エコ工作＆お茶とお作法教室
11/2 66名参加 11/16 67名参加

川跡地区の現況（10月31日）
先月比較

コロナ対策としてフラフープを利用して間隔をとります。
「エコ工作」では土江道子さん(武志第一）の指導で牛乳パッ
クでけん玉を作りました。事前に部員さんが型紙を切ってく
ださったので上手く作れました。けん玉王選手権では名人が
たくさんいました。
「お茶とお作法教室」ではお菓子とお抹茶をいただきました。
岡トシ子先生(武志下)から、お辞儀の仕方やお抹茶の点て方、
いただき方を教えていただきました。いつもは賑やかな子ど
も達も静かにおもてなしの心を学ぶことが出来ました。

2020.12.7

毎月第一・三火曜日には通学
路や北陽小学校、川跡幼稚園
で地域のみなさんが順番であ
いさつ運動をしています。川
跡幼稚園では年長児のリーダー
さんが元気いっぱい大きな声
であいさつをしていました。
朝から元気をいっぱいもらい
ました。

大人の遠足〜ノルディックウォーク

クローバー組園児さん
たくさんのエコキャップを持っ
て来てくださいました。花原
センター長からエコキャップ
が世界中の病気に苦しんでい
る子ども達の命を救っている
ことの紙芝居を聴きました。
ありがとう。

川跡幼稚園の年少ほし組の園児さんがお花の苗
を届けてくださいました。『いつもみまもって
くださってありがとうございます』のメッセー
ジ付きです。

北陵中学ボランティア

健康スポーツ部

11月18日(水）
北陵中学の3年生9名がボラン
ティア活動に来てくださいま
した。広報の仕分け作業をし
たり長生会の大坪弘衛さんと
八幡和規さんの指導で和室の
障子貼りを体験して頂きまし
た。和室が明るくなりました。

令和３年１月３日(日）
10:00〜11:30

●川跡コミセン・大ホール
●会費：無し（飲食はありません）
●内容：年始挨拶 受賞者紹介とお祝い
川跡アーカイブweb版上映 他

都大路で開催される全国
高校駅伝競走大会に平田

11月14日(土）大型バスに乗って三瓶
山まで「大人の遠足」に出かけました。
6歳から86歳まで35名が参加。バスの
中では楽しいクイズで遠足ムード満点。
車窓から見る紅葉の素晴らしさには感
嘆の声が上がりました。準備運動の後、
落ち葉を踏みしめながら森の中のハイ
キングコースを約1時間半歩きました。
運動の後はおいしいバイキング昼食で
交流を深めました。良いお天気の中、
自然の中での運動はとても楽しい一日でした。

高校が男女アベック出場
します。選手の活躍を応
援しましょう！
直良聖也さん(高岡町）
福島康太さん(高岡誠実一）
佐野泰人さん(稲岡協生東）

5,203人 （+10）
1,273世帯

3,156人

802世帯

2,124人

キャ ッチフレー ズ

荻杼町

584世帯

1,401人

〜花ひらく・夢ひらく・やすらぎのまち〜

稲岡町

470世帯

1,177人

847世帯

2,256人

高岡町
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随時更新中

深田想大さん(出雲三中3年・高岡町）
長﨑耕作さん(島根大学2年生・高岡竿井手上一）
和泉三恵さん(荻杼第五）
★コーディネーター 花原良治センター長
★司会 坂本君代チーフマネジャー
11月29日(日）『まちサミットかわと』〜川跡の未
来・夢を語る集い〜を開催しました。未来を担う若
者たちのしっかりとした素晴らしい意見に会場の皆
さんは「自分たち大人が動き出さねば！」と強い刺
激を受けました。またこんなに立派な次世代がいる
川跡は素晴らしいと誇らしく思いました。次号1月
号のセンター報で特集記事を掲載します。
マスコットデザイン表彰式
５月・６月の地域への呼びかけに続き︑地区社会福祉協

島根県立大学出雲キャンパスの学生さんに援助を
お願いします

2

議会から皆様に支援を呼びかけたところ多くの方々より

12

温かい物資や支援金が届きました︒ありがとうございま
した︒

︻支援いただいた方々︼ 敬称略︶ 月 日現在
・土江昭治・樋野伸芳・梶谷基雄・吉田晴行・松井幸男

・米原秀作・藤川節子・三原恵子・宮岡幸子・小汀和子
・鶴原栄美子・田中知美・落合位行・日野稔・土江道子

・公田喜代子・渡部俊一・田中勤一・和田光雄・
・山根伸幸・坂本君代・三島祥市・稲垣 庸・三島精治
・白枝淳一・佐藤幹枝・三吉紀子・渡部千雅子・

・児玉千代枝・匿名希望７名
今後も支援活動は継続しますのでご協力よろしくお願い

いたします︒

18

おめでとうございます

★第 回島根県民文化祭文芸公募作品
川柳部門

○金賞

玉木りょうこ 良子︶様 荻杼団地六︶

﹃向かい風 負けず嫌いの顔になる﹄

○入選
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足立みえこ 美恵子︶様 高岡竿井手上一︶
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稲岡大年北

﹃留守電に きゅうり取れたと母の声﹄

詩部門

○銀賞

﹃面会﹄ 柳楽多恵子 様 荻杼第二︶

◆出雲市青少年育成市民会議会長表彰

青少年育成者功労表彰
○ 佐野修一様︵中野美保三︶
︵永年に亘る剣道指導・見守り活動等

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
○ 鎌田喜久 様
故・シジ子様︶

○ 永井 朗 様
故・順子様︶
稲岡協生二
▼川跡自治協会・川跡地区社会福祉協議会へ金一封
○ 早水慎治 様
故・マスノ 様
稲岡宮の島二
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︵Ｒ ・ ・ 現在︶

ご芳志ありがとうございました

ご寄贈ありがとうございます

☆書籍
○ 田中照夫様︵荻杼第二︶

日本の名随筆 巻
○ 武志の足長おじさん

コミック版日本の歴史

※図書の貸出ししています

>

催を中止する場合もあります。

<

お申込：12/18〆切コミセン(坂本）まで
※コロナウイルス感染状況によっては開

3

（女）

★パネラー(意見発表者）
伊藤 隼さん(北陽小5年・中野美保五）

12月20日(日)に京都市の

します。
どなたでもご参加ください。

12

4,911人 （+ 9）

藤原恵美子さん(高岡西）

りたいと思います。当日はマスク着用の
うえ、検温と手指消毒のご協力をお願い

2

10,114人 （+19）

（男）

【まちサミットかわと】いきいきまちづくり部

がんばれ！平田高校

コロナ禍ではありますが迎える新年が地
域にとって平穏で輝かしい年になること
を願いより一層の連携の強化と融和を図

75

人 口

武志町

「心豊かな住みよい地域づくり」

発行 川跡コミュニティセンター

(

★

エコキャップ運動 11/12
ほくよう保育園

3,976世帯 (+ 9）

中野町

実践目標

あいさつ運動 12/1
川跡幼稚園

川跡地区新年賀会

第１８2号

菊：唐木好美さん(大年三）

世帯数

環境保全連合会

【かわとひめ】
環境保全連合会川跡支部（会長：土江昭治）
は、今年も北陽小学校５年生の児童の皆さん
に環境標語の募集を実施しました。８０作品
の応募があり、今年の７月よりプラスチック
製買物袋の有料化が始まったことから「エコ
バッグ」「マイバッグ」を取り入れた標語が
数多く見られました。そこで今年は、「最優
秀作品」「優秀作品」に選ばれた標語を印刷
したエコバッグを作成し、会長からクラス代
表者にエコバッグが手渡されました。

かわとのマスコットキャラ
クターネームが決定しまし
た！10月の総合文化祭で地
域の皆様に名前を募集し、
その中から上位5つに絞る
投票を行い、来館者の方々
に再度投票していただき決
定しました。これから川跡
のシンボルとして町の魅力
や情報発信やPRに活躍して
くれる「かわとひめ」をよ
ろしくお願いします

