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環境学習「山野草を食べよう」 －布野の食と脱温暖化を考える会－

昔から春の山野草の苦味は体の毒下しと言われ、民間

薬として病気やケガなどの処置に使われてきました。

こうした先人の知恵を伝えようと５月６日、布野小６

年児童１１人と、山野草の若菜摘みを体験しました。

学校周りのフキ、ノビル、スイバ、シロツメクサの花

での飾りづくり、カラスのエンドウの実で笛を鳴らす体

験をしてもらいました。最後はヨモギ、スギナの天ぷら

を食べました。子どもたちには初めての体験でしたが、

山野草に興味を持ってくれたようです。

最後に参加児童の俳句をひとつ…

４月２９日（金）～５月５日（木）、中村憲吉記念文

芸館と布野町まちづくり連合会が主催して、道の駅で開

催しました。この遺墨展は、普段は短歌に親しむ機会の

少ない方に体感してもらうこと、そして布野町に生まれ

た「歌人・中村憲吉」の発信として企画したものです。

会場の林産館には、掛け軸１２幅、置物、憲吉が使っていた茶碗や籐椅子、また町内や

市内、全国の憲吉歌碑の写真パネル１４枚などが展示されました。

期間中の来場者は約１５０人。道の駅の利用者だけではなく、新聞記事を見て広島市や

山口県から来場された人もおられ、その方のお話からも「中村憲吉」の功績の偉大さを感

じさせるものでした。

中村憲吉没後８８年遺墨展を開催

空き缶がアートに

リメイク缶づくり教室中村憲吉記念文芸館館長 退任のご挨拶

５月２９日（日）、布野生涯学習セン

ターで８人が参加して「リメイク缶づく

り教室」を開催しました。

講師は古谷猛さん（町中地区）。本来

は捨ててしまう空き缶にヤスリをかけて

塗装し、シールを貼ることでオシャレな

インテリアに変身させます。

参加者からは「キッチンやトイレに置

きます」「多肉植物を飾るとステキ」

「久しぶりに集中

しました」などの

意見をいただきま

した。「みんなの

学校」では、今後

も多様な講座を開

催します。皆さん

のご参加お待ちし

ています。

令和４年５月をもちまして

館長を退任いたしました。

皆様方のご支援、ご協力で

務めることが出来ましたこと

深く感謝しております。

平成17年に、郷土の歌人・

中村憲吉を広く皆様に知って

いただくことを目的に、憲吉

生家の整備検討会を設立、そして平成24年

に中村憲吉記念文芸館が誕生しました。

館内では短歌会や文芸館まつり、館外活

動として奥田元宋・小由女美術館での遺墨

展、三次ワイナリーで憲吉と倉田百三との

合同展、そして今年の道の駅ゆめランド布

野での没後88年遺墨展の開催には、市内外

から多くの皆様にお出でいただきました。
退任後も可能な範囲で文芸館の案内や、

小中学生の学習に協力させていただきます。

今後ともどうかよろしくお願い致します。

山野草を探して味見する児童たち

＊升井さんが執筆された中村憲吉関係資料（一部）＊

■『歌人・中村憲吉と布野の里』（A5版 54頁） ■『中村憲吉記念文芸館』（A５版 42頁）

■小学生向け教材『けんきちがくしゅう』（A4版 13頁） ■『憲吉ひのき』（A５版 10頁）

升井 紘 さん

野草食べ 命を考え いただきます

－みんなの学校－
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新着資料の紹介

三田村 信行 作（あかね書房）

らいおんシェフとひつじママのお店、
ふしぎなレストラン「ふしぎ亭」の今
夜のお客さんの注文は「おかしの家」。
物語に出てくるおかしの家にそっくり
ということは…。

★絵本の会

「空色のたね」読み語り

と き ６月１８日（土）10：30～
ところ 布野図書館たたみコーナー
※赤ちゃんからどなたでも
※ポイントカードを持ってきてね。
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と き ６月１５日（水）
13：30～15：30

ところ 布野生涯学習センター

６月のセンターカフェ

ふしぎ町の

ふしぎレストラン５

布野図書館 ℡ 54-2288

商用OK!   これ作ったの?

と言われる布こもの

毎日持ち歩きたくなるリバティプリン
トを使ったデザインの布小物２０点の
作り方を紹介。ポーチやペンケース、
A４サイズのトートバックなど、毎日
活躍するものばかりで、どれから作る
か目うつりしそう。

Yasumin著（主婦と生活社）

一般書

児童書

－みんなの学校 ６月講座－

『時短調理 鍋一つでつくる
ポテトサラダ』

『みよしアントレーヌ』
出張講座。 講師は
いこい食堂・原田美香さん。
お気軽に申し込みを^^。

日 時 ６月２６日(日)
10：00～11：30

会 場 布野生涯学習センター
定 員 10人 参加費 １名 500円
※できたポテトサラダは各自持ち帰り

締 切 ６月２０日（月）
無料託児あり。申込時にお知らせください

※令和３年度までの「大人の学校」を「みんな
の学校」に名称変更しました。指導者は地域の
方にお願いするなど、気軽に気楽に参加しても
らえる講座になるよう布野町まちづくり連合会
が実施しています。

６月の図書館
展示コーナー

玄関入って正面の展示コーナー。
今月は、この３つのテーマに関する
本を紹介しています。

「みんなの学校」「センターカフェ」の問い合わせ
布野町まちづくり連合会 ℡ 54-2119

毎月第３水曜日開店のセンターカフェ。
前回大好評のスムージーも実施します。
「話しに」 「遊びに」 「買い物」に来てね。
【今回の内容】

カフェ（コーヒー＆スムージー）
総菜販売、フリーマーケット
ちびちゃんの国（遊具コーナー）他

募集しています！

●フリーマーケット商品

※特に子ども用品（服や靴、玩具等）
持ち込み時に価格相談で買い取り。

●アトラクション出演
音楽発表・手品などのパフォーマンス



就任のごあいさつ

三次市布野支所 保健師 下原 朋代
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優しく(?)色々と教えて

いただけると幸いです。

個人的に趣味はこれ

といったものは無いの

ですが、食べること

が好きです(#^^#)

布野支所に異

動してからは、

布野町の

「バイキング」「お好み焼き」「いち

ご」は早速食べました(笑)。どれも、とて

も美味しかったです。おすすめの食べ物

やお店などがありましたら、ぜひ教えて

ください！

布野町の皆様には、色々とお世話にな

ると思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします !(^^)!

チャレンジデー 2022
布野町内対抗 結果発表！

この度、三和支所から布野支所へ人事異

動により参りました。前任の三和町では、

支所保健師として３年間、赤ちゃん訪問や

お年寄りの方の訪問、サロンなど地域に出

向いての介護予防のことなど、色々な話を

させてもらったり、様々な活動をさせてい

ただきました。

全国的に少子高齢化が進む中で、三次市

や布野町も同じ状況にあると思います。そ

のような中でも、赤ちゃんからお年寄りの

方まで全ての方々が、この布野町で健康で

幸せに生活できるよう、精一杯活動させて

いただけたらと思います。

私自身三次市で育ちましたが、布野町は

初めてで分からないことだらけです。ぜひ

町内で出会った際には、緊張している私に

5月25日（水）に開催された今年の

チャレンジデー 。布野町では、町内
地区対抗で15分以上運動した人の参

加率を競いました。町全体の参加率
は10.9％。参加率上位の３地区には、

布野地区公衆衛生推進協議会からの
粗品を、地区長さんを通じて送らせ
ていただきます。
参加していただいた皆様、連絡し

ていただいた皆様、どうもありがと
うございました。

トレーニング拠点定期指導をご利用ください

布
野
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所
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順位 地区名 参加率
地区
人口

参加
者数

１位 中郷 58.3% 24人 14人

２位 奥之迫上 28.6% 14人 4人

３位 町中 26.4% 91人 24人

市内にはトレーニング拠点施設があります。布野町では布野保健福祉センター
が拠点施設となり、ウォーキングや筋トレなどのマシンが設置されています。
定期指導では、初めてマシンを利用する際の使い方や説明を行います。また

個人個人にあわせた重さなどの負荷のかけ方なども習うことができます。運動不足の方、
最近歩きにくくなったと感じる方、ご自身の健康維持・増進のためにご利用ください。

特定外来生物
オオキンケイギク駆除にご協力ください

オオキンケイギクは日本各地に群生、５～７
月ころ鮮やかな黄色いコスモスのような花を咲
かせます。北アメリカ原産の外来種で、繁殖力
が強く我が国本来の植生に重大な悪影響を与え
る恐れがあります。環境省は平成１８年２月、
「特定外来生物」に指定しました。外来生物法
では、指定された生物を飼育・栽培・保管・販
売・譲渡等は原則禁止されています。
田の畦畔など、皆さんの私有地に生えている

のも見かけます。抜き
取るか除草剤をかける
など、これ以上拡大さ
せないように駆除にご
協力をお願いします。
不明な点は布野支所

に問い合わせください。

三次市布野支所 ℡ 54-2111

＊ 参加率上位の３地区 ＊

【施 設】 布野保健福祉センター ２階トレーニング室

【定期指導】 毎週金曜日 13：30～15：00（トレーニング室は毎日9：00～22：00の間利用できます）
【利用料】 100円（６５歳以上の方、障害者手帳お持ちの方は無料）


