第 153 号
平成 29 年 7 月 20 日

夏恒例のイベント「七夕映画会」を 7 月 8 日（土）
午前 11 時から沢谷公民館で開催しました。天気予

あげないよ～っ！

報は朝から雨マークで心配しましたが、イベント中
は降らずに集まった子供たちは短冊に願い事を書
いて笹竹に飾っていきました。短冊には、水泳のオ
リンピック選手になることや剣道の優勝、また家族
が元気で暮らせますようになど個性あふれる願い
事が書かれていました。
願いは何て書こう
かぁ～？

飾り付けに続いて「まき餅」と「ピザ」を作りま
した。今年から始めたピザは、手のひらサイズの生
地にウィンナ、ピーマン、トマトなど自分独自のト

た食事を、子供たちは大人が予想していた以上に喜

ッピングをして焼き上げ、「まき餅」と一緒にみん

んで食べてくれました。

なでいただきました。伝統食と洋食がセットになっ
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食事のあとは、いよいよ映画会！今年の映画は、

「ズートピア」。多種多様な動物たちで構成された

社会を舞台に、人種問題や偏見などによる危険性を
描いたアニメ映画で、２時間近い
映画でしたがみんな熱心に最後
まで見ていました。

蒸し暑い日でしたが、手伝
っていただいたボランティ

アの皆さん、そして保護者

の皆さん、ありがとうござい

ました。

西の原古道、五反田古道、境木周辺の

所も草がかなり茂って高く伸びて入

四か所に分かれて作業を開始。どの場

６月７日に梅雨入りしたばかりで

り、作業は大変でしたが約１時間半で

きれいになりました銀山街道

日

し たが、 その 合間を ぬって６月

何とか終了。どの古道も見違えるほど

沢谷地域の財産である銀山街道。皆

おもてなしができました。

きれいになり、銀山街道を歩く人への

（日）沢谷地内の銀山街道の草刈り作
業を行いました。
今年は石見銀山が世界遺産に登録

さんも、その昔牛馬が銀を積んで旅し

周年にあたり、大田

市では様々な記念イベントが計画さ

た時代に思いを巡らせてみません

されてちょうど
れています。またそれに合わせて美郷

か！

名 の方が草刈り機をも

られ、通行人、乗客の皆さんの目を楽

ンターに植えられた花で華やかに飾

今年も沢谷駅ホームと周辺が、プラ

華やかな沢谷駅へと変身！

町でもやなしお道と酒谷の森原古道
が国の史跡に指定されるように準備
が進んでいるようです。
分には

こうした状況に呼応して当日朝７
時

って交流センターに集合。鈩谷古道と

しませてくれています。

今年度で廃線となってしまう三江

線ですが、『たんぽぽクラブ』の皆さ

今月のトピックス
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☆行事予定(４面)

☆華やかな沢谷駅へと変身！(３面)

んが今年も飾って下さいました。

☆公開講演会開催(３面)

ちょっと足を止め、華やかに咲いた
花を楽しんでみて下さい。

☆今月の地域おこし協力隊(３面)

☆沢谷公民館からお知らせ(４面)

☆きれいになりました銀山街道(２面)

１４

☆沢谷地域連合自治会からお知らせ(４面)

☆第７回七夕映画会開催(１面)

２４

１０

３０

６月 日 水( 午)前 時より、第３回チ
ャレンジ教室を開催しました。

名の方が参加され、

今回は、多くの方に学習していただこう

と公開講演会にし、

『防災の心構えを学ぶ』と題しまして、消

防邑智出張所の担当職員の方を迎え、お話

ししていただきました。

まずは、スクリーンを使用し、災害とは

ど ん な モ ノ があ る か を写 真 を 見 な がら 説

明を聞き、その災害を未然に防ぐ方法、取

組み、その災害時の自助、共助の行動につ

いて説明していただきました。

説明のあとは、防災についてのＤＶＤ鑑

賞、当日消防の方から配られた資料説明を

聞き質問タイムへ。古い消火器の処分方法

などの質問が上がり、約１時間半で公開講

演会は終了しました。

終了後に

取ったアン

ケートには、

「早速、避難

袋の点検を

したいと思

う」「助け合

って行くこ

との大切さ

を知った」な

どの意見が

ありました。

２３

２８

１０

先月の 17 日に 50a の広さの圃場にひまわりの種を播き、圃場を観察していると小さな芽が顔をのぞ
かせており、満開になるのが待ち遠しくなりました。8 月の中旬になると一面にひまわりが広がり綺
麗に咲き誇ります。三江線が来年の 3 月いっぱいで廃線となるため、三江線とひまわりの風景をしっ
かりと目に焼き付けておこうと思います。
「地あぶらプロジェクト」にて、今年もひまわりを収穫し、搾油をしていこうと考えております。
去年は、ひまわり畑の約 3 分の１のひまわりを刈り採ったため 100 キロちょっとの収穫でした。今年
は全体の圃場を刈る予定なので、300 キロ程の種を収穫予定。搾油率も上げていきたいと思います。
さて、今年も「夏の野菜どっさりセット」の発送を行います。今年はあまり雨が降らず、野菜の出
来がよくないとのことで、出荷していただけるお宅がなかなか見つからないのですが、沢谷の美味し
い野菜を食べていただきたいという思いで、日々沢谷地域内を軽トラで駆け巡っています！７月いっ
ぱい地域内を回る予定ですが「この野菜なら、うちから出せるよ～」っ
て言われる方、ぜひ発送先の皆様に沢谷の美味しい野菜を食べていただ
くために、沢谷交流センターまで連絡お願いします。集まっている野菜
によってはお断りする場合もあるかもしれませんが、ご協力お願いしま
す。
これから本格的な夏を向かえます。お身体には十分にお気を付け、水
分をしっかり取るようにし、夏本番に備えましょう。(協力隊/山本)

年栃木県

歳を過ぎてから詩作を

始められた明治

生まれの柴田トヨさん、その

詩にはやさしさ、おもいや

り、気づき、命の大切さなど

の思いを感性豊かに表現さ

れています 。

さびしくなったら

さびしくなった時
戸の隙間から
入る陽射しを
手にすくって
何度も顔に
あててみるの

そのぬくもりは
母のぬくもり

おっかさん
がんばるからね
呟きながら
私は立ちあがる

『(くじけないで』柴田トヨ
株( 飛)鳥新社より）

- 3 -

４４

９０

＝沢谷交流センター清掃作業について＝
８月６日(日)午前７時００分から、交流センター周辺の草刈り清掃作業を行います。今回の担当地区は、１区・２区
となっております。暑い中での作業となりますが、よろしくお願いします。

＝沢谷交流センター休館について＝
７月２６日(水)公民館講座『チャレンジ教室』で三次方面に『施設見学』に出かけるため、交流センターを一日
休館します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

＝高校世代「人権の詩（うた）」＝
島根県が身近にある人権や命の大切さを表現した詩を高校生世代の方に募集し、審査により入選
となった作品を掲載します。今月は、平成 27 年度第 3 回優秀賞作品です。

～ 一人一人の大切な命 ～
大きな一つの地球に
たくさんの人が住んでいる

一つ一つの違う顔
一人一人の違う心
それはみんなの大切な命

あなたはあなた 私は私
一人一人違うことが
楽しい 嬉しい 誇らしい

あの人は ･･･
て
この人は ･･･
て
勝手に決めつけないで
あの人は ･･･
て
この人は ･･･
て
勝手に誰かと話さないで

あなたはあなた 私は私
一人一人認め合うことが
楽しい 嬉しい 誇らしい

一人一人の違う考え
みんなで一緒に考えてみよう
一歩一歩 歩み寄ったら
そこに素敵な仲間ができた

一人一人の違う思い
みんなお互い思いやってみよう
一言一言 声をかけたら
そこに大好きな友ができた

丸い一つの地球に
たくさんの人が住んでいる

一人一人の大切な命が輝いている
私の命 あなたの命
大切な命を輝かせて

○行事予定（7/21～8/20）
行

事

日

時

場

チャレンジ教室

7/26(水)

よくばりフィットネス

7/26(水) 8/9(水)

マットサイエンス

7/27(木)

ﾆｺﾆｺ健康教室(介護予防教室)

7/28(金) 8/18(金)

第２回ふれあいｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

7/30(日)

お元気サロン

8/1(火)

10:00～(対象１区･４区)

交流ｾﾝﾀｰ

青ﾊﾟﾄ一斉ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

8/1(火)

19:00～

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

交流センター清掃作業

8/6(日)

7:00～(1 区･2 区)

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

シャワークライミング 2017(沢登り)

8:30～17:00

所

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

20:00～21:00

19:30～

体育館
和室

14:00～15:30

8:00～

8/6(日) 8/11(祝･金) 8/20(日)
(美郷町観光協会 HP 詳細)

多目的室 or 和室
交流ｾﾝﾀｰグラウンド

9:30～

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

四季を楽しむウォーキング

8/10(木)

9:00～(詳細後日連絡)

現地集合

健康道場

8/17(木)

19:30～21:00

体育館
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