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みすみっ子 Night☆ 

井野におばけがやってくる！ 
今年の夏、６まちづくりセンターが共同して 

一夜限りのお化け屋敷を開催します。 

  日時：8月２０日（土）17時～20時 
  会場：井野まちづくりセンター（入場無料） 

  対象：中学生以下の子どもさん（保護者同伴） 

ドキドキ！わくわく!!ちょっと怖いけど、きっと楽しい！ 

  参加希望の方は、学校等から持ち帰ったチラシの 

二次元コードからアクセスしてお申し込みください。 

【問合せ】白砂まちづくりセンター 32-1288 

 

地域学習支援事業『マナビィみすみ』 

三隅中学校の生徒を対象に、定期テ

スト前の期間に、自学自習の場所を

提供し、放課後学習を支援します。 

 場 所：三隅図書館他 

 参加費：無料 

※開催日等、中学生への案内は学校を通じて

チラシをお配りしています。 

白砂まちセンも応援しています！ 

はまだっ子共育推進事業 地域ぐるみで子どもを育み、子どもも大人も そして地域も高まりあおう！ 

三隅地域まちづくりセンター連絡会 連携事業 

6月 11日（土）ふるさとへの愛着を育む事業として、吉浦の梅の収穫体験をしました。吉浦集落には

約 40年前に地域の方が植えた梅の木が 30本程あり、毎年きれいな花と沢山の実を付けます。この日は

小雨模様でしたが、たくさんの梅の実を前に小雨なんてなんのその。親子 26人で 35kgの梅を 

収穫しました。山岡千代美さん（吉浦）にレシピを紹介していただき、おうちに持ち帰った梅 

が、どう調理されたのか楽しみです。（山岡さんに作って頂いたレシピ集はセンターにあります） 



  

 

ふれあいしらすな７月号（2） 

5/21(土)白砂地域福祉推進協議会の総会と、浜田市社会福

祉協議会による福祉委員研修が行われました。 

今年度は第 3次小地域福祉推進計画に添って、まちづくり委

員会と共同しサロンを開催します。フレイル（虚弱）予防の為

に出掛ける居場所をつくり、ゆるやかなつながりが心と体の健

康になるように、気軽に参加できるサロンを目指します。 

サロンについてご意見や、ご希望があれば白砂まちづくりセン

ターにお寄せ下さい。 

 

6/19(日)白砂まちづくりセンター清掃が行われました。今年度は東平原

上・東平原下集落の皆さんにお世話になりました。センターまわりがきれい

になり気持ちよくなりました。早朝より、暑い中ありがとうございました。 

    おしらせ 
白砂まちづくり委員会で、ブロアーと電動
トリマーを購入しました！まちづくりセン
ター清掃の日も大活躍でした。地域活動、
ボランティア活動などの際には貸し出しま
すので、ぜひご利用ください！ 

6/5(日)浜田市総合防災訓練が行われ、東平原上自

主防災会組織、吉浦自主防災会、今浦自主防災会が

参加しました。有事における連絡体制等の訓練を

行い、地域の防災意識の向上につながりました。 

 

日 時：７月２１日(木) １０：００～１１：3０ 

場 所：白砂まちづくりセンター 

持ち物：動きやすい服装でお越しください 

笑顔と元気を忘れずに☆ 

指 導：垰畑早苗さん（東平原下） 

内 容：簡単な体操、塗り絵やスクラッチアート、ちょっこし茶話会 

＊詳しくは、各戸配布のチラシをご覧ください＊ 

主催：白砂まちづくり委員会 共催：白砂地域福祉推進協議会 

 

一緒にすっきり、

楽しい時間を 

過ごしましょう！ 

どなたでも 

参加できます！ 

お誘い合わせて 

おいで下さい。 

グラウンド周りの桜に枯枝が

多くあり強風時に危険なため、

三隅支所防災自治課に依頼し

伐採して頂きました。 



 

 

 

  

ふれあいしらすな 7月号（3） 

浜田郷土資料館見学会 
 

日 時：7月 26日（火）9時～12時頃 

集 合：9時 白砂まちづくりセンター  

 参加費：無料  申込：7月 20日（水） 

建物の老朽化が課題とされている郷土資料館

の現状を知ってもらうための見学会を、浜田市

教育委員会文化スポーツ課が企画しました。 

興味・関心のある方はご参加下さい。 

          （バスで移動します） 

５/１４(土)地域資源活用班、６/４(土)地域課題解決班が

それぞれ開かれました。 

今年度の活動について、地域資源活用班では地域資源を 

「平原の西条柿」「吉浦の梅」「ゆうひパークみすみ」 

とし、それぞれと連携、活用していくことが検討されました。 

地域課題解決班では、「あいのりタクシー事業」の活用につ

いて話し合われました。白砂全体での取り組みをスタートす

るのではなく、一つずつ取り組んでいこうということで、一

部集落での試験運行から始めることとなりました。対象の

方々には、後日改めてアンケートをお配りしますので、ご協

力をお願いいたします。 

６/１８(土)保健衛生事業として、保健委員会の皆

さんが今年もホウ酸団子を作ってくださいました。

各集落の常会などで各家庭へ配布されました。 

空の卵パックなどに絞り出して置いておくと良く効

くとのこと。ぜひご活用ください！ 

６/２１(火)東平原下集落常会で法令講習が開催されました。 

三隅駐在所の青木裕太郎巡査に、交通事故についてや、直近で変更が

あった法令のことなどを講習していただきました。 

青木巡査から「法令は気付かないうちに少しずつ変わっているものも

あるので、こういった機会にぜひ学んで欲しい」とお話がありました。 

みなさんも気を付けましょう！  

地域資源活用班 

地域課題解決班 

三隅中学校 2年生 防災学習 

 『マイタイムラインをつくろう』 

    地域ボランティアさん募集！ 
  日 時：7月 12日（火） 9:00～11:00 

  場 所：三隅まちづくりセンター 

三隅中 2年生が、有事を想定してマイタイムライン

（避難行動計画）を作ります。命を守る行動につい

て、子ども達と一緒に考えてくださる地域の方のボ

ランティアを募集しています。 

参加者募集 

申込・お問合：白砂まちづくりセンター 

4月の総会で上がっていた吉浦海岸の漂着ゴミについて、三隅支所産業建設課より、撤去完了の報告
がありました。ありがとうございました。 



 

 

                             

 
日 曜日 予定 

1 金  

2 土 口腔チェック①・淡交会準備 

3 日 淡交会・グラントワ 

4 月 
三隅小西条柿事前学習 

ナイトヨガ 

5 火  

6 水  

7 木  

8 金 選挙準備のため利用不可 

9 土  

10 日 参議院議員選挙 

11 月  

12 火 三隅中防災学習・AtoZ 

13 水 三隅小摘果体験・水墨画教室 

14 木  

15 金  

16 土  

17 日 グラントワ 

18 月 海の日 ナイトヨガ 

19 火  

20 水 ラブック号 

21 木 すっきりサロン 

22 金  

23 土 
口腔チェック② 

吉浦人権 DVD研修 

24 日 吉浦 AED講習会 

25 月 パーシモンズ B 

26 火 
浜田郷土資料館見学会 

今浦人権 DVD研修 

27 水 水墨画教室 

28 木  

29 金  

30 土 
口腔チェック③  

読書感想文講座 

31 日 白砂っこ俱楽部 

       
梅狩り体験で採った梅を、梅酒と梅シロップ
にしてみました。今まではいただくばかりだ
ったので初めて仕込みましたが、ヘタをほじ
る作業が無心になれて楽しかったです(*^-^*)
出来上がりが待ち遠しいです。  （田城） 

FBも更新中❣ 

ふれあいしらすな 7月号（4） 

 今年度の口腔チェックが７月から始まります。 

政府の「骨太の方針」に「国民皆歯科検診」の導入

が検討されており、国を挙げて「お口の健康を保と

う！」という動きが見られます。口腔チェックと健

口体操で、健康寿命の延伸を目指しましょう！ 
 

口腔チェック日程 7月 2日（土） 

           ２３日（土） 

           ３０日（土） 

         8月 6日（土） 
 

時 間：いずれも 午後 13時から 

場 所：白砂まちづくりセンター 

 

受診対象の方には、集落から検査時間の予定表をお

配りしています。変更等あれば必ずまちづくりセン

ターまで連絡をお願いします。 

梅雨のこの時期、湿度が上がり気圧や気温の変化が大き

くなることで、内臓機能や自律神経の働きが低下したり、体

の抵抗力が弱くなったりしやすくなります。 

細菌感染症のひとつであるレジオネラ症は、細菌を吸い込

むことで感染し、呼吸困難や肺炎に進行するおそれがあり、

湿度の高い梅雨時期に患者数が多くなる傾向があります。 

レジオネラ属菌は湿度の高い環境で爆発的に増殖するた

め、循環式浴槽や超音波加湿器・水道の蛇口やシャワーヘッ

ド・車のエアフィルターなど、水がたまりやすく湿度が高く

なる環境は特に注意が必要です。 

汚れやぬめりを落とし、レジオネラ属菌が増殖しやすい環

境をなくすことが大切です。 

水回りの掃除や定期的なお手入れをするなど、身の回り

の清潔や住環境を整えることも、元気な身体づくりのため

に大事なことですね。 

梅雨時期を上手に乗り切って、楽しい夏を迎えましょう。 

（コミナス：本多瑠美子） 

【梅雨を元気に乗りきろう！】 

5月に開催した健康ウォーキングと体力測定に参
加された皆さんに「反射材タスキ」と「歩数計」を
参加賞として配布しました。浜田市で行っている
「はまチャレ」では、歩いた歩数に応じてポイント
が加算され、抽選で浜田市商品券が当たります。 
この機会にぜひご参加いただき、健康づくりに 

お役立てください！ 

 

 

白砂地区内のおすすめウォーキングコー

スにシールを貼って投票しましょう！ 

7月末までセンターに掲示中です!! 

 


