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煌めきクラブ周布 よりお知らせ

日 時 ： ８月７日（日） 9：30～11:30

場 所 ： 周布小学校 校庭・体育館

グラウンドゴルフ・ボッチャ・卓球

持ち物；水分補給など

※会員外は別途料金が必要です

日 時 ： ９月１４日（水）９：００～１２：００

内 容 ： 三隅火力発電所見学・学習

（送迎バスにての見学です。）

※詳しくは「案内チラシ」をご確認ください。

募集人員 ２０名 ※定員になり次第〆切り

参加料 ３００円/１人

（新型コロナの状況により中止する場合もあります。）

参加申し込み 締め切り ９月９日(金）

周布まちづくりセンター TEL 27-0058

（場所 ： 周布小学校 校庭にて） 10:00～１２：００

グリーンカーペット ﾌｪｽﾃィﾊﾞﾙin周布

８月27日(土）に開催されます

お知らせ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ポールエクササイズ

書道教室
吹矢教室

周布コーラス
詩吟教室

手づくりの会

煌めきクラブ ラジオ体操
空手教室
詩吟教室

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ

山の日

海活動
吹矢教室

ラジオ体操
のびのび3B体操

周布の匠
民　　踊

吹矢教室ラジオ体操
空手教室
詩吟教室

詩吟教室
アロハアイナひなし

ラジオ体操 　空手教室

ラジオ体操
のびのび3B体操

民　　踊
空手教室

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
元気UP３B
詩吟教室

詩吟教室
アロハアイナひなし

ポールエクササイズ

書道教室
吹矢教室

子ども読書会

元気UP３B

時節柄、熱中症には充分に留意

してこまめな水分補給を心掛け、

体調管理に気を付けてください。

多くの参加団体によるブース開設もあり、

いろいろなイベントも開催されます。

・ゲーム ・バザー ・チーム競技など

お楽しみは盛りだくさんです。！

◇イベント最後は「お楽しみ抽選会」が予定しています◇
ぜひ地域の方々や家族と連れ添って周布小学校

校庭にて楽しい時間をすごしませんか！？

※感染予防対策を十分にして来場してください。

時節柄、水分補給には気を配ってくだい。

グリーンカーペットフェスティバルのお手伝い

連絡先： 周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

連絡をお待ち

しています！

雨天時：８月２８日（日）

参加者の方からは昨年に引き続

き、基本に立ち返り復習すること

ができ、「興味を持ち学ぶことが

大切だ」、「解りやすい講演でし

た」、「機会があればまた参加し

たい」など多くの意見がありまし

た。 最先端の火力発電所にて効率と

環境にやさしい技術を学びます。

◇みて、ふれて、まなび、感動◇

浜田市内においても新型コロナウイルス感染症が急速に拡大しています。

７月１２日に島根県知事よりの要請が出ています。

★飲食店利用の制限★

・利用人数は「４人以下」（隠岐地域は８人以下）

・利用時間は「合計で２時間以内」（対策認証店は３時間以内）

※自身やご家族を守るため、コロナ対策認証店の利用を！

★体調不安等での相談連絡窓口（まずは「かかりつけ医」へ）

◇新型コロナウイルス電話相談窓口◇

・浜田市健康医療対策課（０８５５－２５－９３１１）

※月曜日から金曜日（祝日を除く） ８：３０～１７：１５

・島根県健康相談コールセンター（０８５５－２９－５９６７）

※土日祝日を含み毎日開設しています ８：３０～２１：００

地域の皆様、左記の感染リスクが高まる「５つの場面」には

十分に留意して気をつけ、自身とご家族のために、何かあれ

ば上記の相談窓口へ相談してください。

６月３０日（木）に、「同和問題との出会い直し・学び直し ﾊﾟｰﾄ２」として

周布まちづくりセンターにて浜田市人権同和教育啓発センター

中川伸二指導主事を講師に、「～部落差別の歴史

（明治～戦前まで）～」について学びました。

今回は、明治維新後の被差別部落や環境の変化、また落差別解消を目指した方々や、その時代の戦争

（日清・日ロ）が及ぼした影響など、昨年に開催した「中世～維新」の研修会に続き、それ以降の近代へ

向けて時代の変化について研修しました。



SDGs編
問題① 5の目標、“○○○○○〇〇を実現しよう”○に当てはまる

言葉は何でしょう。

問題② 6の目標、“安全な○とトイレを世界中に”○○に当てはまる言葉は

何でしょう。

問題③ 買い物の時に持っていく○○バッグは何というでしょう。自分

専用です。○○に当てはまる言葉は何でしょう。

※応募用紙・応募箱はまちづくりセンターにあります。

（締切 8月18日（木）まで）

先月（7月）の答え

① 持続可能な開発目標 ② 健康 ③ 教育

当選者は、周布まちづくりセン

ターまで景品を取りに来てくだ

さい。

・畑岡 喜代子さん（治和町）

・山田 真由美さん（周布町）

・山﨑 利幸さん （日脚町）今月(8月)の問題

問題①

問題②

5月からスタートした週1回のラジオ体操です。地域住

民の健康増進を目的として始まり、３ヶ月目に入りま

した。

来られた方には、ラジオ体操カードを配布しています。

５,６月カードのスタンプが全部貯まった方にがんばっ

たで賞とし、景品をお渡ししました。

みなさんの参加をお待ちしております。

ラジオ体操
・談儀 眞 様

・殿森 次郎 様

・中嶋 庄二 様

・中嶋 紀子 様

・坂本 眞知子 様

・夏野菜のごまつゆ麺

・鯵のから揚げ ネギソースかけ

・枝豆のガーリック炒め

・ミックスベリーのゼリー

6月22日（水）、料理教室を開催しました。

コロナ禍のため、参加人数を9名に制限し、

調理、会食しました。

今回は、夏先取りのメニューでした。旬の

野菜や地元のどんちっちアジをふんだん

に使った、栄養満点の料理でした。

〈講師 ： 近藤早苗さん（治和町）より〉

10年近く料理教室をさせていただいていますが、毎回献立に

は悩んでいます。日々の食事作りに役立つよう、季節感や旬、

彩りや栄養バランスを考えてメニュー作りをしています。また調

味料の計量がしやすいよう何度か試作してレシピの分量を決

めています。

和風、洋風、中華やエスニックなど、様々なジャンルのお料

理に挑戦していますが、ご自宅でも再現・復習できるよう、地

元のスーパーで手に入れることのできる食材や調味料を使う

ことも心に留めている事の一つです。

先日の教室でも少し触れましたが、これからは食材の使い切

りやゴミのを減らす努力等、SDGｓにも配慮していきたいと思い

ます。家で野菜を作っ

ているから、ま

た作ってみよ

う！

タレひとつで、いろんな

活用法を教えてもらえる

のが良いです。

楽しい料理教室でし

た。いつも楽しみにし

ています。

7月6日（水）、今年度1回目の男の料理教室を開催しまし

た。講師は、OK cookingの岡本裕明さん（西村町）にお

願いしました。

≪酒と肴とごはんのおかず≫をテーマにし、3品を作りま

した。

男性6名、女性3名がアシスタントに入り、調理しました。

・豆腐とねぎ味噌の洋風冷奴

・鶏肉と玉ねぎの和風炒め

・豚肉と茄子のロール焼き蒸し煮

「男子、厨房に入ろう!!」

をモットーに料理に挑戦し

てみましょう。

岡本さんは、「男子、厨房に入ろう!!」とみなさんに声を

かけられました。参加者の方は、アシスタントや岡本さん

に切り方や調理のコツ等アドバイス受けながら、手際よく

調理し、みんなで会食の時間を楽しみました。

家に帰って作り

たい。

サロンで作って

みたいなあ。

〈2人で協力し、鶏肉を焼いています〉

こんがりクリーム

パンに変身

柔らかい生地は、

難しいね

お手本でクリームを

入れる先生

焼き上がりをの

ぞき込む参加者

と先生

チームSOSさんが出雲市民病院麻酔科の

鈴木正典先生をお招きし、回想法の講演

会を開催されました。

地域住民70名以上が参加され、昔の写真

を見ながら、昔話や苦労話、自慢話に花を

咲かせていました。

がんばったで賞

鈴木先生から、『想い出かたり』の本を寄贈し

ていただきました。

まちセンの図書コーナーに置いてあります。貸

出可能です、サロンや町内での活動にご参考

にして下さい。

神楽面や大蛇の置物が展示して

あります。ぜひ、ご覧ください。

みなさんの作品をお待ちしてお

ります。

〈白いクリームパン〉〈クリームパン〉

初めて参加された方もおられましたが、

みなさんと手分けして調理され、お話

がはずんでいたようです。

毎週月曜 8：30～

7月7日（木）、今年度2回目のパン教室を開催しました。

今回も午前と午後に分かれ、１６名でクリームパンを教

えて頂きました。

生地を2種類作り、牛乳を入れた柔らかい生地は、捏ね

るのが難しく、丸くなるまで時間がかかりました。

生地を発酵している間にカスタードクリームも作りまし

た。たっぷりのクリームにレーズンやオレンジピールも

入れ、思っていたより簡単においしくできました。

お店に負けないクリームいっぱいのパンが焼き上がり、

参加されたみなさんも楽しかったと満足されていました。

家に持ち帰り食べると、1つでおなか一杯になりました。


