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「あそびたいがぁ～」は「遊びたいよね」を意味する大田地方の方言です。大田市内の子どもたちが積極的

に放課後や休日に地域での活動に参加し、地域の「ひと」「もの」「こと」に触れ、体験し、学ぶことで、 

心豊かでたくましい子どもに育ってほしいという願いが込められています。　［大田市教育委員会委託事業］ 

～大田市元気な子どもづくり事業～ 
特集 実証！『地域力』醸成プログラム 実証！『地域力』醸成プログラム 実証！『地域力』醸成プログラム 企画プレゼンテーション大会 企画プレゼンテーション大会 企画プレゼンテーション大会 

平成24年度 平成24年度 平成24年度 

七色祭りでの 
土江子ども神楽団 
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6月14日（木）、島根県庁6階講堂において、「実

証！『地域力』醸成プログラム」企画プレゼンテーショ

ン大会（主催：島根県公民館連絡協議会（以下：県

公連））が行われました。今年度は、19の公民館等

が企画プレゼンテーション発表を行いました。会場へ

詰めかける人も年々増え、今年度は県内外より200

名以上の人が会場に詰めかけました。会場いっぱい

の観客の中、大変盛り上がった大会となりました。 

この大会は、平成19年度より始まり、今回で6回目。

県公連に加盟している、県内の「公民館」や「まち

づくりセンター」、「コミュニティーセンター」等が、「地

域力醸成」に向けたオリジナルの取組を企画、提案し、

プレゼンテーション発表をします。審査により「モデ

ル公民館」に採択されると、2～3年間、県公連から

事業推進のための助成を受けられることとなります。 

昨年度までに96か所が提案者として参加し、58か

所が採択されてきました。 

県内の「公民館」や「まちづくり
センター」等が参加 

仁摩公民館 仁摩公民館 
テーマ テーマ 

「おもしろ歴史文化の国・『仁摩の郷』
ごいせプロジェクト」 
～「仁摩の郷」造り・「仁摩の郷」巡り～ 
�ごいせプロジェクト実践組織の立ち上げ 
�仁摩の郷づくり 
～文化財の掘り起こしと記録 
�仁摩の郷巡り 
～ミニガイド、サポーター（支援隊）の育成 

テーマ テーマ 

プレゼン発表をする仁摩公民館の泉充規館長と本宮一慶主事 

特集 特集 平成24年度 

実証!『地域力』醸成プログラム 実証!『地域力』醸成プログラム 実証!『地域力』醸成プログラム 実証!『地域力』醸成プログラム 

大田市公民館連絡協議会の皆さん、 
大田市職員による熱い応援 
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今年度、大田市からは「仁摩公民館」、「高山公民

館」そして「湯里まちづくりセンター」が提案者とし

て参加し、プレゼン発表を行いました。作成した事業

計画書をもとに、8分以内という限られた時間の中で

の発表です。この8分間で、地域課題の解決に向け

た具体的な取組について、審査員に対して説得力の

ある発表をしていかなくてはなりません。さらに、発

表後は審査員による10分間の質問タイム。どんな質

問かは事前には分かりません。 

今年度大田市から提案発表した3館は、合同で事

前発表練習会を行うなど、本番当日に向けて入念な

準備を重ねました。 

そして本番では、下記の内容のすばらしい発表を

され、見事今年度の「モデル公民館」に採択されま

した。 

平成19年度からこれまで、大田市は5まちセン（旧

公民館を含む）、6公民館（再チャレンジを含む）がプ

レゼン発表をしました。そして審査の結果、すべてモ

デル公民館として採択されています。 

「仁摩公民館」、「高山公民館」、
「湯里まちづくりセンター」が
提案発表！ 

これまで大田市の
参加館はすべて
採択！ 

テーマ 

高山公民館 高山公民館 
テーマ テーマ 

「高山の宝をみんなで守り、磨き、
結ぶ事業」～より大きな地域活力を生
み出すための絆づくり～ 

�高山地域の各種団体調査 
�地域住民のニーズ調査 
�まちづくり、人づくりへの啓発活動 
�子育て、家庭教育支援 

湯里まちづくりセンター 湯里まちづくりセンター 
テーマ テーマ 

湯里の“人”と“豊かな地域資源”を
守り、次代に残し伝えるプロジェクト 
�高齢者を対象にした地元商店による買い物支
援制度の創設 
�高齢者の居場所づくり～「湯里カフェ」 
�ヨズクハデの制作技術の継承活動 
�銀山街道の環境保全活動とその利用 
�旧湯里小学校校舎の利活用 

審査員からの質問にこたえる高山公民館の 
大畑修一館長と流水真理子主事 

発表される湯里まちづくりセンター 
中井秀三センター長と山根澄子センター職員 

3館とも見事 
採択決定！ 

特集 

実証!『地域力』醸成プログラム 実証!『地域力』醸成プログラム 実証!『地域力』醸成プログラム 

Ｈ19～Ｈ20 福波公民館（現まちづくりセンター）

Ｈ20～Ｈ22 中央公民館

Ｈ21～Ｈ23 仁摩公民館

Ｈ22～Ｈ24 温泉津公民館

Ｈ23～Ｈ25 久利まちづくりセンター

〃 温泉津まちづくりセンター

〃 馬路まちづくりセンター

〃 中央公民館

Ｈ24～Ｈ25 仁摩公民館

〃 高山公民館

〃 湯里まちづくりセンター

年 度 まちづくりセンター・公民館名 
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今年で8回目を迎えた七色館主催の七色祭りが

開催されました。メインホールでは、毎年恒例の

大田三中吹奏楽部の演奏と神楽が披露されました。

まずは大田三中の吹奏楽部の演奏。演奏だけでな

く会場全体で一緒におどりました。今年の神楽は、

土江子ども神楽団の演舞が披露されました。かっ

こいい小学生のお兄さんたちの演舞の合間に、小

さな子どもたちの猿がたくさん出てきました！ 

それ以外にもディスゲッターやカプラのできる遊

びスペースや、託児所も設けられていて、来場し

た子どもたちは時間を忘れて夢中で遊びました。 

6月3日（日）10:00～15:00 
ゆきみーる（大田町） 
七色祭り実行委員会 
約350人 

日時 

場所 

主催 

参加者 

もう 

世界遺産センター 
親子9人 

三中の 
おねえさんたちと 
一緒にダンス♪ 

カプラは大人気でした 

最後にカプラでできた壁をこわしました!!

デ
ィ
ス
ゲ
ッ
タ
ー 

何
点
と
れ
た
か
な
？ 

託児所では赤ちゃんたちも大はしゃぎ 

こうれい 

ひろう 

たくじしょ 
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5月26日（土）、5月27日（日） 
こだま学園・三瓶山・宅野の海 

日時 

場所 

こだま学園 
大田市内子ども24名・ 
ボランティアスタッフ11名＋山村留学生 

主催 

参加者 

一日目の朝は山に登り、天然のワサビ採りやジュ

ンサイを観察。ワサビの育っている場所はすごく

水がきれいで気持ちよかったですね。ジュンサイを

はじめて見た子も多く、最初は「カエルの卵みた

いだぁ！」「ぬるぬるで気持ち悪い！」と言っていまし

たが、だんだん楽しくなって夢中で触っていました。 

午後からは自分たちでうどんを小麦粉から作り、

足まで使って一所懸命こねました！みんな上手にで

きてとてもおいしかったね☆ 

二日目は宅野の海で魚釣りです。カサゴやアイ

ナメなどがたくさん釣れて、笑顔でいっぱいでした。 

世界遺産登録5周年を祝うイベントの一つ、「親

子で歩こう！石見銀山トレッキング」が行われま

した。 

講師の三瓶自然館サヒメルの中村さんに、発

見した野草や、昔に実際に使われていた坑道の

ことなどを詳しく教えてもらいながら歩きました。 

山の中で出会った坑道は、外は暑くてジメジメ

していたのに、気持ちのよい涼しい風が通ってい

ました。そして、崖の隙間に開けた穴など不思

議な穴も色々あり、実際に銀が使われていた時

の話をたくさん聞けましたね。 

6月30日（土）9:00～12:30 
世界遺産センター 

日時 

場所 

世界遺産センター 
親子9人 
世界遺産センター 
親子9人 

主催 

参加者 

こ～んな岩の隙間に 
銀があったんだよー。 

上から見た石見銀山って 
こんな風景なんだぁ。 

霧の山の中を 
お母さんと手をつないで♪ 

この風の吹く坑道は 
何℃なのかなぁ？ 

葉
っ
ぱ
が
切
れ
て
る
の
に 

離
れ
な
い
よ
ー 

トンボの脱皮 

う
ど
ん
が 

大
き
く
な
っ
た
ぁ 

雑巾がけレース！ 今日はどんな魚が釣れるかなぁー？ 
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とみやまカフェ 実行委員会 

事務局　山田良子 さん（41歳） 

た 

や 

こ りょう だ やま 

委員会のメンバーの 
大谷さん（左）と山田さん（右） 

魚釣りゲーム。 
ドリンク券がもらえます。 

た 
や 

た 
や 

た 
や 

た 
や 

た 

とみやまカフェ実行委員会 TEL：0854-88-0001 
※とみやまカフェのブログ http://tomiyamacafe.blog79.fc2.com/

お問い合わせ 

＜次回のとみやまカフェ＞ 

○メニュー： コーヒー・紅茶…250円 ／ ジュース…100円 ／ 菓子単品…200円 
 コーヒー又は紅茶と菓子のセット…400円 ／ カレー…500円（今回は40食限定、18:00～販売） 
○島根県で広く活躍中の野上陽平さんのバンド「ＭＯＩ」のアコースティックライブもあります！ 
○「らとちゃん缶バッジ」をつけてきたお客さんは、ドリンク100円引き！ 

○日時：8月19日（日）16:00～19:00

たいがぁ～ （以下 ）： ご出身はどちら？ 
山田さん （以下 ）： 愛知県です。4年前にＩターンで富山町に引っ越し 
  てきました。 
　：「とみやまカフェ」を開いたきっかけは？？ 
　：元々は委員長とふたりで、「町内でお茶をゆっくり飲めるところをつ
くりたい」「町外からも人にきてほしい」と話していて、まずはやっ
てみようということでイベント開催したのが発端です。今では十数人
の実行委員で力を合わせて開催しています。お客さんは多いときで
200人にもなります。 

　：「とみやまカフェ」ってどんなイベント？？ 
　：年に3回、富山幼稚園を使って開催しています。コーヒーやお菓子以外
にも、地元で採れた野菜を使った食べ物を出しています。例えば、「とみ
やまカレー」や「とみやまんドッグ」、「とみや巻き」です。「とみやまんドッ
グ」は、タケノコ入りのハンバーグが入ってるんです。 

　：ネーミングがおもしろい！それ以外には？ 
　：子ども向けのゲームコーナーや古着や雑貨のお店も出しています。子ど
も服の古着は3着100円なんてこともありますよ。あと、地元ミュージシャ
ンの方々のライブも好評です。 

　：今後はどうしていっちゃるの？ 
　：これまでもそうでしたが、実行委員のみなさんが自分たちの持ち味を活かして楽しく活動していきたいで
すね。あと、もっと親子さんにもきてほしいので、託児スペースをつくれたらとも思っています。 

　：親子づれのお客さんもきちゃるとうれしいですね！ありがとうございましたー！！ 

8月 25日 学園生帰園
26～27日 海キャンプ※
28・29日 畑作業（草取り、秋野菜の種まき）と 
  田んぼの草取り 
9月 9日 北三瓶の運動会 

11日 カヌー体験※

15～17日 酪農体験
22～23日 ソロキャンプ 

こだま学園は、国立公園三瓶山のふもと、三瓶山の雄大な
自然が広がる、標高520ｍの高原に位置します。山村留学生
の子どもたちの生活・活動の拠点です。夏休みには右記のよ
うなイベントを開催予定です。 
※印のものは申込いただければ参加可能です。詳細はこだま学園までお
問い合わせください。 

ゆうだい 

お問い合わせ 
大田市山村留学センター『三瓶こだま学園』 
〒694-0002島根県大田市山口町山口1694 TEL：0854-86-0700
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《市民のみなさまからのイベント情報をお寄せください。今後編集部から取材に行かせていただくこともあります。》 

■ 7月22日（日） 14:00～15:00 
■ 場所：あすてらすホール 
■ 問い合わせ：大田市社会福祉協議会 
  TEL：0854-82-0091

★ 音楽で夢ものがたりコンサート 

■ 8月19日（日） 9:00～ 
■ 場所：三瓶山 西の原 三瓶クロスカントリーコース 
■ 問い合わせ：大田市役所生涯学習課 
  TEL：0854-82-1600

★ 2012 三瓶高原クロスカントリー大会 

「中高生の乳幼児ふれあい体験」 
■ 8月7日（火） 9:00～12:00 
■ 場所：大田市民センター 3階集会室 
■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630 

「あしぶえさんとコミュニケーションゲームで遊ぼう!!」 
講師：劇団 あしぶえ 
■ 8月9日（木） 19:00～21:00 
■ 場所：大田市民センター 3階集会室 
■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630 

「新生活を始める中高生のための料理教室」 
■ 8月10日（火） 9:00～13:00 
■ 場所：大田市民センター 3階調理室 

■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630 

「面接バッチリ！みずほお姉さんのしゃべり方教室」 
講師：元ＮＨＫキャスター　山　瑞穂氏 
■ 8月21日（火） 10:00～12:00 
■ 場所：大田市民センター 4階集会室 
■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630

★ 中高生地域体験活動 

■ 7月29日（日） 9:00～13:00 
■ 場所：静間の魚津 
■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630

★ 自然たんけん隊（海たんけん） 

■ 8月23日（木） 10:00～12:00 
■ 場所：大田市中央図書館 
■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630

★ 読み語り研修会（新しい絵本の世界を届けよう） ■ 8月2・9・16日（木） 9:00～11:30 
■ 場所：仁万まちづくりセンター 
■ 問い合わせ：仁摩公民館 TEL：0854-88-3081

★ 夏休み読書子ども会 

 
「おはなし会」 
■ 7月28日・8月11日（土） 14:00～ 
■ 場所：大田市中央図書館 

「0～4才のおはなし会」 
■ 8月16日（木） 10:30～ 
■ 場所：大田市中央図書館 2階会議室 

「ストーリーテリング」 
■ 7月21日（土）・8月18日（土） 14:00～ 
■ 場所：大田市中央図書館 おはなしのへや 

「夏休み子供教室『古事記ってどんなもの？』」 
■ 8月2日（木） 14:00～ 
■ 場所：大田市中央図書館 視聴覚ホール 

「おはなしレストランによるスペシャルおはなし会」 
■ 8月25日（土） 14:00～ 
■ 場所：大田市中央図書館 視聴覚ホール 
■ 問い合わせ：大田市中央図書館 
  TEL：0854-84-9200 

 
「おはなし会」 
■ 7月21日（土） 10:15～ 

「上映会『ハードル』『小さな潜水艦に恋をしたクジラ』」 
■ 7月21日（土） 19:00～ 

「スペシャルおはなし会」 
■ 8月18日（土） 10:15～ 
■ 問い合わせ：仁摩図書館 TEL：0854-88-4646 

 
「おはなし会」 
■ 7月28日（土）・8月25日（土） 10:15～ 
■ 問い合わせ：温泉津図書館 TEL：0855-65-2177

★ 図書館 

大田市中央図書館 

仁摩図書館 

温泉津図書館 



フランスのクーロンという、パリから1時間の盆地にある人口2,000人以下の
小さな田舎町です。家の前には大きな川が、裏には線路が通っています。ま
わりは畑ばかりです！ 

以前に東京の大学院に11ヶ月間いて、日本の田舎にも興味が湧きました。日
本には元々興味があって、小さな頃から「セーラムーン」や「ドラゴンボール」
をテレビで見ていましたよ。日本語はわかりませんでしたが（笑） 

鶴ヶ丘八幡宮が好きです！丘や山、高い場所が好きなので。弓道の練習をし
ている中高生も印象的でした。 

駅前通りには、店が隠れた場所にあります！フランスでは、店の入り口は必ず
通りに面しています。 

高い場所から、大田の町中の家と自然の割合をチェックしたいです。フランス
は町は町、自然は自然と分かれていますが、大田は入り交じっているのが興
味深いです。 

ジェナ ニックネーム 

地元は 
どんな所！？ 

おおだにきた 
理由 

おおだの 
好きなところ 

おおだにきて 
驚いたこと 

おおだで 
やりたいこと 

おおだにいる 
期間 

5月6日～11月6日（ヨーロッパ・ボランティア・サー 
ビスのプログラムを利用して） 
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【発行】 2012年7月 発行 

ＮＰＯ法人 緑と水の連絡会議 
〒694-0064 
島根県大田市大田町大田イ376-1 
ＴＥＬ：（0854）83-7373（ゆきみーる） 
ＦＡＸ：（0854）84-0262 ブログ毎日更新中！！ 

22
Jenna Martin さん（23）フランスJenna Martin さん（23）フランス

大田秋の彼岸市「中日つぁん」で市民国際フェスティバルを開催
します。外国の料理の試食や、子供の遊びコーナーができます。
外国人のお兄さんお姉さんを手伝ってくれるスタッフを募集します。 

ジェナ・マーティン 

ボランティアスタッフ募集中 ボランティアスタッフ募集中 

● 9月22日（土） 9:00～16:00 
●小・中学生・高校生いずれも可、先着20名、昼食付 

申し込みは…緑と水の連絡会議まで!!

※ジェナさんはゆきみーるにいます。ぜひ会いにきてね♪ 

もう夏だね。 

みんなはクーラーが好き？？ 

たいがぁ～は大好きな扇風

機だけで乗り越えるぞ。 
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