
8月 　18日 現在

周布まちづくりセンター ９月行事予定表

日 時 ： ９月４日（日） 9：30～11：30

場 所 ： 周布まちづくりセンター

グラウンドゴルフ・モルック

※準備物等：水分補給など熱中症対策を十分に!

＜会員外は別途料金が必要です＞

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

ポールエクササイズ

書道教室
吹矢教室

詩吟教室 吹矢教室

煌めきクラブ
ラジオ体操

のびのび3B体操
月曜元気っ子

民　　踊
空手教室
詩吟教室

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
周布コーラス

詩吟教室
子育て広場

アロハアイナひなし

 
吹矢教室

ラジオ体操
のびのび3B体操

大 正 琴
月曜元気っ子
フラダンス

空手教室
詩吟教室

SDGs②
三隅町火力発電所

見学・学習

詩吟教室

ラジオ体操
大 正 琴

月曜元気っ子
フラダンス

　空手教室

敬老の日

こども未来
チャレンジ

民　　踊
空手教室
詩吟教室

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
元気UP３B

Ok cooking
アロハアイナひなし

秋分の日

子ども読書会

料理教室
元気UP３B
生花教室

ポールエクササイズ

書道教室
吹矢教室

コロナの感染拡大により、日時や内容の変更、中止になる

場合があります。センター入館時は、消毒・マスク着用の

ご協力をお願いします。

♠OK Cooking 第２回♠
～疲れた体に優しい料理～

当日は朝からの天候不順と警報で、海で泳ぐことができず残念でしたが

「海の安全講習・藻塩作り」を体験しました。

海の安全について講習

楽しい海ですが、そこに潜む「７つの危険性」を浜田ライフ

セービングの田畑さんから丁寧に教えて頂きました。

リーフカレント（離岸流）の仕組みやその怖さなども教ても

らい、常に危険と隣り合わせであることも学びました。

藻塩作り体験

藻塩は海水と藻（ｶｼﾞﾒなど）を約１時間ほど鍋で煮詰めて作りました。

瀬戸ヶ島町「渚の交番ｂe」にて

◎「参加者募集」◎ 募集人員：１５名

三中生徒と地域住民のトーク会の開催に当たり

地域の方々の参加を募集しています。

ぜひご協力をお願い申し上げます。

＜申し込み、問い合わせ＞

◇三中生徒と色々な話題で会話をしてみませんか！◇

（生徒と地域の交流を目的の「総合学習」のお手伝いです。）

💛料理教室💛

周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

日 時：9月２２日（木）10:00～13:00

場 所：周布まちづくりセンター

講 師：岡本 裕明さん

定 員：9名 会 費：800円

＜申し込み＞ 周布まちづくりセンター

（※9:00より受付開始）

・初めて参加：9月6日（火）～

・2回目以降の参加者：9月8日（木）

日 時：9月２８日（水）10:00～13:00

場 所：周布まちづくりセンター

講 師：近藤 早苗さん

定 員：9名 会 費：800円

＜申し込み＞ 周布まちづくりセンター

（※9:00より受付開始）

・初めて参加：9月13日（火）～

・2回目以降の参加者：9月15日（木）

・開始時期：８月１７日頃～ 周布橋架け替え工事終了時まで

（詳しくは、浜田市からのお知らせなどでご確認ください）

上記の受付：周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

第 1８ 号

令和 4 年 ９ 月号

浜田市周布町イ３７４

ＴＥＬ／FAX（0855）27－0058

メールsufu-ｋ＠ｐh-hamada.jp

周布地区7月末現在

世帯数 2,２99（前月比 +1 ）

人 口 4,922人

（前月比 +4）

三中生2名が地域ボランティアとして

活動のお手伝いに来てくれました。

周布橋の架け替え工事に伴い、周布

まちづくりセンター裏の「多目的広場の一部」が工事の

バックヤードとして本年度秋口頃より送電用電柱工事や

資材置き場として使用開始の予定となっています。

センター裏の多目的広場を利用される地域、団体

方々には多大なご迷惑やご不便をおかけしますが、

ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

レトルト食品、インスタント食品（ラーメン、うどん）、

パスタ、フリーズドライ食品、保存食品（缶詰、瓶詰等）

、乾物（うどん、そうめん、のり等）、お菓子、お米

※ 常温保存が可能

※ 賞味期限が１ヶ月以上あるもの



SDGs編
問題① 7の目標、“○○○○○をみんなにそしてクリーンに”○に

当てはまる言葉は何でしょう。

問題② 8の目標、“○○○○も経済成長も”○に当てはまる言葉は

何でしょう。

問題③ 周布まちづくりセンターでは、夏の日差しを遮るために、植物で

○○○○カーテンを作ってみました。○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 9月20日（火）まで）

先月（8月）の答え

① ジェンダー平等 ② 水 ③ マイ
・小川 寿美子さん（治和町）

・渡邉 未羽さん （周布町）

・三内 芽生さん （治和町）今月(9月)の問題

問題①

問題②

7月26日（火）、ＳＤＧｓの勉強会を開催しました。

講師にＳＤＧｓ for School エデュケーター 大地本由佳さんを招き、小学生8名、

地域住民6名が参加しました。

今の世界、そして日本、島根、浜田の環境を知り、自分たちの生活に役立て、未来

のためにできることを学びました。
大地本 由佳さん

7月17日（日）、煌めきクラブ周布の

皆さんに裏広場の除草剤散布作業

をしていただきました。

利用者さんのおかげで、気

持ちよく利用することがで

きています。

ありがとうございました。

地域の方より、本の寄贈をして

いただきました。

心よりお礼申し上げます。

みなさん、ぜひご覧ください。

貸出期間は、2週間です。借りる時は、職員までお

声がけ下さい。

7月12日、島根県立浜田養護学校高等部清掃班のみなさん

が、作業学習の一環としてまちづくりセンターのワック

スがけと清掃を行ってくれました。

研修室・ロビーを清掃、ワックスがけしてくれました。

少ない人数にもかかわらず、手際よく作業し、ピカピカ

にしていただきました。

センターをご利用のみなさんに気持ちよく使っていただ

けます。ありがとうございました。

地域のみなさん、清掃活動の様子を見かけたら、声をか

けてあげてください。

・鬼平犯科帳シリーズ
・藤沢周平シリーズなど

引用：SDGｓなぜなにクイズ図鑑

SDGsとは、今の地球が直面しているさまざまな課題を解

決するためにつくられた目標です。

SDGsは（Sustainable Development Goals)

の略で、「持続可能な開発目標」という意味です。

SDGsには17の目標があり、これらの目標を2030年ま

でに達成するというのが、人類共通の約束です。

参加者は、グループに分かれ、

17の目標を自分たちにとって大

切に思う順番に並べ、なぜその

ようにしたかを考え、発表しまし

た。

また、他のグループの考え方や

思いを聞きながら、自分たちと

の違いも知ることができました。

私は、おいしい魚が

食べたいから、14の

目標が大切です。海をきれいにした

かったら、陸も守ら

なければいけない

ね。 みんなが、お腹

いっぱい食べるこ

とが大切です。

それから、昨年度まちづくりセンターで行った事業（釣り体験、ごみ処理場見学、人権同

和研修会、食育、スポーツ大会）の中から、グループで一つ選び、その事業で思いつく

SDGｓを話し合い、グループごとに発表しました。

発表が苦手な子どももいましたが、地域の方と一緒に自分の言葉で、考えを伝えるこ

とができました。

最後に、大地本さんから、「SDGｓとは、さまざまな方向から物事を見たり考えたりするこ

とが大切です。」と話しをしていただき、勉強会を終えました。

〈参加者の声〉

・勉強会にきて、SDGsの大切さがわかりました。

・具体的に身近な問題であるということがわかりました。

・一つの問題を考えた時、色々な角度からの物の考え方、見方

を学んだことが良かったです。

・「誰も置き去りにしない」ということが、印象に残りました。

・ゴミのポイ捨てをしない。

・水を大切にあつかう。

・身の回りを見つめ直して生活していこうと感じた。

今年度、まちづくりセンターではSDGsの勉強会を3回開催します。

次回は、9月14日（水）三隅火力発電所見学を予定しております。ぜひ、一緒に学んでみませんか？

正解者の中から抽選で3名の方には、

景品プレゼント。周布まちづくりセ

ンターまで取りに来てください。


