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桜木の人口 ５,９６９人 （２,７８２世帯）
(男性 ２,８７９人 ・ 女性 ３,０９０人)
７月末現在

待ちに待った夏休み。
子ども達にとっては、日頃
できない経験ができる絶好
のチャンス。地域の方々と触
れ合いながら様々な体験が
できる「夏休み子ども教室」
を公民館で開催し、茶道、ち
ぎり絵、工作、料理、囲碁・
将棋教室に多くの子ども達
が参加してくれました。日常
とは違うちょっぴり贅沢な
時間に大人も子どもも、笑顔
があふれる楽しい思い出が
たくさんできました。
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９月

茶道教室

茶碗と茶筅を使って抹茶をたてました。
苦味のある抹茶と食べるお菓子は、いつもよ
り甘くて美味しく感じられたかな？

８／２

７／２５ ちぎり絵教室

工作教室

『小畑木工クラブ』の方々の指導で、木製貯
金箱を作りました。きれいな八角形になるよ
うに木片を貼り合わせ、かなづちで釘を打ち
つけました。たくさん貯まりますように。

８／３

うちわと葉書にかき氷と風鈴のちぎり絵
を貼り付けました。手でちぎった和紙は、
本物のような風合いで、夏らしい素敵な作
品が出来上がりました。

８／８

料理教室

食推や民生委員の皆さんに教わりながら
包丁で野菜を切ってタネに練り込み、皮で包
んで蒸したシューマイなど、野菜たっぷりメ
ニューをみんなで美味しく頂きました。

囲碁・将棋教室

将棋ブームも手伝い、多くの子ども達が
参加し、本将棋や囲碁で対戦しました。テ
レビゲームとは違う畳の上での対戦に、み
んな真剣な顔つきになっていました。

・パックごはん
・野菜シューマイ
・切り干し大根スープ
・泡あわゼリー
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ど、様々な有休品が並びました。例年よ

付けをされ、タオルや食器、生活用品な

地区婦人会によるバザーが開催されま
した。役員と各自治会婦人部の方々が値

移動販売車や宅配サービスの活用など、どの

アンケート調査を行い、その結果をもとに、

知ろうと、ランダムに選出した方々を対象に

地区 内のスー パーマー ケット の撤退に よ
り、買い物に困っている人達の現状について

桜木まちづくりの集い

りも数は少ないと

ような買い物 手段があるのか話し合い まし

８／

のことでしたが、
た。県立大と徳大の学生
４人も参加し、若者の観

８／５ 地区婦人会バザー

暑い中たくさんの
方々が会場を訪れ、
点から、多くの意見も出

７月度皆勤賞〈敬称略〉

ラジオ体操 （城ヶ丘公園）

内容へと進める予定です。

見を取り上げ、具体的な

次回は、実現可能な意

お目当ての品物を

油絵作品展示

されました。

～

しっかり吟味され、
購入されていました。

８／
日まで開

公民 館の油絵 同好会の講座生 の作品 展
が、西京銀行桜木支店で８月
31

かれて います。花や人物、風景等 、色彩
豊かな力作 点が展示されています。油

洋一（城４）
和子（城４）
紀子（城４）
富代（城４）
芳江（城５）

桜木寿会

自分達の住んでいる
地域の事をもっと知り
たいとの声に応えて、
「ふるさと物語」と銘打
ち、桜木の歴史に詳しい
片山文彦氏を講師に招
いて、講演会を実施しま
した。由緒ある名所や建
造物を見てまわり、私達
が知らなかった、たくさ
んの歴史に触れる事が
できました。
次世代に語り継いで
いけるよう、これからも
学んでいきたいと思い
ます。

７/26（水）
お父さんと弟といっしょにきました。K.H
７/31
連日高温注意報が発令されている。蒸し暑
いが、汗をかきにとおの山に登った。山頂
の風 千金の価値あり
YH.TH
８/５（土）
えらいけど登る価値はあるって毎回思い
ます。がんばれたらいいかなと…いやがん
ばる！台風近づいてるけど大丈夫かな？
肉同好会 t.k
８/７（月）
台風が過ぎ去った後、次男と共に登ってき
ました！！なかなかキツい登り坂でした
その分、気持ちいい！
８/14（月）
今日は、平原ルートより。桜木のＴさん夫
婦と同行。山、人生談議。これも山の楽し
み。
くすの木 K.H

22

石田
神足
福田
田村
石井

とおの山 《登山者語録》

31

絵講座 は毎月２回、中谷梅若さん の指導

27

の下、 名の講座生で活動されています。
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20:00～
８日(金) 夜間パトロール
１０日(日)

周陽中学校 運動会【周陽中】
１３日(水)

コミ調整会議

１３日(水)

フェスタ実行委員会

公民館の花壇には、サルビアやマリ

１６日(土)

桜木小学校 運動会【桜木小】

ーゴールドなど様々な花が咲き誇っ

３０日(土)

城ヶ丘保育園運動会

ています。

✤ 俳 句 ✤
練習もして
涼 新た

りょう あ ら

子らも輪に

・盆踊り
すきっと乾きて

竹の春

畦を刈る

途切れつつ

・足洗ふ
ひぐらし

蜩 の声

群咲き残し

・野良着脱ぐ
ねじはな

風の生まれて

（一洋）

)

地区の皆様にも参加して
いただきたいと思っていま
す。
絵画・習字・写真・工芸
品など何でも結構です。ご
参加お待ちしています。

【

99

・捩花の
・風寄せて

10 月 14 日(土)～15 日(日)
桜木小学校で桜木フェス
タ・文化祭が行われます。

夏景色
真
( 寿与

編集後記

】

お盆の 頃少し 涼しく なり ホッと してい まし
たが、また暑い夏がぶり返してきました。いつ
になったら涼しくなるのでしょうか。
９月１日は「防災の日」です。最近はいつど
こで災害が起こるかわかりません。「知ってい
ること」と「していること」は違うそうです。
具体的な取り組みが大事でしょう。
第 回全国高等学校野球選手権大会は花咲
徳栄の初優勝で終わりました。埼玉県勢の優勝
は初めてだそうです。今年は投手力より打力上
位で点を取りあう試合が多く、見ていて迫力が
ありおもしろかったように思います。ホームラ
ン総数、個人のホームラン数などの記録が更新
されました。その代わり投手は大変だったよう
に思います。甲子園を目指し、真っ白なユニホ
ー ムが真 っ黒に なるま で練 習して きたこ とは
きっとこれからの力になることと思います。
琉球大 学が対 馬でヤ マネ コの調 査をし てい
たところ、偶然カワウソの動画を撮影したとい
う発表がありました。国内では 年ぶりだそう
で す。こ れから 種の調 査を すると のこと です
が、絶滅したとされていたので見つかりうれし
く 思いま す。大 事に見 守っ ていき たいも ので
す。
１時間 遅れの 機内で とっ た歌手 の松山 千春
さんの「神対応」に多くの賞賛の声があがった
そうです。盆の混雑で出発しないでイライラ、
む かむか してい る乗客 のた めにマ イクを とり
語りかけた後、「大空と大地の中で」を熱唱し
たそうです。機内が和やかになり、気持ち良い
旅立ちとなったそうです。粋な計らいに感動す
るとともに心が温かくなりました。

３８

鳥取砂丘の

雅紀さん

桜木公民館 ☎28-5973

✤ペ ン 毛 筆 習 字 ✤
雅代さん

〈問い合わせ〉

・ラクダ背に

✜作品募集のお知らせ✜
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さくらぎカレンダー
２日(土) グリーンフェスタ【桜木小】
８日(金) 講座運営委員会

