
ハッピーエアロ 絵手紙なかま

ダンススポーツ 子ども読書

壮真会

ふれあいピンポン ふくっぴーサロン 琴扇芳の会 ポールEX ハッピーエアロ 壮真会

フレンド 国府民協 GBクラブ 楽書会､宝生会 つくしんぼの会

３B国府 ナニカイ国府 なでしこ教室 ダンススポーツ

卓球教室 吟友会 千畳支部 琴扇芳の会

夕凪会､MD会 イルソーレ ダンススポーツ

吟友会剣詩舞 ふれあいピンポン フレンド アカモク隊 GBクラブ ハッピーエアロ お琴尺八教室

しおざいHAMADA ３B国府 童懐会 ナニカイ国府 なでしこ教室

胡悠 卓球教室 ひまわり 吟友会 千畳支部 琴扇芳の会

しゅわーる 夕凪会 イルソーレ ダンススポーツ

MD会

ふれあいピンポン フレンド ポールEX 味噌作り 壮真会

しおざいHAMADA 生け花教室 ナニカイ国府 ハッピーエアロ つくしんぼの会

３B国府 イルソーレ 楽書会､宝生会 ダンススポーツ

卓球教室 なでしこ教室

夕凪会､MD会 ダンススポーツ

吟友会剣詩舞 お琴尺八教室 フレンド
ふれあいピンポン ３B国府
しゅわーる 卓球教室
胡悠 MD会
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1月 第 21 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 1,357人(-1)    ●国分町唐鐘 1,683人(+5)         ●国分町国分 360人(±0)  
●久代町 257人(±0) ●下府町 1,427人 (+4) ●宇野町 255人 (±0)
●下有福町 180人(±0)●大金町 103人 (±0)

◆国府地区人口◆（11月末） 世帯数 2,668世帯（+6） 人口合計 5,622人(+5）
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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12月23日現在のものです。

Vol.21

出店者 大募集
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～各地区まちづくり委員会の活動紹介～

【冬を彩るイルミネーション】

12月でこくふ朝市が２周年を迎えました。これまで地域
の方が主役となり、交流を目的として開催をしてまいりま
した。出店される方々にはご苦労をおかけしたことも多々
ありますが、楽しんで出店してくださっているおかげで地
域の方々に必要とされる朝市となったことに大変感謝して
おります。最近では子育て世代の方も来てくださるように
なり、出店者さんとの掛け合いが朝市の活気となっている
ように思います。

２月６日(月) ９時～1５時

確定申告等出張受付相談会

午前中は大変混雑することもありますの

で、時間の余裕をもってお越しください。

昨年中は大変お世話になりました。

今年もよろしくお願いいたします！

国府まちづくりセンター職員一同

今年も地域の方が飾り付け

たイルミネーションが、国

府の町を明るく照らしてく

れています。

↑
上府保育園下にある
“上府イルミネーション”

下府駅駅舎のイルミ
ネーション →

私がいた大阪では大きな市場があり、「ねえちゃんまいど！」と声をかけてくれるお店の
大将がいて、ついつい足を運んじゃっていたのですが、その関係を地域に住むおかあさんが
されてるのを見て改めて地方の良さを感じましたし、私も将来そんなおかあさんになりたい
思う今日この頃でございます。皆さんよいお年をお迎えください。



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‼

✿ もち焼いて 一年過ごす とんど焼き (詠み人：ポパイ)

✿ お正月 新しいこと やってみよう！ (詠み人：アミとくん)

✿ お年玉 三年越しに 孫の手に (詠み人：砂かけバァバ)

次回のお題… 『節分』『チョコ』

「かたむけるかたち」に挑戦

【いけ花教室】

浜 養高等部3年生

【絵手紙を書こう】

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。
今回は高等部の作業班体験とフレン

ド亭での昼食会です。申込み・詳しい
ことは浜田養護学校へご連絡ください。

【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

昨年度も実施した生け花教室。

今回は剣山にいけていく方法を

教わりました。珊瑚水木の枝を

好きな形にくねらせたり、主

枝・客枝の位置や高さを考えな

がらの作業に、集中して取り組

みました。

お し ら せ

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。
皆さんご存じのとおり一年で最も夜が長い日。

冬至にはかぼちゃを食べ、ゆず湯に入る習わしがあります。これは古代において冬至を一年

の始まりとしているところが多かったことに由来するものです。太陽の力が最も弱まると考

えられていた冬至を境に徐々に日は長く太陽の位置も高くなって行きます。

※参考文献多数のため出典を省略しました

食生活改善推進協議会の方と一緒に仕込み
作業をします。参加お待ちしています。

🌼日 時：1月27日(火)
9:30～12:00

🌼場 所：国府まちづくりセンター
調理室

🌼参加費：1000円(塩・麹代として)

🌼持ち物：煮た大豆(1㎏)
エプロン・三角巾・マスク

保存容器(５Lサイズ)
🌼申込み：☎28-1270

国府まちづくりセンター

🌼定 員：1２人
🌼〆 切：1月20日(金)

定員になり次第〆切

【主催：浜田市食生活改善推進協議会
浜田支部 国府地区】

浜ろう

〇 1月20日(金) 10時～13時

(9:50 受付)

10:10  開講挨拶

各作業班で体験活動

～11:40

12:00 フレンド亭で昼食

(実費500円)

13時頃 交流会後終了

唐高会の新家義仁さんを講師に

お迎えし、絵手紙を書きました。

リンゴや柿・水仙など季節のもの

を題材に、手紙を送りたい人を思

い浮かべながら絵を描き、一言文

章を添えて…。

生徒一人一人に新家先生お手製の

落款が用意され、押し印して完成。

味のある作品に仕上がりました。

国府小学校からのお知らせ＆お願い
小学校から休校や登下校時刻の変更のお知らせなど配信して

いた「国府小安心メール」。この度浜田市全体でのシステム変

更により、新たに「すぐーる」というアプリに登録をし直して

いただくことになります。今まで登録されてた方だけでなく地

域の方にも広く登録していただき、地域全体で子どもたちの見

守りにご協力をお願いいたします。登録の方法など、まちづく

りセンターでご説明いたします。スマホ・携帯を持ってお越し

ください。

※現行のメール配信は～3月末までです。早めに新登録を

お願いいたします。

・休校や下校時刻の変更

・通学路などでの 野生動物

出没情報

・学校から地域の方へ緊急連絡

など

これを「一陽来復」と言い、太陽が生まれ変わって運

気が上昇していく起点とされてきました。

一年の始まりである冬至に「ん」の文字が含まれるも

のを食べると運気が良くなると考えられていたことか

ら、かぼちゃ(なんきん)だけでなく、きんかん(金柑)

ぎんなん(銀杏)れんこん(蓮根)にんじん(人参)など、

縁起の良いとされる食べ物を食べて良運を祈り、冬至

と湯治を掛けたゆず湯に入り無病息災を祈ります。

思う今日この頃でございます。皆さんよいお年をお迎えください。


