
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 予定 

1 水  

2 木  

3 金  

4 土 職員不在 活性化部会 

5 日 職員不在 グラントワ 

6 月 ナイトヨガ 

7 火  

8 水 水墨画教室 

9 木  

10 金  

11 土 わくわく白砂！梅狩り体験 

12 日 職員不在 

13 月  

14 火 AtoZ 

15 水 ラブック号 

16 木  

17 金  

18 土 ホウ酸団子つくり 職員不在 

19 日 
まちづくりセンター清掃 

グラントワ 

20 月  

21 火  

22 水 パーシモンズ B・水墨画教室 

23 木  

24 金  

25 土 職員不在 

26 日 職員不在 

27 月 ナイトヨガ 

28 火  

29 水  

30 木  

      ウォーキング前のラジオ体操。今回

は唐鐘地区で制作された『浜田弁バージョン』で

体操をしました。“よぉ～い、まめなかなぁ”で始

まり“しわけりゃ無理をしんさんなぁ”と励まさ

れ最後に“今日もせいだしんさいよぉ”で終わり

ます。みなさん笑いながら楽しく体操が出来まし

た。実は三日坊主の私が、毎朝のラジオ体操を続

けて 1年になります。ラジオ体操は短い時間で全

身の筋肉をストレッチします。毎日の健康習慣に

ラジオ体操を始めてみませんか？  （吉野） 

  ふれ♡
あい

しらすな 
白砂まちづくりセンター発行 

699-3222 浜田市三隅町折居 883 

0855-32-1288（Fax:0855-32-2517） 

Mail:shirasuna-k@ofc.herecall.jp 

No.1５ 
令和 4年６月号 

行事と利用予定 
FBも更新中❣ 

ふれあいしらすな６月号（4） 

場 所：吉浦梅園  集 合：吉浦集会所 

参加料：１00円（1k 程度お持ち帰り分） 

定 員：15組（ご家族参加、大歓迎） 

申込み：白砂まちづくりセンター 

☆無消毒、無農薬でからだにやさしい吉浦 

の梅で、保存食をつくりませんか？ 

※事前申し込みが必要です 

近年ではここ浜田市でも、毎年のように豪雨被害に見舞

われるようになりました。日本は地震頻発国でもあり、日

ごろの備えや訓練がとても重要だと考えられています。 

普段の地域の見守りあいは地域の元気となり、そのまま災

害時に生きてくるものです。 

周りにどんな人が住んでいて、どんなことに困りそうで

すか？困ったときは誰に助けを求めたらいいでしょう？ 

どうやって命を守りますか？ 

平時には、なかなか意識を向けることが難しく、考える

ことを後回しにしてしまいがちでもあります。 

防災訓練などの機会を上手に活用して、日ごろから十分な

備えをしていけるといいですね。 

              （コミナス本多留美子） 

【災害に備えよう】 

 ５月１７日(火)口腔ケア事業の振り返り＆打ち合
わせ会を行いました。山根先生、青木先生から「むせ、
飲み込みにくさ」について、自覚症状がある方が多い
のが気になる、有効なのは健口体操を続けること！
と教えていただきました。今回お配りした保健委員
会からの『各種検診受診について』の裏面に掲載して
いますので、ぜひご活用ください！ 

日時：６月１９日(日) 
      ７：３０～９：３０ 

持ち物 

・晴天時 草刈り機、手カギ、軍手など 

・雨天時 館内清掃用古タオル、軍手など 
今年度は、東平原上、東平原下集落の方にお世話

になります。よろしくお願いいたします。 

 

 

健康ウォーキング＆体力測定 

＊写真撮影時のみマスクを外しました 

 ５月１５日(日)健康ウォーキング＆体力測定を行いました。センターと東平原上をぐるっと回るコー
スを歩き、戻ってからの体力測定では反射測定棒、開眼片足立ち、握力測定、長座体前屈、InBody を
行いました。参加者さんには後日素敵なプレゼントが届きます！日々の健康づくりにつなげましょう！ 

B＆G海洋センター 山田さん、市民福祉課宇津さん、教育振興部会の皆さん、保健委員さんに当日の
指導、お手伝いをしていただきました。ありがとうございました！ 



 

 
白砂まちづくり委員会 

教育振興部会 安全安心部会 活性化部会 
・集落長   

・行政連絡員 

・人権・同和教育推進委員会 

・地域協議会委員 

・民生児童委員 

・スポーツ指導員・支援員 

・交通安全協会白砂分会 

・浜田市消防団白砂分団 

・白砂地域福祉推進協議会 

・白砂保健委員会 

・青少年健全育成会 

・高齢者クラブ新生会 

・白砂っ子倶楽部  

・東平原上自主防災会 

・行政連絡員 

・集落推薦者 

・白砂ボランティア隊 

・みずすみモリモリ 

生涯学習 

家庭教育支援 各種サークル 

住民サービス 

協働推進 
◆生涯学習・社会教育の          

企画・推進、人材育成 

◆HOOP 
（浜田親子共育応援プログラム） 

◆はまだっ子共育推進事業 

◆ふるさと郷育推進事業 

◆窓口業務       

◆敬老乗車券取扱 

◆各種団体との連携・協働 

◆地域からの要望に応じた 

協働のまちづくりの推進 

◆情報発信、共有の推進 

◆水墨画教室       

◆ヨガ 

◆AtoZ 

◆地域からの要望に 

応じたサークル支援 

白砂まちづくりセンター 

ふれあいしらすな６月号（2） ふれあいしらすな６月号（３） 

白砂まちづくり委員会 

令和 4 年度 事業計画 

令和４年４月２４日（日）白砂まちづくり委員会の総会が開催されました。 

今年度も、まちづくりセンターをはじめ、各種団体と連携・協働しながら、『住んでよかった』

『住みたい』と思われる白砂地域を目指して、みんなで取り組んで、みんなで頑張りましょう！ 

       ※事業計画は感染症拡大の状況により中止・変更の場合があります。 

【教育振興部会】 

農免道路沿い草刈り、ツツジの管理（平原上） 4/２４ ○済  

健康ウオーキング＆体力測定（体育祭代替え）  ５/15 ○済  

ゴーヤ苗配布（グリーンカーテン推進）     ５/15 ○済  

子どもが地域を知る・学ぶ事業 梅狩り体験  ６/１１ 

       〃       柿の収穫体験 10月頃 

地域の資源を生かした人づくり     希望に応じて適宜 

   〃    学校との連携     学校と調整し通年   

まちづくりセンター清掃（東平原上・下）    ６/１９ 

敬老会                    9/18 

ふれあいロード草刈り              １０/１6  

恩返しボランティア（山陰線法面草刈り）    ２/１９ 

人権同和教育 DVD 研修会 吉浦 7/２３ 今浦７/２６ 

人権同和教育研修会           10月中旬  

あいサポート研修           1月～3月頃 

その他 

【安全安心部会】 

春・秋の交通安全運動   春 4月 ○済    秋 9月 

保健委員会                  ５/７ ○済  

地域福祉推進協議会総会            ５/２１○済  

浜田市総合防災訓練 自主防災会参加        ６/5  

保健委員 検診一覧表作成配布        6月初め 

交通安全法令講習（平原下）          ６/２１ 

    〃   （吉浦）           ９/２３ 

ふれあい交流会              秋ごろ開催 

保健委員ホウ酸団子つくり                    ６/１８ 

防災講習会（平原上）              7/２４ 

心肺蘇生・AED 講習（吉浦）          ７/２４   

口腔ケア事業（平原上、今浦の一部）7月～8月（広報通年） 

保健委員会 健康チェック他          ９/１８ 

消火器使用訓練               １１/２６ 

もちつき交流会                  １２/１８  

白砂っ子俱楽部       夏休み事業・クリスマス会 

高齢者クラブ新生会 しめ縄つくり    

HOOP その他    

【活性化部会】 

地域資源の活用 調整会議         ５/１４ ○済  

  

   地域資源活用班 

  資源の洗い出し・課題収集・研修会等 

   地域課題解決班 

  あいのりタクシー事業活用検討 

  有害鳥獣対策検討 

   イベント班 

  地域課題解決につながるイベント等の調査・企画・実施 

 

★白砂ボランティア隊 通年で希望に対処 

地域の皆さん 

各部会の会議議事録は、センターホールに掲示していますのでご覧ください。 

ふれあい交流会 延期のお知らせ 
まちづくり総会資料では 6 月 26 日に予定しておりました、ふ

れあい交流会ですが、感染症拡大状況を鑑み秋ごろに開催を延期し

ます。安全に楽しく、より多くの皆さんが集えるように、秋にご案

内をいたします。  白砂地域福祉推進協議会 会長 垰畑 早苗 


