↓チアダンス 94名

川跡地区の現況（8月31日）
先月比較

第１８０号
2020.10.5
↑和太鼓 10名↓茶道教室 36名
↓銭太鼓

11名

「心豊かな住みよい地域づくり」

実践目標

↑お花教室 5名

キャ ッチフレー ズ

〜花ひらく・夢ひらく・やすらぎのまち〜

世帯数

3,967世帯 (+ 7）

人 口

10,110人 （+ 2）

（男）

4,896人 （− 8）

（女）

5,214人 （+10）

中野町

1,267世帯 3,139人

武志町

800世帯 2,131人

荻杼町

589世帯 1,412人

稲岡町

473世帯 1,182人

高岡町

発行 川跡コミュニティセンター
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年3月から休止していたチャ
レンジくらぶを9月5日から再開しました。新一年生の加入で登録人
数は156名です。みんな半年ぶりの活動に元気いっぱいがんばってま
す！
❤9/19 11年間チアダンスを指導してくださった伊藤葉子先生がご
退任されました。卒業生からの色紙やお手紙、子ども達からのお手紙
やお花の贈り物を受け取り、伊藤先生も感激のお別れ式でした。長い
間子ども達の健全育成にご尽力いただきありがとうございました。

健康スポーツ部
おはようノルディックウオーク
○活動日：毎月第２・４日曜日 7:00〜
○集合場所：川跡コミセン
○対 象：子どもさんから高齢者まで
○内 容：ノルディックポール(貸出有り)を使っ
て１時間程度の距離を歩きます。
☀9月13日(日）
この日は浜山公園を歩きました。５歳の幼稚園児か
ら70歳代まで早朝の清々しい空気を体いっぱいに吸
い込んで楽しくウオーキングしました。

感謝状拝受
新型コロナウイルス感染拡大
の影響で生活に困窮している
学生さんへの地域の皆さんの
支援活動に対し、島根県立大
学理事長様より「川跡地区」
へ感謝状が贈られました。ま
だまだ学生さんの困窮生活は
続いているそうです。一日も
早く普通の生活に戻れること
を願ってやみません。

川跡コミセン公式ブログ

令和2年10月5日発行

検索

随時更新中
いきいきまちづくり部

地区内外の出雲市内はもとより青森県、広島県、岡山県などの4歳から67歳までの幅広い年代から66作
品の応募がありました。特別審査員として川跡地区在住の4名の専門家の
方々を含め12名で5項目の審査基準により厳正な審査を行いました。審査
の結果、山﨑有也さんの作品がキャラクターに決定しました。作品に込め
られた思いとは『古(いにしえ)の時代から川跡の斐伊川に住む、水の精霊
の女の子。川跡の人々を優しく守ってくれている。愛嬌があるのでみんな
に好かれる一方、マナーの悪い人を見ると注意するしっかり者。クシナダ
ヒメに憧れて椿の花で髪を飾るおしゃれさん。彼
最優秀賞(採用作品）
女の宝物、勾玉のネックレスには川跡5地区の絆が
宿る。』です。今後は名前を募集し、地域の皆様
に愛されるシンボルとして町の魅力をＰＲします。
小学生以下の部1位

ほのぼのコラム

一般の部3位

一般の部2位

山﨑有也さん

環境標語入賞作品

︵敬称略︶
北陽小 年生

矢田 友希

︻最優秀賞︼
これからも ゴミのない町
みんなの川跡

︻優秀賞︼

食べのこし なくしていこう ゴミ問題

山根 綾華
マイバッグ 世界を救う 愛バッグ

大谷 莉夢

黒田 鈴華
ゴミ問題 分けて捨てれば いい気持ち

︻優良賞︼

マイバッグ 地球にやさしい だい一歩
長濵 花奏
いりません！今じゃレジで あたり前

園山 陽香
川跡地区 人も自ぜんも ゆたかだな

たくさんのエコキャップを幼稚
園から歩いて持って来てくれま
した。
きちんと元気いっぱいの大きな
声であいさつをしてくれました。
そして花原センター長から、みんなが集め
たエコキャップがどのようにして薬になっ
て、世界中の子ども達の命を守る活動につ
ながっているかを紙芝居風にした説明を聞
きました。真剣に聞き入る子ども達の眼差
しが印象的でした。

嘉本光留さん

環境保全連合会川跡支部では毎年、北陽小学校5
年生全員に環境標語を作っていただき、地域に
環境保全の大切さを発信して頂いてます。今年
度も80作品から以下の作品が入賞作品として選
ばれました。子ども達の願いが込められた素晴
らしい作品ばかりでした。

川跡幼稚園 そら組の園児さん24名

石井 理登
見てるのに ごみをみても 見ないふり
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長﨑康弘さん家族(高岡竿井手上一）

工藤和久さん

エコキャップ運動 9/2

福間ゆきの
エコバッグ 地球を守る 第一歩

実りの秋。川跡地区でも稲刈り作業が行われ
ています。高岡町で出会ったほのぼの家族の
様子に思わず激写してしまいました。二人の
息子さんは小さい頃から家のお手伝いや地域
活動のボランティアにも進んで参加頂いてま
す。若い農業後継者が少なくなる中「家のみ
んなで取り組むことには本当に関心をもって
くれて私もとても感謝しています。」とお父
さんも嬉しそうでした。本当に素晴らしい子
育てをしていらっしゃいます。

錦織初さん(中1）三島綾夏さん(小6)

福田 晴汰
守ろうね ぼくらの町の 環境を
山本 歩幸
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島根県立大学学長代行 山下一也氏より

ありがとうございます

香典返しとして
▼川跡自治 協会・川 跡地区社 会福祉協 議会・川 跡長生会
へ金一封
故・ 幸雄様︶ 高岡上
○ 長﨑高芳 様
▼川跡自治協会・川跡地区社会福祉協議会へ金一封
故・ 富子様︶ 稲岡宮の島二
○ 青木 直 様
▼川跡地区社会福祉協議会・川跡長生会へ金一封
故・ 勇様︶ 高岡中
○ 足立宣之 様
▼川跡地区社会福祉協議会へ金一封
故・ 植田幸恵様︶ 高岡旭
○ 玉木佐世子 様
○ 福田 務 様
故・ 公子様︶ 中野上の三
︵
・ ・ 現在︶

ご芳志ありがとうございました

一万円分 武志の足長おじさん 様
田中親孝様︵大年五︶

ご寄贈ありがとうございます

○ 図書カード
○ 書籍

おめでとうございます

出雲市高齢者クラブ連合会 会長表彰
優良グループ・サークル表彰
○川跡長生会︵武志上・下︶鹿島神社清掃奉仕団 様

10

ブログ
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栗ひろい

大型バス3台に分乗して親子63名で栗拾いに掛合町「田部農園」へ行
きました。栗拾いをするのが初めての子ども達がほとんどで、みんな
楽しく体験できました。昼食休憩は「入間交流センター」でサッカー
や野球、鬼ごっこなどお友達や親子で楽しく遊び回りました。持ち帰っ
た栗はおいしかったかな？秋の味覚と自然を満喫した一日でした
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E-mail:

℡ 21-0694 FAX 21-0724
kawato-cc@local.city.izumo.shimane.jp

かわとのマスコットキャラクター決定！作品審査会9/16

中学･高校生の部1位

9/27(日）チャレンジバス遠足

838世帯 2,246人
面積

5

