
ふれあいピンポン フリースペース フリースペース 乳がん検診 ハッピーエアロ 絵手紙仲間

胡悠 3B国府 出雲座国分 GBクラブ なでしこ教室 子ども読書会

卓球教室 琴扇芳の会 ナニカイ国府 琴扇芳の会 花ふきん

夕凪会,MD会 3Bフレンズ 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ 壮真会

ダンススポーツ

ふれあいピンポン ふくっぴーサロン ポールEX ハッピーエアロ

しおざいHAMADA 生け花教室 FD会

しゅわーる 卓球教室

なかよし会 夕凪会

MD会 3Bフレンズ

ふれあいピンポン フリースペース フリースペース GBクラブ ハッピーエアロ 花ふきん

卓球教室 琴扇芳の会 ナニカイ国府 なでしこ教室 ダンススポーツ

夕凪会 国府民協 琴扇芳の会

MD会 3Bフレンズ ダンススポーツ

親子LED講座 ふれあいピンポン 子宮がん検診 ポールEX Booksはまよう ｽﾏｲﾙこくふっ子会

しおざいHAMADA 生け花教室 FD会 ハッピーエアロ 楽書会

しゅわーる 3B国府 なでしこ教室 つくしんぼの会

なかよし会 卓球教室 ダンススポーツ ダンススポーツ

MD会 3Bフレンズ

吟友会 剣詩舞 ふれあいピンポン 3B国府

胡悠 卓球教室

MD会
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第 ４ 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 1,365人 (＋5)    ●国分町唐鐘 1,710人 (＋3）
●国分町国分 364人 (＋4)  ●久代町 269人(±0）
●下府町 1,414人 (ー10） ●宇野町 260人 (－1）
●下有福町 192人 (±0） ●大金町 109人 (－1）

◆国府地区人口◆（6月末）

世帯数 2,666世帯（-2） 人口合計 5,683人(±0）

小原流いけばな教室

『かたむけるかたち』

・リアトリス

・バラ

・ソリダコソリダスター

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7月24日現在のものです。

「もしもの時…」

コロナ禍で、予期もしない人生の終わりを迎えた方はどの位いるのでしょうか？
「断捨離」「終活」が言われ始めて久しくなり、何から始めていいのか迷うところ
です▼新聞で「我が家の相続会議」という連載が始まりました。終活を通じて考え
ておくことは、【生きている間の事】と【亡くなった後の事】の２つに分けられる
との事。なるほど！▼コロナ禍で会うことの出来なかった家族が、お盆に顔を合わ
せて「相続会議」をするのも悪くないかもしれません。自分自身のもしもの時の相
続人は？その事を明確にしておく事が終活の１つの要件であり、残された家族のた
めでもあるのでしょう▼仕事柄、相続の為の戸籍謄本の申請を受けた際に稀に遺言
状を持参する方もいます。遺言状には「自筆証書遺言状」と「公正証書遺言状」が
あります。人生100年時代、残された家族のことを思い遺言状という終活もあること
を考えてみませんか？「もしもの時」は誰にでもいつかやってきます…………

文責：富ヶ谷 数子(P.N）

※８月は
開催しません。

毎月末には最新版のたよりをセン

ターロビーに配置しています。ご自

由にお取りください。

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。

令和3年度明日への消費者活動支援事業

※今後の状況次第では中止する場合もありますので、ご了承ください。

国府地区 高齢者クラブ連合会

ペタンク交流会
ふれあいセンターを会場

に、国府地区高齢者クラブ
連合会のペタンク交流会が
開催されました。例年であ
れば9月に体育館での運動
会を開催していましたが、

昨年から情勢により取りや
めています。

外で出来るチーム対抗戦スポーツと言えばペタンク。体力よ
り頭脳勝負になるペタンクは、チームでの作戦会議が欠かせ
ません。どのチームも策を練りながら熱い戦いをくり広げて
いました。



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‼

✿ スイカ割 セミの声似て まどわされ (詠み人：ポパイ)

✿ 砂浜の 割れたスイカで 盛り上がる (詠み人：砂かけバァバ)

次回のお題・・・「くりひろい」「鈴虫」

令和３年度

『浜田養護学校 サポーター講座』

『紙飛行機つくり』
達人：唐高会

国府海岸の写真を募集中です。

学校内で展示＆審査を行い、入選作品には

水産班製造の「たまもイカ」をプレゼント！

☆応募期間：～10月22日まで

★応募先：hamadayogo@pref.shimane.lg.jp
件名「国府海岸フォトコンテスト」

メールに画像を添付してご応募ください

【問合せ】浜田養護学校(山口) 📞28-2200

●第3回…9月11日(土)
10時～11時半

会場 ： 浜田合同庁舎

内容 ： 構音と吃音の話

【申込み】 浜田養護学校

(小谷・吾郷)

📞28-2200

宇野八幡宮

『エンコウが植えた榎』

「猿猴(エンコウ)」を御存知でしょうか？いわく猿のようなカッパの

ような、あるいはその両者の合の子ではないかなど不思議な姿をした

生き物だと言われています。そんな生き物が実存するのかといういことはさて置き。

国府地域に散らばる不思議な「もの・こと」や伝承、言い伝えなどの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

宇野発

令和3年度明日への消費者活動支援事業

「 」
世界でひとつだけのオリジナルランプをつくろう！

受講料教材費

無 料

発光ダイオードとも呼ばれるLED、低消費電力で長寿命といった特徴があるため、白熱

電球に比べ大幅な省エネが可能となります。LEDのしくみを学びながら、自分だけの「オリ

ジナルランプ」を作ります。家族でチャレンジしてみてください。

8月22日（日）9時半～11時半
☆定員：１０組２０人程度 対象：小学４年生以上

※保護者同伴

★持参するもの：はさみ、ものさし(15㎝)、筆記用具
※申込みが必要です。（8/13 〆切り）

【問合せ】 国府まちづくりセンター ☎28-1270

主催/ＡＣＡセミナー自主学習会

共催/国府まちづくりセンター 後援/浜田市

某ケーブルTV局番組でも紹介され
ご覧になった方もあるのでは？

こくふ地域には実に多くの「猿猴」に纏わる話が存在しています。

その中で今回注目したのは宇野町に伝わる話に登場する古木です。

宇野八幡宮の拝殿へと続く石段の右手に一際目立つ太い榎(エノキ)が

あります。この木はその昔猿猴が植えた物

と伝えられています。

話によれば、昔家畜に悪さをした猿猴が主に

見つかり大層叱られて恐れ入り、榎が生きて

いる間は宇野の人に悪さをしないと誓いこの

木を植えたと言うことです。幹に大きな洞を

持つ迫力ある姿は大変印象的で、複雑な樹形

は神秘的でさえあります。

寄贈していただきました！
唐鐘出身の、昭和19,20年生まれの方

が集まって発足された『猿鶏会』。四十
路に入った昭和60年から同人誌を発行し
続けておられます。当時の町の様子や、
県外に移り住んでより地元の良さを知っ
た…などなど、その時代を知らない世代
にも何だか懐かしい雰囲気を感じさせる
不思議な記念誌です。センター図書室に
ありますので、ぜひ手に取って読んでい
ただきたいです。

浜田養護学校からお知らせ

国府海岸
フォトコンテスト

浜 養

浜ろう

浜 養 浜 養

『グランドゴルフ』
達人：甘水会

『竹水鉄砲つくり』
達人：天野 猛

『マジックショー』
達人：原田 晴美

今回は、地域の方の達人技が

光る支援の様子を紹介。どの活

動も、達人の皆さんが子どもた

ちに楽しんでもらいたいという

気持ちがあふれています。ご協

力いただいた達人の皆様、あり

がとうございました！



電話でもOK！取材にも行きます。📞２８－１２７０






