部屋 研修室 

講座名 茶道教室 
開催日  毎月第２金曜日 
開催時間 13：30～ 
使用部屋 研修室 

講座名 あじさいの会 
    （カラオケ） 
開催日  毎月第 1・3 土曜日 
開催時間 13：30～16：30 
使用部屋 研修室 

講座名 カラオケ教室 
開催日  毎月第 4 火曜日 
開催時間 4 月～10 月 19：30 

11 月～3 月 13：30 
使用部屋 研修室 

講座名 習字教室 
開催日  随 時 
開催時間 
使用部屋 休養室    

講座名 布施ＥＭ会 
開催日  偶数月・第１水曜日 
開催時間 4 月～2 月 13：30 
     ＊12 月は休み 
 

講座名 折り紙教室 
開催日  毎月第 4 金曜日 
開催時間 13：30～15：30 
使用部屋 研修室 

いつでも・どこでも・だれとでも あらゆる年代層で楽しむことができるニュースポーツ。 

ヒモでつながっている２個のボールをラダー（ハシゴ）に向かって投げ、ポイントを競うと

いうもの。スポーツ推進委員の皆さんに指導いただきながら、みんなで楽しみましょう。 

日 時 平成２９年 ５月２３日（火）１９：３０～ 

場 所 布施公民館 多目的ホール 

指導者 邑南町スポーツ推進委員の皆さん  

運動靴・運動の

できる服装で 

来てほしいナン 
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今月は 健康福祉部・農林振興部 をターゲットに 

今後の取り組みをご紹介します。 

 

 

地域内・地域外の移動について、邑南町内

の交通網の把握や通院時間にどれくらい

かかるか等の現状を知る。  

ボランティアの運営方法や要望確認を行

なう。 

            

・実現可能なシステムづくりのためにみん

なで現状を把握し、銭宝地区に最善なも

のをつくることができる。 

・ボランティアをおこなうことにより、人

と人の交流・つながりが深くなることが

期待できる。 
 

地区別戦略コーナー 

 

銭宝ブロック・銭宝自治会などと一緒に 

いきいきサロンをおこなう。 

前年度購入したヨガマット・ノルディッ

クウォーキングポールなどを使い、新た

な運動教室をおこなう。 

 

 

・色々な団体と共同でおこなうことで、 

 活動内容の幅を広げることができる。 

・年代を問わずみんなが元気になり、 

 笑顔のあふれる地域づくりができる。 

 

集いの場づくり 

 

無人飛行機ドローンの農業への利用

を検討し、布施地区で活用していくこ

とを目指します。 

 

 

 夏場に人員の確保や作業が大変な防

除に活用することで、農業負担の軽減

を図ります。また、有害鳥獣対策など

様々なことに活用出来る可能性があ

り、より効率的な農業を目指します。 

 

ドローン活用の検討 
 

 ３集落で集まり、情報交換や将来

の農業について語る場を設けます。 

 

 

 

 ３集落の農業従事者、若者、女性

など様々な主体で農業に関し意見を

出し合うことで、銭宝の目指すべき

農業の将来像を見いだしていきま

す。 

意見交換会など 

▼ 見込まれる効果は？ 
▼ 見込まれる効果は？ 

▼ 見込まれる効果は？ ▼ 見込まれる効果は？ 

 

必要なシステムづくり 

―健康福祉部― 

―農林振興部― 



日 月 火 水 木 金 土

地区別戦略実行委員会

ラダーゲッター講習会 地区別戦略定住部会 邑智郡陸上競技大会

（川本中）

春の自然観察会
（琴引山）

ゲンジボタル観察会

（口羽 ほたる館）

ウエスタンリーグ公式戦 親子で魚釣りに挑戦
（石見スタジアム）

5・6月のカレンダー
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＜主事のひとこと＞
春の訪れとともにブッポウソウが来て
いるようです。まだ巣箱に入ったかどう
かは分かりませんが、地区内を飛び回っ
ているようです。巣箱を選んでいるかも
しれないので家の近くの巣箱に気をと
めてみてください。
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ウエスタンリーグ開催

18

27

６月１１日にプロ野球ウエスタンリーグ公式戦（広

島－オリックス戦）がいわみスタジアムで行われま
す。プロの迫力あるプレーや将来の有名選手を間

近で見るチャンスですので、みなさんお誘い合わ
せのうえお出かけください。教育委員会等で前売

り券を取り扱っておりますのでお問い合わせくださ
い。

31

邑南町公民館連絡協議会では、文芸誌【大耕】第２４号
の発行にあたり、俳句、短歌、詩などの作品を募集してい
ます。詳細な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。

＊募集期限 平成２９年 ６月３０日（金）

出羽公民館
tel ８３－０９１２
IP ０５０－５２０７－５２００


