
GBクラブ ハッピーエアロ 絵手紙仲間

ナニカイ国府 なでしこ教室 子ども読書会

吟友会 千畳支部 ダンススポーツ 花ふきん

壮真会

ダンススポーツ

事業所健康診断 国府民協 ポールEX Fishはまよう お琴尺八教室

胡悠 出雲座国分 FD会 ハッピーエアロ 楽書会

3Bジュニア 3B国府 3Bフレンズ 琴扇芳の会 壮真会

卓球教室 なでしこ教室 つくしんぼの会

夕凪会,MD会 ダンススポーツ ダンススポーツ

ふれあいピンポン ふくっぴーサロン アカモク隊 GBクラブ ハッピーエアロ ｽﾏｲﾙこくふっ子会

しおざいHAMADA 生け花教室 琴扇芳の会 ナニカイ国府 なでしこ教室 花ふきん

しゅわーる 3B国府 3Bフレンズ はまだこども食堂 琴扇芳の会 ダンススポーツ

なかよし会 卓球教室 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ

ピンポンK 夕凪会,MD会

お琴尺八教室 子育て広場 FD会 ダンススポーツ 楽書会

ふれあいピンポン 琴扇芳の会 吟友会 千畳支部 つくしんぼの会

胡悠 3B国府 3Bフレンズ ダンススポーツ

3Bジュニア 卓球教室

ピンポンK MD会,夕凪会

ふれあいピンポン フリースペース フリースペース ポールEX ハッピーエアロ 壮真会

しおざいHAMADA 生け花教室 琴扇芳の会 ダンススポーツ ダンススポーツ

しゅわーる 3B国府 3Bフレンズ

なかよし会 卓球教室

ピンポンK MD会
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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 1,360人 (＋7)    ●国分町唐鐘 1,707人 (－7）
●国分町国分 360人 (－1)  ●久代町 269人(－1）
●下府町 1,424人 (ー3） ●宇野町 261人 (＋1）
●下有福町 192人 (－1） ●大金町 110人 (±0）

◆国府地区人口◆（5月末）

世帯数 2,668世帯（＋1） 人口合計 5,683人(＋4）

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６月24日現在のものです。

「お米づくり 今・昔」前編
米づくりの３大事業 １．田植え ２．稲刈り ３．脱穀(収穫)

まずは苗づくり。苗床にもみ(米の種)をまき、その上にもみ殻をくぐして(灰にして)油紙また

はナイロンシートをかぶせます。春風が吹くためシートをかぶせる作業は大変。シートが捲

れるたびに修正・交換をしていました▼田の準備(荒起こし2回、荒代、代かき)。昭和40年頃、和

牛(べこ)で田植え準備をされてる光景を目にした事があり、我が家も和牛で準備作業。その

後は機械化され、テーラー・耕運機・トラクターと進化しています▼いよいよ田植え。成長

した苗を一握り程度にくくり、水田へ運びます。畔から適当に投げ入れて分配。規則正しく

植えるため、田に線を引き、沿うように植えていきます。植える方(早乙女さん)は、向こう三

軒両隣。お互いに手助けして行います▼田植えが終わることを「泥落とし」と言い、地域み

んなで労をねぎらいます。現在でも宇野・有福ではスポーツを通じて泥落とし交流会を続け

ています▼現在の苗はJAなどで生育販売をしており、田植えは乗用田植え機が稼働し、田の

中に入ることなく終わります。この後の作業については後編で。

文責：河野 恒弘

国府地区の6つのまちづくり委員会
(宇野・有福，上府，久代，国分，下府，とうがね)

の代表の方に集まっていただきました。
一同に会しての会議は初めてのことで
す。初回のこの日は、各まちづくりで
取り組まれていることや現状などの情
報を共有することができました。

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。

行ってきました！

「令和の会」のメンバーが企
画したフィールドワーク。波積

ダム～岩瀧寺の滝～岩瀧寺をま
わりました。都治川を治水する
この波積ダムは、島根県下で唯
一建設中で、とても貴重な時期
に見学することができました。
都治川の上流にある岩瀧寺の滝
を間近に感じたあとは、岩瀧寺
に移動し、住職から昭和46年の
大水害から寺の移転までの経緯
などお話していただきました。

「国府地区 まちづくり協議会」

今後は、まちづくりセンターとしてどのようなかかわり方が
出来るかを各まちづくり委員会の皆様とも協議しながら“まち
づくり”を進めていきます。

のりえ

森山 倫江 です
6月からまちづくりセンター
勤務となりました。センター
の仕事は初体験なことばかり
で戸惑いもありますが、先輩
方の指導の下頑張って参りま
す。地域の皆様、宜しくお願
いいたします。



川柳広場

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‼

★くしろ野菜グループ ★鵜飼ふぁーむ

★きっかわ干しシイタケ ★ゆきっぺファーム

★マスク ★竹田干魚店 ★植田農園

★コワ野菜 ★おさか小町

★オオサキフリーマーケット

★フリーマーケット・たけや(初出店)

★浜田養護学校高等部作業製作品

✿ 夏祭り 来てみてびっくり おもしろい (詠み人：ファララ)

✿ 夏休み 長いようでも 用出来ず (詠み人：ポパイ)

✿ 今年こそ 打ち上げ花火 夏祭り (詠み人：砂かけバァバ)

次回のお題・・・「花火」「スイカ割り」

令和３年度

『浜田養護学校 サポーター講座』

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。

※８月は開催いたしません。次回開催は９/５(日)です。

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

放課後子ども教室

『お箏・尺八教室』

大人も子どもも一緒に活動している

「お箏・尺八教室」。お箏は高橋雅津映

先生、尺八は中田光山先生にご指導いた

だいています。学年ごと・レベルに合わ

せて選曲し、年度末に開催する演奏会に

向けて練習に励んでいます。

●第２回…7月17日(土)
10時～11時半

会場 ： 浜田養護学校

内容 ： 保護者の方の話

【申込み】 浜田養護学校 (小谷・吾郷)

📞28-2200

今年も何かお楽しみがあるかな？

こくふっ子フリースペース
7/27(火), 28(水), ８/3(火), 4日(水), 17(火), 18日(水)

9時半～11時半まで

夏休み期間中、こくふっ子たちの居場所としてまちづくりセンターを開放

します。みんなで宿題したり、読書したり、遊んだり…。

※詳しいことは、学校から配られるチラシをご覧ください。

浜田養護学校高等部水産班

「Fish はまよう」販売会

７月９日(金) 10時半～12時
国府まちづくりセンター ロビー

～商品紹介～

●たまもイカ 300円

●いちごジャム 250円

●りんごジャム 250円

●アジのひらき 250円

●ｽﾙﾒｲｶ一夜干し 250円

●ｶﾚｲ一夜干し 250円

●ﾊﾀﾊﾀ一夜干し 200円

毎月第１日曜開催

前回(6/6)の朝市の様子です。地域の方が育てた野菜や

花、雑貨などが毎回所狭しと並びます。浜田ろう学校生

徒会で育てたヒマワリ苗も、多くの地域の方がプロジェ

クトに賛同して持って帰ってくれました。

仰向けに泳ぐ不思議な生物 田に現る！

『ホウネンエビ(豊年蝦）』
先日、上府の田んぼで発見されました。赤いしっ

ぽの見た目から「田金魚」とも呼ばれています。ホ

ウネンエビが発生した年は豊作になると言われてい

るそうです。
このコーナーでは、国府地域に散らばる不思

議な「もの・こと」や伝承、言い伝えなどを集

めて掲載していきます。どんなことでも構いま

せん！情報をお寄せください。写真なども送っ

ていただけると嬉しいです！

✉kokufu-k@ph-hamada.jp
電話でもOK！取材にも行きます。

📞２８－１２７０

上府発

尺八には女子メンバーが増

え、そろって合奏する日も近

いかも⁈ 音が出た喜び、曲

として演奏できた喜びをかみ

しめながら更なるスキルアッ

プを目指しています。



📞２８－１２７０






