
GBクラブ ハッピーエアロ 絵手紙なかま

ナニカイ国府 なでしこ教室 壮真会

イル・ソーレ 琴扇芳の会 ダンススポーツ

吟友会 千畳支部 ダンススポーツ

９～１０時
こくふ朝市

ふれあいピンポン フレンド アカモク料理教室 ポールEX ハッピーエアロ お琴尺八教室

こくふ朝市 しおざいHAMADA ３B国府 琴扇芳の会 イル・ソーレ なでしこ教室 楽書会
胡悠 卓球教室 国府民協 宝生会 つくしんぼの会

国府スポ少 MD会 出雲座 ささえあい協議体 ダンススポーツ

夕凪会 ダンススポーツ

親子で防災 ふれあいピンポン ふくっぴーサロン 童懐会 GBクラブ ハッピーエアロ クリスマス
しゅわーる フレンド ひまわり ナニカイ国府 制服組合 フェスティバル

生け花教室 制服組合 ダンススポーツ

３B国府､卓球教室 イル・ソーレ ダンススポーツ

夕凪会､MD会

吟友会剣詩舞 ふれあいピンポン フレンド 童懐会 ポールEX ハッピーエアロ 楽書会
しおざいHAMADA ３B国府 琴扇芳の会 イル・ソーレ 琴扇芳の会 壮真会
胡悠 卓球教室 宝生会 つくしんぼの会

お琴尺八教室 MD会 ダンススポーツ

夕凪会

ふれあいピンポン フレンド
しゅわーる 生け花教室

卓球教室

MD会
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12月 第 20 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 1,361人(±0) ●国分町唐鐘 1,678人(+3)        ●国分町国分 360人(+2)  
●久代町 257人(+1)   ●下府町 1,423人 (+10) ●宇野町 255人 (±0)
●下有福町 180人(-1)   ●大金町 103人 (±0)

◆国府地区人口◆（10月末） 世帯数 2,662世帯（+13） 人口合計 5,617人(+15）
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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11月24日現在のものです。

Vol.20

出店者 大募集
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県が主催するオンライン研修
で地域活躍する方を紹介させ
ていただきました。

今年で8回目を迎える「上府
イルミネーション」。足場を
組み立てて作業するなど、今
回も皆さんに喜んでもらえる
よう作品作りに気合が入って
います。
点灯式は、12月10日(土)の午

後5時半頃になるそうです。
お楽しみに～！

～各地区まちづくり委員会の活動紹介～

今年もやります！

【上府イルミネーション】

先月の続きです！唐鐘案内人の沖田真治さんと共に唐鐘公民
館やまちづくり推進委員会の活動を担当の方と中継をつない
でご紹介しました。参加者さんからは「地方で暮らすことは
正直マイナスイメージだったけど、自分の住む町のことをす
るって忙しいけど楽しそう」や「自分の住む地域のキーマン
に出会ってみたい」と感想をいただきました。そして打ち合
わせでは事業担当の方から色んな裏話を聞くこともできまし
た。コロナ禍で事業ができなかったときに地域の方から残念
がられたことで、地域から必要とされる事業になったことが
知れた。来年こそは！と話される方や今自分が地域で活動を
するのは先代の方が自分が小さいとからやってくださってい
たからなどたくさんのエピソードを聞くことができ、地域の
魅力は人だと再確認しました。

今回の朝市もお馴染みのお母さん達による
お野菜、お漬物やキムチ、角寿司、おはぎ、
スイートポテト、干し芋、フリーマーケット
や小学生グループShellによるアイシングクッ
キーの販売、マスクさんによる果物やお花の
販売など。
小銭のご用意をお願いします。

【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。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。

12月29日(木)
～１月3日(火)

１０月２０日にLGBTQをテーマに講習会を

行い、参加者と一緒に講師のお話を聞きま

した。LGBTQの象徴「レインボーフラッグ」

の成り立ちの話や、「性別二元論から多様

開催しました

化へ」といったことを詳しく説明していただきました。

地域の方に加え、ろう学校の先生や職場体験中の中学生たちも参加した、

幅広い年齢層多数での意義ある学習の場となりました。

今年のデザインはなんでしょう…？



川柳広場

●下有福町 人 ●大金町 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‼

✿ 一年の 成果を示す 終わりの日 (詠み人：ポパイ)

✿ クリスマス プレゼントまでは いい子だよ (詠み人：アミとくん)

✿ ゲレンデに 落とした恋は 聖夜の日 (詠み人：猫娘)

✿ 瘦せ過ぎの 彼氏がほざく 冬が好き！ (詠み人：猫娘の友人）

次回のお題は…「正月」「とんど焼き」

高等部１年生

【情景写真を撮ろう】

ていただきました。

浜 養

4年生児童と地域の方と

【ふるさと海岸清掃】

魅力は人だと再確認しました。

環境学習の一環で、国府海岸の清掃活動

をしました。地域の方も一緒に流れ着いた

ゴミを拾っていきましたが、今年はプラス

チックのゴミだけでなく流木やロープ、網、

ブイなどのゴミも多くみられました。

令和4年度

浜田養護学校 サポーター講座

浜田養護学校では、高校生以上の方対象に障が
いについて一緒に学ぶ講座を開催しています。
今回はグループホームを運営している施設の見学

と、併設されたカフェで昼食をいただきます。申込
み・詳しいことは浜田養護学校へご連絡ください。

第5回 『施設見学

～コパンズカフェ～』

〇12月8日(木)

9:45 受付

10:00  学校発(バスに乗車)

10:15 コパンズカフェ着

10:30  グループホーム見学

11:30 昼食(実費になります)

施設見学・諸連絡

13:30 学校着・解散

【申込み・問合せ】 (担当： 岸，池田)

浜田養護学校HP またはお電話で

お申し込みください。 ☎0855-28-2200

国府小
～国府小学校

児童の作品～

地域の方に情景写真の撮り方を教

えていただきました。１日目は写真

を見せてもらいながらポイントを教

えてもらい、その後アドバイスを頂

きながら校内で撮影を行いました。

２日目は校外で撮影！天気も良く、

素敵な写真を撮影することができま

した。生徒たちは一眼レフカメラを

使わせてもらい、緊張しながら撮影

を行ったり、歩きながら撮影スポッ

トを探したり、余暇を楽しむいい

きっかけになったかと思います。

参考：日本文化研究ブログ・くらしの歳時記

お し ら せ

11月も残り数日。夜間の冷え込みも厳しく、皆さんのお家でも暖房器具が活躍しているで

しょう。11月の行事を調べていて「こたつ開き」を知りました。

こたつ開きは、この日にこたつに火を入れる（暖房器具の使い始める）と火災が起きないとい

う験を担いだ習慣で、今年は11月6日がその日に当たりました。

こたつ開きは亥の月亥の日とされており、これは亥(いのしし)が火伏せの神の

神使であり、また五行思想で亥は水に当てはまることから、火難を逃れる

意味が込められています。現在ではこたつを使わない家もあるようですが、

熱源が木炭や炭団だった頃には火事や一酸化炭素中毒の危険性を孕んで

いたため、こたつ開きは大切な行事だったのでしょう。

今年も浜田ろう学校では、カン

ボジアの地雷撤去の活動を支援す

る団体に書き損じハガキを集め寄

付します。未郵送のものであれば

数年前のハガキでもOKです。

２月中旬までまちづくりセンター

ロビーに回収BOXを設置していま

すので、ご協力お願いいたします。

～

浜田養護学校高等部１年生が清掃活動

を行います。お時間のある方は一緒に活

動していただけると嬉しいです

★12月7日(火) 11:10～12:10

集合：国府海岸駐車場

(唐鐘漁港横)

↑
1
年
生
の
作
品

↓
2
年
生
の
作
品

←  一眼レフカメラをお借り

してゆうひパーク浜田から

漁港を撮影

写真の撮り方のポイントを真剣に聞

く生徒たち。見せていただいた写真に

も興味津々。→


