６月

日 に、 高 原 小学 校５ 、 ６年 生 の総 合 的な 学

習の時間の「地域の森林を学ぶ」授業で高野山登山が
おこなわれました。
樹冠ネットワ ークの 樋口千代子さ んに講 師をして
いただき、高野山にある木について学習しました。児
童達は事前学習をしてきており「ここは人工林だね」
などと周りをみながら登山していました。アベマキや

●高原小学校 高野山登山
●邑南町役場新規採用職員研修
●地域学校開校に向けて始動
●ブッポウソウがやってきた
●展示図書の紹介
●今後の行事予定ほか

６月６ 日、 今年 度邑 南町役 場に 採用 にな った７ 名
の職員 が、地 域の こ とを学 ぶ研修 とし て 布施公 民館
を訪れました。
公民館 で地 域の 成り 立ちや 概要 、公 民館 やプロ ジ
ェクト の活動 につ い て学び ました 。そ の 後、地 域に

地域の子供たちを、体験活動を通じて地域で育て

ていこうという「地域学校」の開校にむけて、６月

７日の夜、事前にお願いしていた委員の方に集まっ

ていただき第１回目の打合せ会を行いました。

今回の打合会では地域学校を通じて子供たちに

どんなことを伝えていくかを、生涯学習課の大橋課

長補佐を招き、ワークショップ形式で考えていきま

した。ワークショップでは２班にわかれ、まず布施

の自慢、昔した遊びを書き出しました。次にその遊

びから学んだことを考え、布施の自慢と学んだこと
から子供たちに

伝えたいことを

た。昔した遊びは

考えていきまし

龍岩神社に登り記念撮影を

年代によってい

出かけていき各集落と赤馬滝、龍岩神社、山野草の

しました。

事務局 日野貴志郎

ソヨゴ、ユズリハなどが多く植生しており、しっかり

ろいろあり、昔の

松﨑 寿昌

覚えて帰ったようです。

話で盛り上がっ

竹添 弘幸

途中、雨が降る場面もありましたが全員元気に登り

ていました。

深瀬 博則

切り、頂上からみえる景色を楽しみました。

最後は、どちら

の班でも布施の自然から学べることを伝えていきた

漆谷 早苗

高野山に植生している木の説

岸根 喜行

途中イノシシの「ぬたば」を

いという意見が多く出ました。

淳

明を受けながら登りました。

今後も左記のメンバーを中心に活動計画をたてて

いきますが、地域一丸となって地域の子供を育てて

尾谷

みつけました。

ら楽しく打合せをしました。

＜順不同＞

↑子供の頃の思い出話しをしなが

いきたいと思いますので、地域の皆様からのご意見

委員

みんなで赤馬滝を見上げて

岡本 和幸

います。

教頭

や、活動への参加・協力をよろしくお願いします。
森田 仁政

楽園をみにいきました。龍岩神社の階段に苦しんで

奈巳

岸

いましたが、それぞれの場所を楽しみながら見学し

篠原 妙子

050-5207-5600
IP

ていました。今回の研修を通して元気な地域だなと

黄楊 良枝

℡(FAX)８４－０６５１

いうことを感じてくれたようでした。

安田 和史

邑南町布施４９６

今後、邑南町各地域のために頑張ってくれると思

上田 松子

〒696-0401

いますので見かけたら声をかけてあげてください。

校長
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布施地区内にブッポウソウの巣箱を設置して、今年は

来てくれるかと、ドキドキながら待っていましたが、５

月中旬ごろからブッポウソウの鳴き声を聞いたとか、巣

箱 に 入 っ た な ど と いう 情 報 が 聞 か れ る よう に な り ま し

た。

ある方の話によると、早朝５時ごろ「ゲッゲゲゲ」と

いう聞きなれない声に目がさめ、もしかしたらとカーテ

ン越しに覗いてみると、電線に止まっているブッポウソ

月 日：平成 28 年 ７月１６日（土）
時 間：午後７時～ 開会式
３０回目となる記念大会です。詳しい内容はチラシを
ご覧ください。皆さんの参加をお待ちしています。

ウが見えたそうで、とりあえず写真をとチャレンジしま

福祉環境部
黄楊 文雄
岡本 和幸

したが、上手に撮れなかったそうです。その後２日間ぐ

コミュニティ部
内坂 学
富長 和也

らいはいましたが、どこかへ行ったようです。しかし近

部 長
副部長

地域振興部
三上 富子
竹添 弘幸

所の巣箱にはよく来ているそうで、美しい羽を広げて飛

各部の部会が行なわれ、新たな部長・副部長の選出や平成
２８年度事業内容などについて話し合われました。それぞれ
の部が、協力し合いながら事業をすすめていきますので、ど
うぞご参加ください。

ぶ姿を何回か見たそうです。ブッポウソウは、たくさん

の巣箱に驚きどれにするか考え中のようでね。と話して

くださいました。

６月頃になると産卵を終え、抱卵の時期です。その後

雛たちが巣立つまで、親鳥たちは大変忙しい日々となり

ます。もしかしたら今、巣箱の中で卵を温めているかも

年度も、

２８

しれません。そっと見守っていただけると嬉しいです。

そして平成

ブッポウソウの巣箱作りや

設置を計画していますので、

どうぞご参加ください。

「この巣箱は、
どうかなぁ」
とブッポウソウ
がチェックして
います。

６月２３日から２９日は男女共同参画週間になります。
楽しく“男女共同参画”を学んでいただくために本の展示
をおこないます。ぜひご覧いただきたいと思います。

展示期間 平成２８年６月２０日（月）～７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

瑞穂ハンザケ自然館で５月２２日まで展示されてい
ました、邑南町の豊かな自然と景観あふれる写真を下
記日程にて展示いたします。
布施公民館 ６月２０日(月)～６月３０日(木)
龍岩保養館 ７月 １日(金)～７月 ７日(木)

月 日：平成 28 年 ７月２７日（水）
色々整備された、赤馬滝へみんなで行きましょう。

月 日：平成 28 年 ８月２５日（木）
時 間：午後７時～
演 題：
『今、伝えたいこと～子どもの幸せは?～』
～大人が変われば、子どもは変わる～

イチロー選手が日米通算でメジャー記録の４２５６安打
を越えました。すごいことです。イチロー選手は毎試合、
時間をかけ細かいことまで完璧な準備をするそうです。
細かいことの積み重ねの重要さを感じました。
梅雨に入り雨も降りどんどん草が伸びてきました。公民
館周りの伸びていた草を銭宝塾の皆様に刈っていただき
ました。きれいにしていただき大変助かりました。ありがと
うございました。

―６月―
１８日（土）
２０日（月）
２５日（土）
２７日（月）
２９日（水）
３０日（木）

親子で魚釣りに挑戦（八色石集落 大谷川）
花壇整備（福祉環境部）
ウォーキングの日（矢上地区）
花の植え付け（福祉環境部）
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（銭宝ブロック）

―７月―
２日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２７日（水）

ほたるの夕べ（地域振興部）
参議院議員選挙投票日
第 30 回世代間交流ＧＢ大会（コミュニティ部）
邑南町バレーボール大会（元気館・瑞穂中）
ウォーキングの日（日和地区）
銭宝の里ふるさとウォーキング（福祉環境部）

