
ホウ酸団子作り 琴扇芳の会 GBクラブ ハッピーエアロ 絵手紙仲間

支え合い協議体 3Bフレンズ ナニカイ国府 なでしこ教室 子ども読書会

3B国府 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ 花ふきん

卓球教室,MD会 ダンススポーツ

ふれあいピンポン ふくっぴーサロン 海水浴場協議会 ポールEX ハッピーエアロ お琴尺八教室

胡悠 生け花教室 国府民協 さちこの会 琴扇芳の会 楽書会,壮真会

3Bジュニア ３B国府､卓球教室 3Bフレンズ FD会 なでしこ教室 つくしんぼの会

夕凪会,MD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 3B国府 整体体験会 GBクラブ ハッピーエアロ 花ふきん

しおざいHAMADA 卓球教室 出雲座国分 ナニカイ国府 なでしこ教室 ダンススポーツ

なかよし会 夕凪会,MD会 琴扇芳の会 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ

しゅわーる,ピンポンK 3Bフレンズ

浜田動物愛護会 お琴尺八教室 生け花教室 3Bフレンズ ポールEX ハッピーエアロ ｽﾏｲﾙこくふっ子会

マーブル ふれあいピンポン 3B国府 FD会 琴扇芳の会 楽書会､壮真会

胡悠,3Bジュニア 卓球教室 なでしこ教室 つくしんぼの会

ピンポンK MD会,夕凪会 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 3Bフレンズ

しおざいHAMADA

なかよし会 卓球教室

しゅわーる,ピンポンK MD会
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第 ２ 号

【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 1,344人 (＋7)    ●国分町唐鐘 1,714人 (±0）
●国分町国分 361人 (－1)  ●久代町 270人(＋1）
●下府町 1,427人 (＋1） ●宇野町 260人 (±0）
●下有福町 193人 (－1） ●大金町 110人 (±0）

◆国府地区人口◆（4月末）

世帯数 2,667世帯（＋11） 人口合計 5,679人(＋7）

小
原
流
い
け
ば
な
教
室
『
た
て
る
か
た
ち
』

ギ
ガ
ン
ジ
ウ
ム
・
ク
ロ
ト
ン
・
バ
ラ

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5月24日現在のものです。

「海の恵みと観光資源」

地域が元気になるためには、そこにしかない「強み」が必要です。国府には国

庁や国分寺などの歴史文化も豊富ですが、特に海に関しては国府海岸、畳ヶ浦、

石見海浜公園、しまね海洋館アクアスと驚くほど恵まれた観光資源があります▼

石見海浜公園から畳ヶ浦に向かう途中に知る人ぞ知る海蝕洞(自然に出来た海の洞窟)が

あります。先般、新聞記者・海浜公園職員と共に探検しました▼大小5つある海

蝕洞のうち、トンネル状の洞窟を小型船舶で通過してみましたが、まさに日本の

青の洞窟！本場イタリアのものと大差がないと言っても過言ではありません(行っ

たことはありませんが）▼近年、海のレジャーはサップやカヌーなども手軽に楽しめる

ようになっています。この夏はぜひ自然豊かな国府の海を堪能してはいかがです

か？お問合せは佐々木まで…。

竹や松ぼっくり、食べられなくな

ったミカンを消臭、除湿効果のある

インテリア用の炭に変身させました。炭焼きをしている間

に急遽予定変更をして、厄介者扱いされがちな竹を夜に輝

くインテリアに★竹の灯篭作りをしました。器用な男性の

参加だったので、電動工具を使い、あっ

という間に素敵な作品が完成しました‼

肝心のかざり炭はというと…火力が強

くて半分失敗してしまいました…が、秋

の野菜や果物でまたトライしようと思っ

ているので興味のある方

は声をおかけください。

センター長 佐々木 満

放課後子ども教室事業

まず自分たちで考え、そして活
動してみよう！と会への参加の呼
びかけをしたところ、3年生から5
年生までの19人の子どもたちが集
まってくれました。初回のこの日
は、会の名前決めからスタート。
楽しいことがしたいという思いあ
ふれる名前がたくさん集まり、出
てきた中から多数決で『

』になりました。
今後やってみたい活動には、海で
の遊びや物つくりなど色々。今後
みんなで計画しながら活動できる
ように進めていきます。

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。



川柳広場

●下有福町 193人 (－1） ●大金町 110人 (±0）

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‼

今回は県立大学４年生の浦辺太一さんが代表を務める『あぷりこ
スクール』に行ってきました。あぷりこスクールとは、都野津のコ
ミュニティセンターで中高生の居場所を提供する事業で、主に大学
生が中高生の自主学習の見守りをしたり、交流をしながら様々な
ワークショップを行っています。その日は自主学習をし、休憩中は
みんなでカードゲームを楽しんでいました。先生とは違う距離感で、
いわゆる『ナナメの関係』の重要性を感じました。終了後、外部の
方とオンラインで意見交換をし、浦辺さんの向上意欲を感じました。
最後に何故そこまでできるのかと聞くと、中高生が頑張っている姿
を見ると自分も負けていられないと意欲を沸かせ、私もそんな浦辺
さん姿から似た気持ちになりました。最近ではより色んな世代の方
から教えてもらうことが多く、大学生からもたくさんの事を教えて
もらいながら、気付かれないように若さを吸い取ってます♪

ナナメの関係とは…親、友達、先生といっ

た近い距離の関係ではなく、世代が違う親

戚や先輩・後輩、地域の方との関係を言い

ます。よく知っている親や友人ではないか

らこそ、相手の反応を見ながら話すことで、

自然とコミュニケーション能力を高めるこ

とが出来たり、親や友達に相談しにくいこ

とを相談することができる無くてはならな

い関係性です。

・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

・ゆきっぺファーム ・マスク

・竹田干魚店 ・植田農園

・おさか小町(ライスバーガー) ・弥栄加工グループ

・オオサキフリーマーケット

✿ 早い梅雨 巣作り急ぐ つばめらよ (詠み人：きたろうの父)

✿ あじさいは 雨でかがやく 宝石だ (詠み人：むらさきしきぶ)

次回のお題・・・ 「七夕」・「夏休み」

令和３年度

『浜田養護学校 サポーター講座』 (計7回)

障がいについて学びながら、地域で生活する子どもた

ちを理解し支えるサポーター講座を開催します。講義だ

けでなく、見学や体験する講座もあります。

参加を心よりお待ちしています。

●第１回…6月12日(土) 10時～12時
会場 ： 浜田合同庁舎

内容 ： 「あいサポート研修」

【申込み】 浜田養護学校 (小谷・吾郷)📞28-2200

【公民館図書のお知らせ】

市立図書館の佐々田奉公会図書の入れ

替えがありました。公民館の図書室・ロ

ビーには絵本や文庫などたくさんの本が

揃っています。貸出票に住所・名前・借

りたい本を記入するだけの簡単な手続き

で貸し出していますので、お気軽にご利

用ください。

※１月と８月は開催いたしません。

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。

浜田養護学校 高等部 清掃班

『出張クイック洗車』承ります！

作業学習の一環として浜田養護学校高等部の生徒

がまちづくりセンター前にて洗車を行います。手作

業で丁寧ピカピカに仕上げでくれますよ！

・6月25日(金)
①11：00～ ②13時半～

【料金】

クイック洗車(30分) 300円(軽)～500円

室内清掃(30分) 200円(軽)～400円

※詳しい料金はまちづくりセンターまで
お問合せください。

国府小

浜田東中

『自転車マナーアップ・鍵かけ推進』モデル校に！

今年度浜田東中学校は、浜田署から自転車マナーアップモ
デル校・鍵かけ推進モデル校の指定を受けました。交通事故
防止やマナーを守り、地域の模範になるよう取り組むことに。
最近交通ルールやマナーが乱れているという話も耳にします。
子どもたちだけでなく、地域みんなで意識して取り組むこと
が大切です。ご協力お願いいたします。

s t u d y

私事ですが、この度妊娠をしました。７月の出産予定で、
６月から産休に入らさせていただきます。初めてのことで不
安だらけですが、今の地域や環境で育児ができることを大変
うれしく思います。そして皆さんにご挨拶できるのを楽しみ
にしています。

↑オンラインでの意見交換の様子

毎月第１日曜日開催する交流の場「こくふ朝市」に出店して

みませんか？！自分で育てた野菜や、野菜の苗、手芸品や雑貨、

フリーマーケットなど出品の品は自由です‼

興味のある方は、ご連絡ください。

国府まちづくりセンター (0855)28-1270

地図と方位磁石を持って…

『上府ウォークラリー』

3年生の社会科で地図について学習しま

す。そこで実際に地図と方位磁石を手に、

上府の町を歩きました。雨の中のウォーク

ラリーでしたが、チェックポイントで待っ

ている地域の方に元気よく挨拶し、地図を

仕上げていきました。子どもたちは

田んぼや畑の中を歩き、上府の自然

を肌で感じてくれたようです。

浜田ろう学校
からのお知らせ

浜田ろう学校児童生徒会の活動で、『福島
ひまわり里親プロジェクト』に参加していま
す。ひまわりを育てて、取れた種を回収し、
福島に送ります。この夏、国府の町をひまわ
りでいっぱいにして、種を集めるのにご協力
ください。

生徒会で育てたひまわりの苗を、

こくふ朝市で配布します。
※数に限りがあります。







変更や中止になる可能性もございます。ご了承ください。


