
９月 　２０日 現在

周布まちづくりセンター １０月行事予定表

グラウンドゴルフ
モルック・卓球

※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＞

防災について学ぼう

周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８受付：周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

日 時 ： １０月１６日（日） 9：30～11:30

場 所 ： 周布小学校 校庭・体育館

第 1９ 号

令和 4 年 １０ 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８月末現在

世帯数 2,２９８（前月比 -1 ）

人 口 4,9２０人

（前月比 -2）

ダム見学参加者募集
日 時 ： １１月 ２日（水）９：３０～１２：３０

集合：９：２０分 周布まちづくりセンター

内 容 ： 大長見ダムと第２浜田ダム

～多目的ダム見学と治水、利水ついての学習～

ダムカードの配布もあるよ！

※詳しくは「案内チラシ」をご確認ください。

（送迎バスにての見学です。）

募集人員 ２０名 ※先着順

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。）

◇電力エネルギーの発電効率と環境にやさしい技術も学びました。◇

９月１４日（水）三隅火力発電所の見学

日 月 火 水 木 金 土
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ラジオ体操
大 正 琴

月曜元気っ子

　民踊
空手教室

ラジオ体操
のびのび3B体操

大正琴
月曜元気っ子

　 空手教室
詩吟教室

詩吟教室
ｱﾛﾊｲﾅひなし

ポールエクササイズ

吹矢教室

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
元気UP３B

ふくっぴーサロン 生花教室

ポールエクササイズ

書道教室
吹矢教室

防災体験
スポーツの日

　大正琴

詩吟教室 元気UP３B
詩吟教室

子育て広場
ｱﾛﾊｲﾅひなし

 

吹矢教室
ラジオ体操

のびのび3B体操
月曜元気っ子

周布の匠
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

まちセンまつり
＜作品展＞

まちセンまつり
＜作品展＞

ラジオ体操
大 正 琴

月曜元気っ子

周布地区民
体育大会

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

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。

残暑厳しい中、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。

周布地区民体育大会

浜田城下町・港の町歩き

＜城下町を散策しながら歴史を学ぼう＞

日 時 ： １１月 ８日（火）１３：００～１６：００

集合：浜田護国神社前 駐車場

※現地集合、現地解散

内容： 護国神社～城下町（松原）～松原湾

～会津屋八衛門碑～外ノ浦への散策

※詳しくは「案内チラシ」をご確認ください。

募集人員 ２０名 参加費 無料

三隅発電所ふれあいホールにて

２２名の地域住民が火力発電は再生可能ｴ

ﾈﾙｷﾞｰに比べ電力を安定供給できること、２号

機はﾊﾞｲｵﾏｽ燃料を一部使用し、現在試運転

中であること、燃やした石炭の灰は道路やトン

ネルの壁に使われていることを学びました。ま

た、タービン室やボイラ建屋の屋上から敷地

内展望など見学させていただきました。

参加者の方から「予想していたより、建物も

設備もはるかに大きく敷地も広大で、以前か

ら見てみたい気持ちがあって、この機会に見

学できてよかった」「初めて見学に来て発電

の仕組みがよくわかった」などの感想がありま

した。

ふくっぴーｻﾛﾝ
日 時 ： １０月１５日（土）９：３０～１５：００

集合：周布まちづくりセンター

内容： 防災グッズ作成（新聞紙スリッパ、簡易ランタン等）

防災クイズ、簡易タンカ作成、非常食の試食などなど！

募集人員： ２０名 ※先着順

参加料：５００円/１人

※詳しくは「案内チラシ」をご確認ください。

火力発電用タービン模型

◇３年ぶりの周布地区民体躯大会です。◇

地域の皆さん親睦をさらに深めましょう！

日 時 ： １０月 ２７日（木）

１０：００～１２：００

場 所 ：周布まちづくりセンター

参加者：概ね６５歳以上 参加費：１００円（お茶代）

内 容 ： ～高齢者の食と健康を学ぼう～

※詳しくは「案内チラシ」をご確認ください。

（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

周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

１号機は平成１０年より稼働、２号機は今年

11月より稼働開始され、中国電力で最大

規模の火力発電所となります！!
10月2９日（土） 9:00～1７：00

10月３０日（日） 9：00～12：３0

地域の皆さんの作品を募集しています。

（盆栽、写真、陶芸、絵画、手芸、魚拓、革細工など）

◇出品される方は、まちづくりセンターに＜応募用紙＞

があります、出品をお待ちしています。

主催 : 周布地区まちづくり委員会



SDGs編
問題① 9の目標、“○○と技術革新の基盤をつくろう”○に当て

はまる言葉は何でしょう。

問題② 10の目標、“人や国の○○○をなくそう”○に当てはまる言葉は

何でしょう。

問題③ 再生可能エネルギーは、どれでしょう。番号で答えましょう。

① 天然ガス ② 太陽光 ③ 石油

※応募用紙・応募箱はまちづくりセンターにあります。

（締切 10月20日（木）まで）

先月（9月）の答え

① エネルギー ② 働きがい ③ グリーン
・蔵本 一恵さん（西村町）

・渋谷 紀年さん（治和町）

・松田 柚雪さん（治和町）今月(10月)の問題

問題①

問題②

9月13日（火）、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
ターの清掃作業を行いました。
館内と蜘蛛の巣や虫がたくさん張り付いた窓や網戸も清
掃していただき、とてもきれいになりました。
今年度は人数も少ないですが、先生と
協力し手際よく作業してくれました。

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。

松屋 勉さん（治和町）より、本を寄贈して

いただきました。ロビー図書コーナーにあり

ますので、ご活用下さい。

浜田市図書館が、年2回、図書の入替を行っ

てます。

また、寄贈された本もたくさん並んでいます。

貸出期間は2週間です。

貸出希望の方は職員に声をかけて下さい。

9月14～16日、浜田市立第三中学校の大地本 怜さん、岡本 晟弥さんが

3年生の総合的な学習の一環として、職場体験に来ました。

センターの事業に参加してもらったり、チラシやセンターだよりの郵送準備

等を体験してもらいました。

それから、地域の方が来られた時には、大きな声で挨拶し、みなさんから

も声をかけていただきながら、3日間一生懸命取り組みました。

地域の方がロビーに四季折々のお花を飾ってくれま

す。利用者の皆さんの心をなごませています。

ありがとうございます。

すふまち展は、野鳥や蝶の写真が展

示してあります。

ぜひ、ご覧ください。

9月14日（水）、地域の方と火力発電

所見学に行きました。

参加者の検温、受付を行いました。

自己紹介をし、一緒に事業に参加する

ことを伝えました。

周布まちづくりセンターエアコン取替、

屋上防水等改修工事が始まります。

期間：9月下旬～12月中旬（天候により変更あり）

工事車両が出入りするため、駐車場が狭くなりま

す。ご注意ください。

また、工事期間中は騒音（かなり大きな音）がす

る日もあります。できるだけ事前にお知らせする

ようにしていきます。

ご迷惑おかけしますが、ご理解・ご協力をお願い

します。

トウモロコシ

9月17日（土）、周布地区社会福祉協議会主催の
敬老会が3年ぶりに開催されました。
米寿の方28名中、7名が式典に参加されました。
これまで、周布地区発展のために、ご尽力いただき、
ありがとうございました。
これからも元気で長生きしてください。

〈センター利用の皆様〉

10月6日（木）～10月16日（日）の間は、エアコンが

使用できません。スポットクーラーや扇風機の

ご利用の際には、職員まで声をかけて下さい。

彼岸花 ミヤマカラスアゲハ

（オス、メス）


