
ハッピーエアロ 絵手紙なかま

なでしこ教室 花ふきん

ダンススポーツ ダンススポーツ

ふれあいピンポン 3B国府 国府民協 GBクラブ 楽書会

胡悠 卓球教室 琴扇芳の会 ナニカイ国府 壮真会

３Bジュニア 夕凪会 出雲座国分 ハッピーエアロ つくしんぼ

MD会 3Bフレンズ 琴扇芳の会 ダンススポーツ

ダンススポーツ

吟友会 剣詩舞 ふれあいピンポン ふくっぴ―サロン ポールEX ハッピーエアロ 壮真会

しおざいHAMADA しおざいHAMADA FD会 なでしこ教室 花ふきん

しゅわーる 生け花教室 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ ダンススポーツ

なかよし会 3B国府,卓球教室

お箏尺八教室 MD会，夕凪会 3Bフレンズ

吟友会 剣詩舞 ふれあいピンポン 3B国府 琴扇芳の会 GBクラブ ハッピーエアロ ｽﾏｲﾙこくふっ子会

胡悠 卓球教室 3Bフレンズ ナニカイ国府 琴扇芳の会 楽書会

３Bジュニア 夕凪会 吟友会 千畳支部 なでしこ教室 壮真会

MD会 ダンススポーツ つくしんぼの会

ダンススポーツ

ふれあいピンポン 生け花教室 ポールEX ハッピーエアロ ダンススポーツ

しおざいHAMADA 3B国府 吟友会 千畳支部 ダンススポーツ

しゅわーる 卓球教室 FD会

なかよし会 MD会

音楽の贈り物 お箏尺八教室 3Bフレンズ
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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 1,365人 (-1)     ●国分町唐鐘 1,703人 (-2） ●国分町国分 364人 (±0)  
●久代町 268人(±0） ●下府町 1,410人 (-2） ●宇野町 258人 (-1）
●下有福町 185人 (-5） ●大金町 108人 (±0)

◆国府地区人口◆（8月末） 世帯数 2,659世帯（-4） 人口合計 5,661人(-11）

小原流いけばな教室 『かたむけるかたち』

・サンゴ水木 ・ばら ・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９月24日現在のものです。

【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。

「やっぱりネコが好き ～ﾀｲﾄﾙにﾋﾟﾝときたら同世代～」 文責：ひらの ようこ

時間を短縮して
開催します

※野菜の高騰が続いています。

天候不順などで品薄も予想されます。

ご了承ください。

よくある話題の1つ、「あなたはイヌ派？それともネコ
派？」。私は断然ネコ派の一人です▼昨年6月、生後2か
月の仔猫(♂)が我が家の一員になりました。900ℊ程だった
のが、1歳過ぎた頃には５㎏オーバーの大ネコに！でもお
腹が空くとすり寄ってきてフミフミしてくる姿はたまらな
い愛おしさです。我が仔自慢あるあるでした▼コロナ禍で
お家時間が増える中、ペットを迎える人も増えたそうです。
反対に、理由は多種ですがこれ以上飼うことが出来ずに手
放されたペット達も少なくありません▼動物虐待や多頭飼

育問題を耳にすると心が痛みます。毎年9月の動物愛護週間には、各地で啓発活動が行われてい
ます。SDGsの目標15『陸の豊かさも守ろう」の取り組みとして、企業やNPO団体などが様々な動
物愛護プロジェクトを立ち上げています。多くの人に少しでも関心を向けてもらって、人間も動
物も幸せに暮らせる世界にしましょうと、我が仔をなでながら思う今日この頃…。

石見音楽文化振興会のメンバーによるコンサートを、国府まちづくり

センターで初開催します。今回演奏するトランペット奏者とサックス奏

者の方は、国府地域に移住してきた方たち。これからも地域の皆さんと

音楽を通じた交流を続けていきたいと考えてます。

皆さんぜひお越しください！

10月31日(日) 11:00～12:00
（開場は10:30）

場所：国府まちづくりセンター

定員：30名程度
料金：1人 500円 (未就学児は無料)

・チケットは前売り制(10/3～販売開始)

・10/３の「こくふ朝市」でデモ演奏します

vol.1

vol.1

10月31日(日) 11:00～12:00（開場は10:30）

場所：国府まちづくりセンター
定員：30名程度 料金：1人 500円 (未就学児は無料)

10/3～
チケット販売開始！



川柳広場

●下有福町 185人 (-5） ●大金町 108人 (± )

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‼

✿ 人生の 最期のあがき 枯れすすき (詠み人：きたろうの父)

✿ うさぎさん すすきかざって 月見かな (詠み人：ポパイ)

✿ すすきの穂 秋の空掃く 掃除屋さん (詠み人：うにんこ)

次回のお題・・・ 『木枯し』『芋』

『夏櫨(ナツハゼ)』

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

山野から

浜 養 「赤天メニュー開発」
秋に開催される「フードデザインコンテ

スト」に出場するため、地域の方と一緒

にメニューを考えたいと要望がありまし

た。そこで栄養士の資格をお持ちの方に

アドバイザーとして協力していただくこ

とに。メインの食材は浜田の名物『赤

天』。そのまま食べることが多い赤天に

アレンジを加え、魅力あふれるワンプ

レートランチを目指します。後々フレン

ド亭での提供もあるそうです。その際に

はみんなで考案したNew赤天料理を味わ

いにお越しください。

『下府駅開業100周年』 イベント

夏にハゼのような紅葉が見られることが名の由来。

幼少期、山野探索が趣味だった私にとって、ナツハゼの実は

アケビと並んで採取(収穫⁉)が楽しみな果物でした。

初夏、小さい黄緑色の鐘形の花を穂状に咲かせ――緑色ゆえに気付

きにくいですが――その後ちょうど数珠の玉ほどの大きさの丸い実

をつけます。実の底部に梅の花のような模様があり可愛いらしい。

秋が深まる頃に熟し黒褐色になると食べ

ごろです。味は酸味が強いもののブルー

ベリーそのものです！それもそのはずで、

ナツハゼとブルーベリーは共にツツジ科

スノキ属の同種の植物なのです。

近年は熊の出没等で気軽に山野巡りも楽

しめませんが、機会があれば探してみて

ください。
日本のブルーベリーとも呼ばれる

物も幸せに暮らせる世界にしましょうと、我が仔をなでながら思う今日この頃…。

10月12日(火) 9:00～10:00頃
(雨天時は19日(火)に延期） 場所：国府海水浴場

環境学習の一環として、国府小４年生児童

と一緒に海岸清掃活動を実施します。子ども

たちと一緒にふるさとの海をきれいにしま

しょう。参加していただける方は、上記の時

間に国府海岸にお越しください。

※軍手・火ばさみがあればご持参ください。

ふるさと海岸清掃 にご協力ください！

下府駅ホームには100周年を祝う『横断幕』、夕方

6時からは下府駅入口でイルミネーションが始まってい

ます。地域の方に提供していただいた下府駅周辺の写

真を集めた展示会を、10月～開催いたします。

下府駅待合室内に足をお運びください。

生活に を

取り入れませんか？

地域の方のご厚意で、ロビーに様々な苗

木が置いてあります。こくふの町を緑で

いっぱいにしたい、同じ思いのある方にも

らってほしいとの事。お気持ちはニワトリ

募金箱へ。子どもたちのために使われると

ころへ寄付するそうです。

毎週新しい苗木を入れ

替えてますので、ちょ

こちょこ覗きに来てみ

てくださいね！

国府商工まつり実行委員会

からのお知らせ

毎年、国府小学校体育館を会場

に開催してきた『国府商工まつ

り」ですが、新型コロナウィルス

感染拡大防止のため、今年度の開

催を中止とすることとなりました。

来年度開催の折には、さらに地域

の活性化を目的に、多くの方々に

喜んでいただけるイベントにして

いきたいと思います。ご支援・ご

協力いただきますようよろしくお

願いいたします。


