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周布地区11月末現在

世帯数 2,301（前月比 +5）

人 口 4,919人

（前月比 +13）

「ボッチャ競技」にふれてみよう！

コロナ蔓延により開催中止となっていた「芸能発表会」ですが、今回３年ぶりに開催することができました。

センターや地域で活動されているサークルをはじめ、浜商郷土芸能部や三中吹奏楽にも参加していただき、８団体の発表がありまし

た。感染対策も十分に行っての開催でしたが、発表された方からは「発表の場があるのはうれしい」「モチベーションがあがる」という

意見があり、また観覧に来られた方は「久々に人と出会えてよかった」「人が集まる場があってうれしい」と感想がありました。

皆様、ご参加いただきありがとうございました。

☆センター事業はすべて申し込みが必要です☆
※コロナの感染状況により中止になる場合があります

日 時: １月２４日（火）

１０：００～１２：００

場 所：周布まちづくりセンター 研修室

定員：１２名

※詳しくはチラシをご覧ください

日 時 ： ２月 ２日（木）

１０：００～１１：３０

場 所 ：美川浄水場

内 容 ： ”美川浄水場の見学”

・詳しくはチラシをご覧ください。

～上水道について～ ライフライン”水”の学習

周布まちづくりセンター TEL ２７－００５８

旧年中はセンター活動にご参加いただきありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。 職員一同

12月4日開催 まちセンまつり＜芸能発表会＞

周布コーラス

日 時 ： ２月 １１日（土）

１０：００～１２：００

場 所 ：周布まちづくりセンター

ご挨拶

センター長 吉賀 聖江

地域のみなさま、新年明けましておめでとうございます。

平素よりセンター事業にご理解ご協力いただきありがとうございます。

昨年は、コロナ対策を十分に行いながら事業を進めてまいりました。

未だ感染者数に歯止めがかからない状況ですが、今年もできる限り事業を進めて

行きたいと思います。みなさんに喜んでいただける活動ができるよう精一杯頑張ります。

新しい年が始まり、気持ちも新たに、まちづくりセンターが“地域のよりどころ”となり、

また“集いの場”となるよう職員力を合わせ頑張っていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

人権・同和教育研修会

日 時: １月３１日（火）

１０：００～１１：３０

場 所：周布まちづくりセンター 研修室

内 容： 無知や差別ってなぁ～に？

講 師： 佐々木一俊さん 佐々木幸子さん

※詳しくはチラシをご覧ください

料理教室

日 時: １月１８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 １２名 会費：８００円

※１月６日（金） ９：００より受付開始

周布地区民生児童委員・おたがいさま浜田

浜田レクリエーション協会のみなさんに

ご協力いただきます。

詳しくはチラシをご覧ください

多くのみなさんにきてもらいたいです！！

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

仕事始め

ラジオ体操
大正琴

月曜元気っ子
ｱﾛﾊｱｲﾅ周布

人権・同和
教育研修会
空手教室

ラジオ体操
のびのび3B体操

月曜元気っ子

ボッチャ
詩吟教室
空手教室

周布ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
詩吟教室

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

子ども読書会

煌めきクラブ周布

ラジオ体操
のびのび3B体操

大正琴
月曜元気っ子

ｱﾛﾊｱｲﾅ周布

詩吟教室
空手教室

料理教室 詩吟教室 吹矢教室

消防出初式
　

成人の日

周布の匠
詩吟教室
空手教室

周布ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
周布コーラス
元気UP３B

詩吟教室
子育て広場

ｱﾛﾊｱｲﾅひなし

ﾎﾟｰﾙｴｸｻｻｲｽﾞ
書道教室
吹矢教室

書き初め会 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。

≪年始休業日≫

１月1日（日）～１月３日（火）

は休業いたします。

アロハアイナ

浜商 郷土芸能部

なんじゃもんじゃの会

おとめ会 三中 吹奏楽部島根浜鷺吟詠会 厳島支部

あけぼのグループ もちまきの様子



SDGs編

問題① 14の目標、“○の豊かさを守ろう”○に当てはまる言葉は

何でしょう。

問題② 援助や配慮を必要としている方々が、そのことを周囲に知らせる

ことができる〇〇〇マークです。○に当てはまる言葉は何でしょう。

問題③ 浜田の水産ブランド「どんちっち三魚」とは、アジ、〇〇〇〇、カレイ

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 1月19日（木）まで）

先月（12月）の答え

① 気候 ② 毛布 ③ カーボンシティ ・渋谷 節子さん （治和町）

・山﨑 美津江さん（日脚町）

・山﨑 利幸さん （日脚町）今月(1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

12月10日（土）、地域の小学1年から3年生を対象にクリスマス会を

開催しました。

子どもたちには、冬でもしっかり体を動かして欲しいことから、島

根県レクリエーション協会の4名にご協力いただき、じゃんけん

ゲームや忍者ランド、エコカー体験をしました。

子どもたちからは「楽しかった、またやりたい。」「まだやりた

い。」とお話しをしてくれました。

最後に、サンタさんからプレゼントをもらい、喜んでいました。

子どもたちは、楽しい時間を過ごしました。

問題②

[こどもみらいチャレンジ］

子どもたちのやりたいことを実現しよう！

と計画した事業です。

パン販売をするために、11月12日に7名の子どもたちが

実際にあんパンとハムチーズパンを作りました。

発酵の空き時間に、お店の看板やみらチャレのフラッ

グを作成し、準備を整えました。

子どもたちは、はじめてパン作りを体験したようです。生地にあんを包む事に

苦戦しながら、丁寧に形成しました。焼き上がりに感動し、23日の販売に意欲

を燃やしていました。

23日は、朝早くから子どもたちも集合し、販売に向け

てパンを作りました。

空き時間には、販売場所の飾付けや陳列を行い、開店

まで子どもたちは大忙しでした。

地域の方からは、「子どもたち、上手に作ったね」

「どれもおいしそう」「楽しみにしていた」など、話

しをされる方が多かったです。

午前、午後の2回にわけて5種類のパンを約280個

販売しました。予想以上のお客さんに驚きましたが、

みんなでやり遂げ、達成感やお客さんからの「ありが

とう」に喜びを感じることができました。

忍者ポーズで

スタート!!「ニンニン」

参加者の方は、先生の調理を手本にしながら、

各班で同じように調理を始めました。

お店ではなかなか買う事のない、魚を実際に調

理し、魚料理を身近に感じることができたと思

います。

11月16日（水）、近藤早苗先生の料理

教室を開催しました。

今回は魚食普及推進事業で、浜田のお

魚（アナゴ、バトウ）を活用したメニューで

した。

11月30日（水）、パン教室を開催しました。10名が

参加し、メロンパンを習いました。

初めての方も4名いましたが、先生の話しをしっか

り聞いて、パン生地を捏ねていきました。

換気のために、窓を開けて行ったので、気温が低く

なり、発酵がうまくいかないところもありましたが、

先生の的確なアドバイスでふっくらとしたメロンパ

ンが焼き上がりました。

チョコチップメロンパン

抹茶メロンパン

～参加者の感想～

「初めて参加しましたが、楽しく

できました。」

「メロンパンは、難しいと思って

いたけど、うまくできて、良かっ

たです。」

「動画を見て、また作りたいで

す。」

「次も参加したいです。」


