
１１月 ２１日 現在

周布まちづくりセンター １２月行事予定表

健康教室・ボッチャ

正月飾りづくり

日 時 ： １２月１１日（日）9：30～11:30

場 所 ： 周布まちづくりセンター
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周布地区10月末現在

世帯数 2,296（前月比 +5）

人 口 4,906人

（前月比 +7）

※会員外は別途３００円(一般）が必要です

日 時:１２月１７日（土）１０：００～１3：００

場 所：周布まちづくりセンター

内 容：クリスマスメニュー

※普段参加できない方、

男女問わず参加してみませんか！？

募集人員：１２名 参加料：８００円

日 時: １２月１５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

内 容：～寒い日のあったか料理～

募集人員：１２名 参加料：８００円

※１２月 ７日（水） 9：00より受付開始

ミニ門松づくり

日 時: １２月２２日（木）

１０：００～１２：００

場 所：周布まちづくりセンター

募集人員：１０名

※要事前申し込み（定員になり次第〆切り）

参加料：１，０００円

日 時: １２月 ２８日（水）

１０：００～１２：００

場 所：周布まちづくりセンター

募集人員：１０名

※要事前申し込み（定員になり次第〆切り）

参加料：１，０００円

申込受付：TEL ２７－００５８

１１月８日（火）, ”秋の散策”浜田城下町・港の町歩き「護国神社～城下町（松原）～松原湾～外ノ浦地域」と題し、「浜田藩交易

の学習」を開催しました。この日は、地域住民２２名の参加があり、浜田市教育委員会文化スポーツ課 文化財係 藤田大輔主任

主事より各史跡や寺院などで詳しく解説をして頂きながら散策をしました。

初めて松原地区を散策された方や、子どものころ歩いた事を懐かしく思い出しながら散策された方もおられ、約３．５ｋｍ以上の

コースでしたが、天候にも恵まれてみなさん楽しく歩かれました。

また、各所で説明を受け、「初めて知った」「こんな史跡があったのか」「色々と知れて良かった」「散策距離に不安があったが、解説

をして頂く中で何とか楽しく歩けて楽しかった」など意見がありました。

この機会に合わせて、散策終了のあとに浜田城資料館で開催の企画展「第２次幕長戦争と浜田」を訪れた方もおられました。

濱田護国神社

【ミニ門松づくり参加者の方】

※下記は各自で準備して持参ください。

・容器と葉ボタン 各２個

交通安全グラウンドゴルフという

ことで、コースに色々な障害物を

置いて行いました。みなさん、悪

戦苦闘されていました。「ホールイ

ンワン」も２本でした。

≪成績≫

優勝 熊谷 信子さん

２位 青木 誠二さん

３位 益田 勲さん

お疲れ様でした。

グラウンドゴルフ大会終了後、研修室にて「交通安全教

室」を行いました。周布駐在所の今井巡査部長と安全運転

協会の日高さんに、地域における安全へのお話や測定器具

を使った反射年齢測定をしていただき、参加されたみなさ

んは、しっかりと話を聞いていました。

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

詩吟教室
ｱﾛﾊｱｲﾅひなし

まちセンまつり
芸能発表会

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

周布コーラス
元気UP３B

詩吟教室
子育て広場

吹矢教室 料理教室

ﾎﾟｰﾙｴｸｻｻｲｽﾞ
書道教室
吹矢教室

クリスマス会

ラジオ体操
大正琴

月曜元気っ子
フラダンス

詩吟教室
空手教室

周布ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
Ok cooking
詩吟教室

ラジオ体操
生花教室
詩吟教室

ミニ門松づくり

ラジオ体操
のびのび3B体操
月曜元気っ子

民　  踊
詩吟教室
空手教室

周布ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
正月飾りづくり
ｱﾛﾊｲﾅひなし
元気UP３B

ﾎﾟｰﾙｴｸｻｻｲｽﾞ
書道教室
吹矢教室

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。コロナの感染拡大等により、日時や内容の

変更中止になる場合もあります。

≪年末休業日≫

１２月２９日（木）～１月３日（火）

は年末年始のため休業いたします。

妙智寺(16代藩主 松平武揚の墓）

浜田藩 二ノ門跡 心 覚 院

北 前 船

周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

金刀毘羅神社

※１２月 ７日（水） 9：00より受付開始

◎上記のOKcooking、料理教室の申し込みは下記へ

☆センター事業はすべて申し込みが必要です☆

会津屋八衛門 （今津屋～？！）



今年は、2年ぶりに館内・館外で販売も行いました。館外販売では、鮮魚、干物、合わせ柿などが並びましたが、大漁旗の呼び込み

もあり、あっという間に完売しました。館内販売は、小学6年生の子どもたちが進んでお手伝いをしてくれました。人手も少なく、職員

一同助かりました。炊き込みごはんや、里芋コロッケ、サツマイモケーキもすべて完売しました。

また、じゃんけんコーナーや映えスポットは今年度新たに挑戦しました。子ども達のにぎやかな声が館内に響き渡り、久しぶりにセ

ンターに活気が戻ったように思いました。それから、地域の方に喜んでもらうため、”周布の匠”は包丁研ぎ、”きらり”はパン販売で

まちセンまつりを盛り上げてくれました。

SDGs編

問題① 13の目標、“○〇変動に具体的な対策を”○に当てはまる

言葉は何でしょう。

問題② 10月15日、防災体験を行いました。実際に身近なもので、〇〇タンカ

をつくりました。〇に当てはまる言葉は何でしょう。

（ヒント 周布まちセンだより１1月号をご覧ください。）

問題③ 浜田市は「2050年ゼロ〇〇〇〇〇〇〇表明」を行いました。〇に

当てはまる言葉は何でしょう。（ヒント 広報はまだ11月号をご覧ください。）

※応募用紙・応募箱はまちづくりセンターにあります。 （締切 12月20日（火）まで）

先月（11月）の答え

① まちづくり ② 責任 ③ ゴミ ・西田 栄子さん （周布町）

・山﨑 美津江さん（日脚町）

・和田 陽人さん （治和町）今月(12月)の問題

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。

問題①

秋晴れの中、21名の参加者とダム見学に行きました。

今回は、大長見ダム（平成15年完成）と第二浜田ダム（平成28年完成）を見学し、私たちの

生活に欠かせない存在であることや、防災について改めて考えることができました。

浜田県土整備事務所の方たちに概要説明をしていただきながら、ダムの点検のために内部に

設けられたクロスギャラリー（ダムを軸に直角方向の通路）を通りダムの下流へ出て、下か

らダムを見上げました。高さと大きさに驚きました。

ふくっぴーサロンは、浜田市社協との協働

事業で、今年度2回目です。

今回は、地域住民11名が参加し“高齢者の

食と健康”を学びました。

【食事バランス診断（食育SAT）】

食品サンプルを使い、栄養バランスをチェックし、

栄養士さんから指導やアドバイスを受けました。

楽しく簡単にチェックすることができるとみなさん

から好評でした。

【介護予防体操・脳トレ】
介護予防コーディネーターの吉川さんから「しっかり食べて

体を動かすこと、人と出会い笑い、話すことが健康寿命を

延ばす近道です」と話がありました。

コロナの感染者数も減少しませんが、しっかり食事をとり、

外出の機会を増やし、日常生活の中で体を動かす習慣を

つけていきましょう。

まちづくりセンターでは、毎週月曜日8時半から

ラジオ体操をしていますよ。

ぜひ、まちづくりセンターに出かけ、みんなで体

操し、おしゃべりして帰りましょう。

10月29日（土）30日（日）、まちセンまつり作品展を開催し

ました。両日とも天候にも恵まれ、約400名の方が来館し、

まつりを楽しみました。

作品展は保育園、小学校、中学校、地域で活動されてい

るサロンや教室、まちづくりセンターの書道教室、生花教

室、個人の方の素晴らしい作品が多数集まりました。

展示コーナー

館外販売包丁研ぎ

じゃんけんコーナー

映えスポット

コーナー

パン販売

館内販売

〈参加者の声〉

・普段見れないダム内部まで行く

ことができ、勉強になりました。

・浜田の水不足は大丈夫だと聞き、

安心しました。

・警報が出るたびに、事前に水量

調整すればよいのにと思ってい

ましたが、説明を聞き納得でき

ました。


