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※参加費に関しては協議会まで
お問い合わせください。
※会場は会館カフェ以外はあぷりこです。

金

2

土

3

都野津町づくり協議会
令和 2 年 1 月号
都野津町 2358-1 ☎0855-53-0453
https://www.tsunozuaprico.com
都野津あぷりこ

検索

4

―新年のご挨拶―

年賀会

あぷりこ休館

10:00～ 11： 00

都野津町づくり協議会 会 長 佐々木 一幸
5
あぷりこ休館

12

6

7

＊ポールエクサ
サイズ
13： 30～

13

8

9

☆金物類・金物類
粗大ごみ
👤いきいき百歳体
操
10： 00～

☆資源ごみ

♪歌声喫茶
9： 30～ 12： 00

14

15

16

👤いきいき百歳体
操

10：00～
自治会長会議
19：00～

19

20

21

11

17

18

☆ガラス・陶
器・有害ごみ
☕会館カフェ
12:00～15：00

書道教室
18： 00～

22

23

24

25

♪歌声喫茶
9：30～12：00

👤いきいき百歳体操

まちなか処方学
13：30～16：00

10

＊ポールエクササ
イズ

10： 00～

13： 30～

26

27

28

29

30

31

👤いきいき百歳体操

令和元年度都野津町文化祭

10： 00～

▼マチネの終わりに

文責 角の会

▼まなの本棚

クイズ 1

▼5 分後に意外な結末 ex

都野氏によって構築された山城は城砦的性格のもので、人工を

バラ色のトゲのある人生
▼47 都道府県の歴史と地理がわかる辞典

加えた大規模のものではなかった。この城砦の目的は主として何

▼ホンこわ！47 都道府県あなたの県の怖い話

であったでしょう。

▼ぷっちぐみの！おえかきドリル

イ、 当時、中国からの進入を防ぐため
ロ、 密輸を防ぐため
ハ、 海岸交通路を押さえて敵の侵入を防ぐため
答え・ハ、海岸交通路を押さえて敵の侵入を防ぐため

４
応募用紙

新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては平穏無事に新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げま
す。旧年中は町づくり協議会活動へのご参加・ご支援いただきましたことに深く感謝いたし
ます。
「あけましておめでとうございます」という言葉から日本の新年は始まります。町づくり協議
会も心新たに、町づくり・つながりの仕組みづくりに取り組んでまいります。町づくり協議会
は、今年で 5 年目を迎えます。町民の皆様に活動状況が、形として見えるように努めてま
いります。町づくりは町民の参画なしではなしえません。会員の皆様のご協力を切にお願
いしたいと思います。
おわりに、会員皆様のご健勝とご活躍を祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

広報誌「あぷりこ（№39･1 月号）」へのご意見ご感想をお聞かせください！
☆ 応募者の中から抽選で ３ 名様に謝礼品（商品券 ５００ 円）を贈呈 ！ ☆

１１月２３日（土）・２４日（日）に都野津町文化祭を開催しました。初日の文化講演会は、「駅 de 映画館」
の実施報告が江津高校生徒及び島根大学学生により行われました。駅の活用を語る学生たちの熱意に
聴衆者も熱心に聞き入っておられました。また、都野津についてのワークショップが行われ、飛び入りで
参加された方々と活発な話し合いが出来ていました。角の里フェスティバルへの出場者が少なくステージ
がさみしくなったことは反省点です。町民の皆さんの素晴らしい作品が展示されましたが、例年出品が少
なくなっていることも気がかりです。その中にあって、小学２年生作品の飾り傘が会場に華やかさを作り出
してくれました。都野津子ども会によるバザー、有志の方の農産物や手作り品
及び食べ物の販売が行われ、好評を得ることができました。
今回、大阪を拠点として活躍中のアカペラ歌手、山本隼也さんが、文化祭に
一役買ってくれました。今年の文化祭は、新しい試みも入れて実施しました。う
まくいった点、いかなかった点がありました。今後、皆様方のご意見を聞きなが
らより良い文化祭にしていきたいと思います。

（佐々木会長記）

・応募者のご意見やご感想は、今後の広報誌づくりの参考にさせていただきます。
・当選者の方には自治会長から謝礼品が贈呈されます。※応募用紙ご記入の個人情報は謝礼品贈呈のみ使用します。

応募方法 ①この応募用紙を切り取り、うら面にある質問１・質問２にご回答ください。
②応募者の「氏名」、「町内」をご記入のうえ、2 月 29 日（土）必着で、あぷりこ（都野津地域コミュ二
ティ交流センター）または、都野津会館のポストに投函してください。
◎ホームページ（https://www.tsunozuaprico.com）からも応募可能です。
［ご注意］ 同じ自治会会員（ご家族等を含みます）から複数応募されても、謝礼品の複数当選はありません。
都野津町づくり協議会･広報部

駅 de 映画館の公演中です♪

１

ビンゴは江津高校生がお手
伝いしてくれました♡

№39

あぷりこ

令和 2 年 1 月号

№39

令和元年度都野津町文化祭

あぷりこ

都野津紹介コーナー

＝ 参加者から寄せられたご感想やご意見 ＝

新発売の「生どらわっふる」や、皮を改良・クリーム増量の「シュークリーム」がオススメです♪
♪
取材 memo

シュークリームはクリームがしっとり
して食べやすく思わず笑顔になる味で
した♡♡♡
☎ 0855-53-0131
㊡ 定休:水曜（大型連休後は振替休日あり）
⌚ 営業時間：8：00～19：00

生どらわっふる 184 円（税別）
シュークリーム 140 円（税別）

⌚ 日・祝祭：8：00～17：00

大腸がん検診
４０歳を過ぎたら、

“会場レイアウト等”に関するご感想やご意見など
・展示会場と講演会場は別にした方が良い。講演は単独のほうが良い。にぎやかでよく聞き取
れなかった。
・小学生の傘がとてもカラフルで素敵でした。楽しそうに踊っているように見えました。
・展示場所とイベント会場は別会場が良い。

大腸がん検診の２回目の締め切りが下記の通りです。

江津市健康医療対策課健康増進係 0855-52-7935（直通）
申し込み期限
２回目：令和２年１月７日（火）～１月 17 日（金）
3
質問１ 応募に必須です
広報誌「あぷりこ」№39・1 月号の掲載記事等でよかったもの
を、すべて○で囲んでください。 ※（ ）内の数字は掲載ページ

質問２ 応募に必須です
広報誌「あぷりこ」へのご意見・ご感想を記入ください。
＊掲載してほしい記事でも可能
（例）生活や健康に役立つ情報、地域の活動団体を紹介

・

新年のご挨拶 （1）

・ 文化祭記事(1)

・ 文化祭参加者からのご意見やご感想（2）
喫茶店でひと休み☻

・ 大腸がん検診案内（3）
・ 1 月の予定（4）

・ 都野津紹介 コーナー（3）

・ 1 月新刊案内（4）

・ つのづ町発見クイズ

（4）
応募者（氏名）

2

大腸がん検診を受けよう！

申し込み・お問い合わせ先は

“文化祭全般”のご感想やご意見など
・今年の文化祭は、今までの中で、一番中身が薄かった。
（講演を除いて）チラシについて書き
方、表し方が見にくかった。展示品が少なかった。若い人の参加が少なかったように思う。
・町民の周知は、声掛けが必要。
・昔に比べてさみしい感じがする。もう少し活気が出るといいなと思った。
・文化祭にビンゴゲーム、ゾロ目ゲームはて はて な。
・各種の展示が少なかった。子供、若い方、高齢者がみんなで楽しめる文化祭てなんだろう、
発案したか方には、勲章上げたいわ。

山本隼也さんライブ中♪

みなと

原材料にこだわった四季折々のお菓子をご用意してご来店をお待ちしております。

【11 月 24 日（日）】
・山本隼也さんのライブは、２３日のフェスタと一緒が良かった。
・山本隼也さんのライブについて、「声量がありとても聞きやすかった。」
喫茶コーナーについて、
「何もないより、コーヒーを飲みながらのアカペラライブは、なごみ
の一杯というか、ホッとする一杯、チョコレート２コが、多からず、少なからずで調度良か
った。」
サイコロふってゾロ目ゲーム大会について、
「自分がサイコロふるのも、他の人が、どんな目
を出すのかをみるのも、おもしろかったし、楽しかった。」
展示作品について、
「細かい地ころまでかけてあったり、工夫がされていて、象の水墨画は迫
力がありいい目の保養になった。」
・指編みマフラーは体験したかったけど時間が取れなかった。ステキな先生。

小学２年生の素敵な傘♡♡

菓子処

今月号より不定期連載ですが都野津の紹介をしていきます！
第一弾は菓子処みなとさんに取材に行きました♪

“各イベント等”に関するご感想やご意見など
【11 月 23 日（土）】
・ビンゴに参加したが、終わったとたんに、会場にいた人がほとんど帰っていたので拍子抜け
した。ステージ発表の出演者が少なすぎる。
・手作りの手芸品があれば良いと思った。
・令和元年の文化祭、盛り上がりがなかった。特に角の里フェスティバル。

詠 de 映画館講演

令和 2 年 1 月号

（

町内） ・連絡先

