
琴扇芳の会 GBクラブ ハッピーエアロ お箏尺八教室

3Bフレンズ ナニカイ国府 なでしこ教室 絵手紙なかま

ダンススポーツ 子ども読書会

とうがねまちづくり 壮真会,花ふきん

ダンススポーツ

ふれあいピンポン 3B国府 こくふアカモク隊 ポールEX ハッピーエアロ 楽書会

胡悠 卓球教室 国府民協 吟友会 千畳支部 なでしこ教室 壮真会

３Bジュニア 夕凪会 出雲座国分 FD会 琴扇芳の会 花ふきん

MD会 国府地区連合自治会 ダンススポーツ ダンススポーツ

3Bフレンズ

吟友会 剣詩舞 ふれあいピンポン ふくっぴ―サロン 子育て広場 GBクラブ ハッピーエアロ 久保田しょういち

浜鷺吟詠会 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 　　　 後援会    

つくしんぼの会 しゅわーる 3B国府 3Bフレンズ 吟友会 千畳支部 琴扇芳の会 ダンススポーツ

なかよし会 卓球教室 ダンススポーツ

MD会，夕凪会

ふれあいピンポン 金曜会 ハッピーエアロ ｽﾏｲﾙこくふっ子会

胡悠 3B国府 ｽﾏｲﾙこくふっ子会 楽書会

卓球教室 ダンススポーツ 壮真会

MD会，夕凪会 つくしんぼの会

3Bフレンズ FD会 ダンススポーツ

浜鷺吟詠会 ふれあいピンポン 生け花教室 ポールEX

吟友会 剣詩舞 しおざいHAMADA 3B国府 吟友会 千畳支部

しゅわーる 卓球教室

なかよし会 MD会

お箏尺八教室 3Bフレンズ
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第 5 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 1,366人 (＋1)    ●国分町唐鐘 1,705人 (-5）
●国分町国分 364人 (±0)  ●久代町 268人(-1）
●下府町 1,412人 (-2） ●宇野町 259人 (-1）
●下有福町 190人 (-2） ●大金町 108人 (-1)

◆国府地区人口◆（7月末）

世帯数 2,663世帯（-3） 人口合計 5,672人(-11）

小原流いけばな教室

『瓶・たてるかたち』
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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8月24日現在のものです。

は

になります。
(センター利用は出来ますが、鍵で対応して

いただくことになります。詳しくはお問合

せください）

令和3年度明日への消費者活動支援事業

「 」開催しました！

世界でひとつだけのオリジナルランプをつくろう！

【開催についてのお知らせ】

会場では感染予防対策を実施しておりますが、ご来場の際には必ず

マスクの着用・手指消毒をお願いいたします。但し、開催日まで
に浜田市内で１日の感染者数が１０人以上となった場
合には、開催中止といたしますのでご了承ください。

※先月号で、人口数に誤りがありました。大変失礼いたしました。

「お米づくり 今・昔」後編 文責：河野 恒弘

米づくりの３大事業 １．田植え ２．稲刈り ３．脱穀(収穫)

いよいよ稲刈りのシーズンです。刈る前の準備品として、鎌で刈り取った稲を結ぶ紐(いいで・いい

そ)を昨年の藁で作成。そして稲を乾燥させる「稲はぜ」作りにはポイントがあります。台風シーズ

ンでもあるため、耐えられる様に作らないといけません。過去に何度も被害に遭い、その度に作り

替え・再度乾燥と二度手間以上となった事も。刈取り～はで掛けを、夜遅く月の光を頼りに作業し

た事もあります(辛かったけど…)▼はぜ干し20日、人力(せんば)で脱穀していたのが機械化され、脱穀機

移動式(ハーベスター)に変わりました。我が家では、バインダーで刈取り～稲はで乾燥～ハーベス

ターで脱穀。この方法はとても手間ですが、味が自然の味がするような⁈▼現在は稲刈り～脱穀ま

で機械化(コンバイン)となり、大幅な省人化となっています。しかし大きな課題は後継者不足で、ひた

すら草刈りに明け暮れる田が増えていることです。この先を考えると田が無くなり、林となり山に

なるのではと危惧しています▼米作りは昔と比較して飛躍的に機械化が進んでいます。興味のある

方はぜひご検討ください。 連絡先：国府まちづくりセンター 河野まで

今年の中秋の名月は

9月21日です！

時間を短縮して
開催します

昨年に続き今年も開催された「親子LED学

び講座」。家庭内での電力消費量が一番高い

のは冷蔵庫。次は照明器具だそうです。白熱

灯や蛍光灯、低消費電力で長寿命のLED(発

光ダイオード)との違いなどの解説を聞いた後、

親子でランプシェード作りに挑戦しました。

色とりどりの紙バンドを

編み込んでカゴ作り。赤・

緑・青から2色のLEDを基

盤に差し込み点灯すると、

シェードの和紙を通して柔

らかい光に包まれました。



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‼

✿ 鈴虫の 声聞きたいと ユーチューブ (詠み人：猫娘)

✿ 大きめの イガがあたりて くりひろい (詠み人：ポパイ)

✿ 栗拾う 究極の モンブラン (詠み人：砂かけバァバ)

✿ 鈴虫に ナスもキュウリも あげられず (詠み人：うにんこ)

次回のお題・・・ 『すすき』『紅葉』

那賀東部広域農道

『那賀グリーンライン』

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

大金町

下有福町

国府海岸
フォトコンテスト

先月号で、人口数に誤りがありました。大変失礼いたしました。

下有福町手前で県道50号(田所国府線)と十字に交差し、北は江

津へ南は本明山に連なる山々を越えて金城町へと続く那賀グリー

ンライン。十字路を起点に南側へ向かうルートは、大金町を通り

抜けながら高い山を越えて走る気持ちの良いドライブコースが続

きます。山道ゆえに傾斜もそれなりですが、天へ向かって走るよ

うな感覚が楽しく、山肌に沿って登り行く途中に木々の合間から

姉金・下有福地区を一望できるポイントもあり、ここからの眺め

はなかなかの絶景で改めて地元の魅力発見となるかもしれません。

また周囲の山々には野生動物が多く生息しており、雉子や狐、

まれに鹿や野兎などに出会うことも!?それもドライブの楽しみの

一つでしょう。更にはグリーンラインを下り切った所から数km足

を伸ばせば美又温泉や旭温泉があります。小旅行気分で出掛けて

みてはいかがでしょうか。

※今回は「不思議」ではなく素敵な場所を紹介しました。

浜田ろう学校
からのお知らせ

6月の朝市で、ヒマワリの

苗を配布させていただきまし
た。そろそろ見頃も終わり、
種が出来てい る時 期です 。
「福島ひまわり里親プロジェ
クト」へ種を送りますので、
種のついたままのヒマワリの
頭部分を、国府まちづくりセ
ンター回収BOXにお持ちくだ
さい。

唐鐘公民館事業

「サザエつかみ取り大会」

唐鐘地区の幼児・小学生を対象に「サザ

エつかみ取り大会」が開催されました。当

日集まった参加者は約100人！。全員で海

岸清掃をした後、用意された区画内に撒い

たサザエを、全身ずぶねれになりながら楽

しそうに探す子どもたち。持ち帰ってから、

炊き込みご飯やつぼ焼きにして味わったそ

うです。

地域の『共育』活動を紹介します！

切り分けられたスイカをおいしそうに食べる

姿に、これぞ夏と思ったひとときでした。

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

2021年9月1日

『下府駅開業100周年』 を迎えます！

【歴史年表】

・1921.9.1 … 山陰本線の都野津駅～浜田駅の

延伸時に開業。⇒国府地区唯一の駅舎

※久代駅は1959年開業

・1933年 ～ 広浜線の起点として着工開始。

下りホーム東側に3番ホーム設営

・1940年 … 広浜線の工事はほぼ完成したが、

戦争のため中止に。

・1960～65年頃(最盛期)

高度経済成長期、通勤通学者の増加

駅前には、食料品・雑貨屋、酒屋、時計屋、

旅館、散髪屋、馬小屋(⁉)がありました。

・1990.3.10 … 無人駅になる。

・2021.1月下旬 … ホーム上の待合室の解体・撤去

●乗車人数推移

最盛期－400人以上/日，2018年－87人/日

今年、鉄道事業100周年を迎える浜田市。

下府駅も開業100周年となります。昔も今も

国府地区の住民の大事な交通手段の一つです。

下府駅では「ふれあい・こくふの里運営協議

会(下府町)」を中心に100周年を盛り上げる企

画を予定しています。別添のチラシに写真募

集の案内がありますので、ご覧いただきご協

力をお願いいたします。

（チラシ内に誤りがあります。

国府ふれあいセンター⇒ 国府まちづくりセンター)

今後の予定

〇9月1日～ ホームに横断幕の設置とイルミネーション

〇10月～ 待合室内で「写真展」開催








