第 155 号
平成 29 年 9 月 20 日

ゼリーが流れて
来ないかなぁ・・・

平成２５年から始まった沢谷公民館での広島
市己斐地区と美郷の子供交流。今年も８月２２日

なった箸など世界に一つしかないマイ箸が出来
上がりました。

に己斐地区と美郷町の子供たち３５名が竹細工

そのあと昼食は、楽しみにしていたソーメン流

や流しソーメン、川遊びなどで沢谷の夏を満喫し

し。１０メートルの樋が２本並べられ、両サイド

ました。

に子供たちが並びます。そばの花の皆さんが準備

己斐地区とは旧邑智町時代の昭和６３年から

したソーメンが勢いよく流れはじめると、子供た

交流を継続しており、今年で３１年目。２２日の

ちは我先に掬って食べ始めました。口いっぱいに

午前１１時にバスで交流センターに子供たちが

して食べる子や一番下に座ってゆっくりマイペ

到着。そのあと体育館に移動して班に分かれて竹

ースで食べる子、それぞれのスタイルでおなか一

細工に挑戦しました。

杯にいただきました。途中でトマトやゼリーなど
も流れ、またキュウリスティックや柿の葉で巻い
たおにぎりもあり大はしゃぎで食べていました。
しっかり取れよーっ！

竹細工は事前に役員が準備しておいた竹を使
ってお椀と箸づくりを体験。スタッフに教わりな
がら竹を小刀で削って上手にお箸を完成させま
した。右と左の長さの違う箸や、削りすぎて細く
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ものの水はきれいで、岩の上に上がって渕に飛び

込む子供や、水を掛け合う子供たち。それぞれ沢
谷の自然の中で思い切り楽しんでいました。

参加した子供たちは「ソーメン流しでトマトな
どが流れておいしかった。」
「川遊びは水がきれい

で魚も見つけた。」など笑顔で夏の思い出を語っ
ていました。

１０月末に毎年開催されている「己斐公民館祭
り」へ今年も参加する計画で、子供交
まれ、午後は予定通り川遊び。九日市の「君が淵」

て、新たな交流の輪が広がりことを
に移動して川遊びをしました。水量は少なかった

期待しています。

動しました。

分ほどで産

は、開催日時を変更し、８月 日 水( )
午前９時に交流センターに集合し、

今月の「楽しい野菜づくり」教室

広 さ と並 行し て

さ に ビッ クリ ！

直 市 に到 着。 店

産直市巡り
安芸高田市に行ってきました

安芸高田市の産直市へ、野菜作りの

地元で採れた

内 に 入る と、 広

参考にしてもらおうと視察に出かけ
昨年度は郡内の産直市巡りでした

て お り、その 野

が 沢 山陳 列さ れ

色 々 な新 鮮野 菜

が、今回は少し足を伸ばし、皆さん

菜がどんな料理に適しているかなど

ました。

が余り行かれたことがない産直市に

が書かれた張り紙などを見ながら、

ってあり、帰りの車内で、保存方法

市のみイモ類に日除けのカバーが覆

広々とした店内でしたが、この産直

最後は八千代産直市。こちらも

熱心に見学されていました。

出かけ勉強していただきました。
まず最初は、
道の駅「北の関
時

宿 安芸高田」。
到着時間が

過ぎだったの

がよい市場だったと説明を受け、産

今月のトピックス

☆みどりの風(６面)

☆敬老祝い品贈呈(３面)

で、朝採れ野菜

八千代産直市

２０

直市巡りは終了しました。

☆沢谷公民館からお知らせ(５面)

☆感謝を込めて作りました『敬老弁当』(３面)
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☆今月の地域おこし協力隊(５面)

☆産直市巡り 安芸高田市に行ってきました(２面)

☆行事予定(６面)

☆選べる夏のワークショップ開催(４面)

☆沢谷地域連合自治会からお知らせ(６面)

☆防災学習会開催(３面)

がどっさり！参
加された皆さん
は、同行された
ＪＡの上田さん

時

に野菜について色々質問しながら、
熱心に見学されていました。
ちょっと早い時間でしたが、

休憩も兼ねて１時間ほどゆっくりし

が経営している「ささき亭」で昼食。

から社会福祉法人「ひとは福祉会」

１１

☆ひまわり収穫作業完了(４面)

☆子供たちが沢谷川で夏を満喫(１面)

３０

た後、
「ふれあいたかた産直市」に移

ふれあいたかた産直市

１０

流を縁に今年はより多くの方が出品し
天気も心配していましたが、どうにか晴天に恵

感謝を込めて 作りま した『敬老弁 当』

防災学習会開催
今年度から沢 谷連合自 治会独自の取 り組み

で薪を燃料に炊かれました。慎重な火加減調整

谷で収穫された米と水を使用し、懐かしい羽釜

渡って続く炊き込みご飯。当日は、早朝から酒

弁当のメニューは、平成４年から四半世紀に

善されている点

く伝わるよう改

方にわかりやす

なるべく住民の

どからの情報が、

われるというニュースを耳にします。災害は、

どこで・誰が・いつ遭遇するかわかりません。

そして、遭遇した時、自然の前で人の力の限界

を感じるものです。災害から命を守るためには

各種の情報入手により、早めの避難行動をとる

毎 年 実施 して いる 事業で 、 地域 内の

歳（傘寿）６名、

名、あわせて

られました。

わせて受け取ってお

します。」と両手を合

「地域の皆様に感謝

さん（１０３歳）は、

れた石原の牛尾岩義

祝い品を受け取ら

た。

各家庭に配られまし

歳 （喜

歳以上（米

名の方々に贈られまし

祝い品は「ドリンクとふりかけのセット」で
地区社協の役員から

た。

く。）

寿は町社協から祝い品が贈られているため除

寿）９名、

７７

酒谷の酒栄会（山下 学会長）では、９月３
として始めた「地域防災力アップ事業」。

により炊き上が

など学びました。

８５

日（日）に地域の高齢者に感謝の意を込めて「敬

第１弾として、新たに各自治会から選任され

ことを心がけましょう！

敬老の日を前に沢谷地区社会福祉協議会（牛

敬老祝い品贈呈

象官を講師に迎え、大雨になるときの天気パタ

尾輝夫会長）から沢谷地域の高齢者に敬老祝い

った湯気の立ち

最近、全国各地

７５

老弁当」作りが行なわれました。

日（木）

た防災委員と各自治会長、消防団の役員の皆さ
んを対象にした防災講演会を、９月
名の出席のもと開催しました。

ーンや、集中豪雨のメカニズムなどみっちり２

上るご飯を折箱

で大雨による災

これは地区社協が「ふれあい学級」とともに

品が贈られました。

に詰め、感謝の手

害で尊い命が奪

８０

また、命や財産を守るための情報の種類や、イ

時間、専門的な情報も含めお話を聞きました。

松江地方気象 台の土砂 災害の専門で ある気

１４

ンターネットなどを使って入手する気象台な

紙を添えて配ら
れました。受け取
った地域の皆様
は、少し早い敬老
祝いに目を細め
て受け取ってお
られました。

６０
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１５

８月２３日(水)午前１０時より、第４回チャレンジ教室を
開催しました。今回は、千原の梅木 麻矢子さんを講師に迎
え『選べる夏のワークショップ』と題しまして、サンキャ
ッチャー、レジン、ガラス細工、この３つから作ってみた
いモノを１つ選び、チャレンジしていただきました。
サンキャッチャー３名、レジン４名、ガラス細工３名に
分かれ作業開始。レジンとガラス細工の作業は、さほど時
間がかかっていないようでしたが、サンキャッチャーが細
かい作業のためか最後まで作業されており、講師の梅木さ

レジン作り

んに肩を揉んでもらいながら作業されている方もいらっし
ゃいました（笑）
。
全体的には、作業自体はスムーズに進み、世界に一つし
かない素晴らしい作品が出来上がっていました。

サンキャッチャー作り

今回参加された皆さん

ガラス細工でネクタイピン

9 月 9 日(土)、地域振興部でひまわりの種の収穫を行いました。午前 8 時半に中原さん宅前に集
合して、50a を 12 名で収穫作業スタート！12 時過ぎまで作業を行いました。ノコ鎌等でひまわ
りの額を収穫し、運搬車に入れ軽トラまで運び、そのひまわりを片山育苗センターのビニールハウス
に運んで重ならないように並べ、乾燥させます。
ビニールハウスの中は、まるでひまわりの絨毯と言わんばかりに沢山並べ、作業は終了しました。
今年のひまわりは、去年に比べて小ぶりの花が多かったですが、その中に種はびっしりと詰まってい
ました。
今年の作業は、昨年より５日早かったのですが、結構
熟れていて連日鳥の襲撃をうけていたのでこの日に収
穫となりました。
ひまわりの湿気やカビ防止の為、ここから数日に１回
のペースでひまわりを裏表に返す作業が始まります。乾
燥が終わると、唐箕立てと選別を行い種だけにします。
今年は沢山の油を取れることを祈り、新たな製品化や販
路等を拡大していきたいと思います。(協力隊/山本)
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この夏の協力隊の主な活動は、
「夏の野菜どっさ

を運ぶ際には両肩に乗せて運びますが、竹のバラン

りセット」の発送、己斐子供交流の準備等のスタッ

スを取るのが難しかったですが、無事に交流センタ

フ、
「地あぶらプロジェクト」の取り組み、この 3

ーまで運べました。そこから沢谷が賑やかな夏にな

つを行いました。

りました。

1 つ目の「夏の野菜どっさりセット」については、

3 つ目は、製品化になりイベント等で「ひまわり

４５セットの注文があり、8 月 4 日に箱詰め作業を

油」を少しずつ販売等もしている「地あぶらプロジ

行い全国へ発送しました。
去年に比べては若干少な

ェクト」の取り組みも行ってきました。ひまわりの

かったですが一昨年に比べると多くなっているの

種を播種し、8 月の半ばになると満開を迎え三江線

で来年は今年以上に注文数を増える事を願ってい

をバックにコラボ写真を撮られる方も多くみられ

ます。

ました。また、夕方のニュース番組にひまわり畑と
三江線の映像が映りました。この風景も最後となり
寂しく思いますが、ひまわりや菜の花でこれからも
沢谷を明るくしていきます。(協力隊/山本)

2 つ目は今年で 31 年目を迎えた広島市西区の己
斐地区との「己斐子供交流」の準備と当日のスタッ
フに携わりました。
当日のそうめん流しに使う竹を
伐りそこから器や箸の形に加工を手伝いました。竹
を

＝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。平成２８年度優秀賞作品。

～ 人の見る景色 ～

私の見る景色と他の人が見る景色は

きっと違っている

互いに違う景色を見ながら、

過ごしている

だから

自分の思ったことばかりを押しつけたら

すれ違ってしまう

考えてみよう

目の不自由な人

･･･

手足が不自由な人

子ども、大人

その人から見える景色はどんなだろう

だれも何一つ不自由なく

生活できるわけじゃない

きっと、何一つ不自由なく

生活できる人なんていない

だから

支え合って生きていこう

私にできることはないかな

みんながそう考えるようになったら

もっと素敵な世界になる

もっと笑顔で溢れる

そんな世界にしていこう

※１０月１９日（木）２０日（金）の２日間は、中国・四国地区公民館研究大会に参加するため、
休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
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＝沢谷交流センター清掃作業について＝
１０月１日（日）午前７時より、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３区・４区となっております。地区民体育大会前の作業となりますので、お忙しいとは思います
が、よろしくお願いします。キレイなグラウンドで、健康づくりに励みましょう！！

＝沢谷地区民体育大会開催について＝
１０月８日（日）午前９時より、沢谷交流センターグラウンドにて
開催いたします。詳しい内容は、別紙チラシにて確認お願いします。
多くの方の参加をお待ちしております。

奈 良 少 年 刑 務 所の 更 正教 育 か

ら 生 ま れた 作品 を 編集し た 詩集

の 中 か らい くつ か の詩を 紹 介し

ま す 。 閉ざ され た 心の扉 を 少し

だ け 開 いて 書か れ た言葉 、 心の

声に耳を傾けてみてください。

言 葉

言葉は 人と人をつなぐ
ひと言だけで 明るくなり
ひと言だけで 暗くなる
言葉は魔法
正しく使えば
たがいに楽しいし 気持ち
がいいけど
間違えば
自分も相手も傷ついて 悲
しくなる
言葉はむずかしい
けれど 毎日使うもの
大切に使って
言葉ともっと なかよくな
りたい

編

『(空が青いから白をえらんだの
です』奈良少年刑務所詩集

寮 美千子

長崎出版 株
( よ)り）

○行事予定（9/21～10/20）
行 事

日

時

場 所

食改再研修

9/21(木) 9:00～13:30

調理室・和室

健康道場

9/21(木) 10/19(木) 19:30～21:00

和室

子育て支援センター

9/22(金) 9:00～12:00

和室

チャレンジ教室

9/27(水) 10:00～（約 2 時間）

交流ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

マットサイエンス

9/28(木) 19:30～

和室

ﾆｺﾆｺ健康教室(介護予防教室)

9/29(金) 10/13(金) 14:00～15:30

多目的室

交流ｾﾝﾀｰ環境整備作業

10/1(日) 7:00～（3・4 区）

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

四季を楽しむウォーキング

10/1(日) 12:30～（後日連絡）

現地集合

青ﾊﾟﾄ一斉ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

10/1(日) 18:00～

交流ｾﾝﾀｰ広場集合

乳がん検診

10/4(水) 9:30～14:00

交流ｾﾝﾀｰ広場

よくばりフィットネス

10/4(水) 10/11(水) 20:00～21:00

体育館

沢谷地区民体育大会

10/8(日) 9:00～（別紙チラシ詳細）

交流ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ふれあい学級

10/15(日) 10:00～（別紙チラシ詳細）

体育館

そばの花

10/17(火) 19:00～

調理室

楽しい野菜づくり

10/18(水) （詳細後日連絡）

交流ｾﾝﾀｰ集合

〒699-4712 美郷町九日市 118 番地 沢谷公民館発行 TEL：75-1920 FAX：76-0022
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