
絵手紙教室

子ども読書会

壮真会

ダンススポーツ

卓球教室 3Bフレンズ ナニカイ国府 ハッピーエアロ 楽書会

GBクラブ 琴扇芳の会 壮真会

しおざいHAMADA なでしこ教室 つくしんぼの会

吟友会 千畳支部 ダンススポーツ ダンススポーツ

吟友会剣詩舞部 ふれあいピンポン ふくっぴーサロン かざり炭作り ポールEX ハッピーエアロ お琴尺八教室

しおざいHAMADA 生け花教室 国府民協 さちこの会 ダンススポーツ 国府連合自治会

なかよし会 3B国府,卓球教室 琴扇芳の会 FD会 壮真会,花ふきん

しゅわーる MD会,夕凪会 3Bフレンズ ダンススポーツ

ふれあいピンポン 国府高齢者クラブ 子育て広場 行政連絡員会議 ハッピーエアロ こくふっ子活動

胡悠 詩吟亀山支部,3B国府 3B国府 ナニカイ国府 琴扇芳の会 楽書会､壮真会

ピンポンK 整体､卓球教室 琴扇芳の会 GBクラブ なでしこ教室 つくしんぼの会

MD会,夕凪会 3Bフレンズ 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ ダンススポーツ

胃ガン検診 生け花教室 3Bフレンズ ポールEX ハッピーエアロ 壮真会

しおざいHAMADA 3B国府 FD会 なでしこ教室 花ふきん

しゅわーる 卓球教室 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ ダンススポーツ

ピンポンK MD会,夕凪会

吟友会剣詩舞部 ふれあいピンポン

胡悠

ピンポンK

こくふ朝市
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【国府まちづくりセンター】
浜田市国分町 1981-136

TEL＆FAX 28-1270

✉ kokufu-k@ph-hamada.jp

●上府町 1,337人 (＋9)    ●国分町唐鐘 1,714人 (－11）
●国分町国分 362人 (－1)  ●久代町 269人(－3）
●下府町 1,426人 (－3） ●宇野町 260人 (－2）
●下有福町 194人 (＋6） ●大金町 110人 (－4）

◆国府地区人口◆（3月末）

世帯数 2,656世帯（＋4） 人口合計 5,672人（－9）

小原流いけばな教室

『かたむけるかたち』

☆フリージア

☆カーネーション

☆ドラセナ・ゴットセフィアーナ

国府まちづくりセンター

利用予定表

☆白抜きの事業は主催事業です。

☆事業、教室、講座の内容などはセンター

へお問合せください。

※掲載内容は4月20日現在のものです。

✿～飾り炭作り～✿

長年、公民館運営推進
委員としてお世話になっ
ている「東條 宏(委員長)」
氏より、公民館からまち
づくりセンターとなるに
あたり寄稿していただき
ました。

男女共同参画「ジェンダーフリー」について

豊かで活力ある国府地区を築くためには、男女の人権が平

等に尊重され、ジェンダー(性差)にかかわりなくその個性と能

力を発揮し、社会的責任を分かち合いながら多様性(ダイバーシ

ティ）・少数(マイノリティー)意見を選べる社会を構築することが

大事ではないでしょうか。 一人一人が己にあった生き方を

選択し、性差により活動に隔たりがあってはならず、バラン

スのとれた社会生活を送るためには共に責任を分かち合い、

地域などでは平等な社会生活が出来る環境が必要だと思いま

す。ジェンダーの問題は、議論を越えて実践していく時代に

あるとの考えのもとに本筆を書きました。［文責：東條宏］

令和3年4月～「国府公民館」から

へ‼

これまで公民館が行ってきた社会教育・生涯学習をベースと

した個性のあるまちづくりの推進、「ふるさと郷育」「はま

だっ子共育」の推進、地域住民が気軽に学び合い、集うことが

できる地域の拠点「まちづくりセンター」を目指します。地域

の皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

【国府まちづくりセンター職員】
センター長：佐々木 満

主 事 ：平野陽子・石渡一子・浅見みゅう
事務員 ：河野恒弘・近重邦明(有福分館)・近重ひとみ(有福分館)

今月から発行の「たより」は となります。毎月

25日頃には最新版のたよりをセンターのロビーにおい

てますので、ご自由にお取りください。

★地域の皆様の交流の場…
毎月第１日曜開催中！『こくふ朝市』

★地域の方の活動応援…

フィールドワークやワークショップ開催
★国府地区だけのチャンピオン大会…

復活！『グランドゴルフ大会』(案) 等々

センターが主催する事業だけでなく、各まちづくり団体と

繋がり、連携・協働を進めていきます。

『唐鐘スタンプラリー』
開催しました！

「とうがねまちづくり」主催事業。

イベント内容やMap作成、チラシの配

布・申込み方法など、協議を重ね実施

しました。



川柳広場

●下有福町 194人 (＋6） ●大金町 110人 (－4）

s t u d y

地域ぐるみで子どもをはぐくみ、子どもも地域も高まり合おう‼

『はまだっ子推進事業』は … 学校・家庭・地域が、目標やビジョン

を共有・協働しながら、子どもも大人も共に高まり合い、魅力あふれる協働

のまちづくりを推進することを目的としています。

『地域学校協働活動』は … 地域全体で子どもたちの学びや成長を支

えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互に

パートナーとして連携・協働して行う活動です。

全ての活動において、子どもたちに身につけさせたい力（郷土愛・向上

心・連帯感・自尊心）を意識しながら取り組んでいます。

浜田東中校区でも、地域の皆様・保護者の皆様のご理解とご協力により、

学校と公民館(地域)がつながって様々な成果を上げることが出来ました。今

年度から公民館からまちづくりセンターへと名称が変わりましたが、これま

でと同様の体制で取り組みます。ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

【活動・事業紹介】
●町歩きや家庭科など授業の見守り

●放課後子ども教室での
指導・運営協力

●登下校時の見守り

●体験活動などの指導・見守り

今しか見れない！
江津市で建設中の波積ダム・岩瀧寺の滝見学ツアー

来年度には運用開始される波積ダム。今しか見ることが出来ない建設工事の見学に行きます。

近くにある岩瀧寺の滝・菰沢公園の散策にも出かける予定です。

※感染拡大防止のため、人数の制限・注意事項順守のもと計画・実施いたします。

◆日 時：6月3日(木) 8時40分集合

◇集合場所：国府まちづくりセンター

◆参加費 ：1500円(弁当代込み）

◇定 員 ：14名(福祉バスの人数制限)

◆申込み ：5/17(月)8時半～

まちづくりセンターにて受付開始
定員になり次第〆切り (1人の方が申込みできるのは2人まで）

※詳細のチラシはロビーに置いてあります。

【令和の会フィールドワーク 第2弾】

窓口申込み優先

波積ダム工事現場
⇓

岩瀧寺の滝・岩瀧寺
⇓

菰沢公園 昼食・散策

先日柿木公民館で行われた、竹の灯篭のワークショップ
に参加してきました。簡単に作ることができ、問題視され
ている竹を資源として魅力的なものに変えることがすごく
素敵だと感じ、少しずつ灯篭作りをしていつか灯篭ナイト
をしたいなと密か～に企んでおります…。(笑)

先日、島根県西部県民センター主催で行われたこえるひろがる地域活
動オンライン交流会に参加しました。まちづくりに積極的な津和野高校
の学生さんと出会い、質問責めしてきました‼(笑)その中でまちづくり
をする部活動があるということに大変驚き、なぜその部活に入ったのか
と聞くと、小さい頃から活動をしているのを見てきて、自分も地域で色
んな事がしたいと思ったと言っていました。先輩たちが地域で楽しく活
動してきた姿が自然と次の担い手を作りをし、今後のまちづくり活動に
繋がっているんだと感じました。これから国府でもより学生を交えたま
ちづくりに力を入れていくことになるので、学生の目線や地域との関わ
りがどう広がっていくかすごく楽しみです。

↑竹の灯篭 ソーラー電気を入れ
夜は自宅庭で灯しています。

・くしろ野菜グループⅠ

・くしろ野菜グループⅡ ・鵜飼ふぁーむ

・きっかわ干ししいたけ ・こくふアカモク隊

・竹田干魚店 ・マスク ・コワ野菜

・オオサキフリーマーケット ・弥栄加工グループ

今回は野菜、お花、魚、フリマの他に

角寿司,板ワカメ,アカモク餃子,炊き込みご飯,玉子焼き,

お団子,いぶり香香やお漬物の販売があります‼

売り切れごめん‼

※今後のコロナウィルスの状況や

事情により変更や中止になる可能性も

ございます。ご了承ください。
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日 時：５月12日(水）９時３０分～１２時

場 所：国府まちづくりセンター中庭

参加料：３００円

持ち物：手袋,ものさし又はメジャー,炭にしたいもの

申込み：センター窓口又はお電話ください

定 員：１０人程度 定員になり次第締め切り

炭にできるもの

10センチ×10センチ以内のもの
野菜、果物、木製の物がおすすめ！
失敗する可能性があるので、高価なものや
大事なものはお控えください。

除湿や消臭の効果がある炭のインテリアを
自分好みに手作りしてみませんか？
炭を焼いている間に,
炭を置くワイヤーバスケット作りをします‼

✿～飾り炭作り～✿

✿ 初めての 田植えの後の にぎり飯 (詠み人：砂かけバァバ)

✿ 世間のうさ 泳ぐようすに こいのぼり (詠み人：ポパイ)

✿ 早苗月 毎晩カエルが 大合唱 (詠み人：うにんこ)

こくふまちづくりセンターでは、事業

を企画したり、参加したり、子ども活動

支援や学校支援活動などに興味のある方

を募集しています。センター運営推進委

員として活動しませんか？

興味のある方はまちづくりセンターまで

ご連絡ください。

●こんな体験会したい

●子どもたちと活動してみたい

●地域のことをもっと知りたい など

【国府まちづくりセンター】
☎＆FAX 0855-28-1270

✉ kokufu-k@ph-hamada.jp



※詳細のチラシはロビーに置いてあります。






