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７月初旬より降り続いた豪雨は、天瀬地区に甚大な
被害をもたらしました。
目を覆うばかりの惨状に、当初は心を痛めることし

か出来ませんでしたが、７月10日より19日まで、天
瀬地区社協と共催で天瀬公民館にて「炊き出し」を行
いました。
この炊き出しには、天瀬地区の５つの女性グループ

を中心に多くのボランティアの方々にご協力いただい
て実施することができました。他にも野菜やお米など
の食材なども多くの方より寄付していただきました。
ご協力いただいた皆様には心より御礼申し上げます。
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令和2年7月豪雨災害により、被災された方々に
心よりお見舞い申し上げます。

７月22日、天瀬公民館に心温まるエールが届けられ
ました。届けていただいたのは、大鶴公民館・夜明公民
館が主催する「大明チャレンジ教室」の参加児童とその
保護者の方々が書いていただいたメッセージです。

3年前の水害で大鶴・夜明地区も甚大な被害を受け、
その時に多くの方々に助けていただいた経験から、今回
被害を受けた天瀬町の皆さんに応援の意味を込めてメッ
セージを書いて、届けていただきました。

現在は公民館事務室の入口に掲示させていただいてい
ます。今後は多くの方々にも見ていただきたいと思いま
すので、東渓小やいつま小などでも掲示する予定です。

女性５団体が協力
炊き出しを行う

・食推協 ・ひまわり会

・生活研究グループ

・百人会 ・商工会女性部

（順不同）

大明小4年生のメッセージ
3年前助けていただいてありがとうございました。
大変かもしれないけど、頑張ってください！



若干名 福澤正道

矢幡なほみ

20:00～22:00 毎週木曜日 五馬民謡 成人一般 若干名 安達義彦

五
馬
分
館

13:30～15:30 毎週土曜日 五馬三味線 成人一般 若干名

19:30～22:00 第2、4水曜日 五馬カラオケ 成人一般

9:00～11:00 月1回 銀杏句会 成人一般 若干名 安達恵美子

13:00～14:00 第2金曜日 生け花 成人一般 若干名 千原フミ子

19:00～21:00 第2、4木曜日 書道 成人一般 若干名 津江治士

15:00～16:00 毎週水曜日 子ども書道（東渓） 子ども 若干名

19:30～21:00 毎週水曜日 囲碁 成人一般 若干名

20:00～22:00 毎週火曜日 華和会（塚田） 成人一般 若干名 栗山りつゑ

若干名 矢幡和子

20:00～22:00 毎週火曜日 天瀬民謡 成人一般 若干名 川村千恵子

河津育子

13:30～15:00 毎週月曜日 千芳会（東渓） 成人一般 若干名 麻生知恵子

東
　
渓
　
分
　
館

13:30～15:30 毎週月曜日 手編み 成人一般 若干名

10:00～15:30 第1、3火曜日 押し花 成人一般

19:30～21:00 月1回 歴史研究会 成人一般 若干名 穴井幸雄

19:30～21:30 毎週金曜日 卓球教室 成人一般 若干名 音成正明

16:00～17:00 第１・3・4水曜日 子ども習字 子ども 若干名 井上理恵

16:00～17:00 毎週火曜日 天瀬囲碁愛好会 成人一般 若干名

13:30～15:30 第2火曜日 絵手紙 成人一般 若干名 用松清美

穴井純成

10:00～12:00 第1火曜日 パッチワーク 成人一般 若干名 矢野明美

毎週火曜日（月三回） 太極拳 成人一般 若干名 明石亘平

13:30～15:00 第2、4火曜日 コーラス 成人一般 若干名

募集人員 講師

天
　
瀬
　
公
　
民
　
館

19:00～21:00 第1,4月曜日 すこっぷ三味線 成人一般 若干名 園田豊士

13:00～16:00
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13:00～16:00 第４土曜日 天瀬短歌会 成人一般 若干名 日野正美

教室名 対象者

13:30～15:30 毎週金曜日 豊和美会 成人一般 若干名 魚返カズエ

令和2年度の自主学習教室の新規受講生を募集します。ぜひ、ご応募下さい。
教室によっては開催日時等に変更がある場合がありますので、各教室へご確認ください。



イラスト著作権：がくげい
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新型コロナウイルス感染症予防のため、公民館の利用については制限されていまし
たが、７月１０日より以下の項目を守って利用することが出来るようになりました。

○利用団体の代表者の方に注意していただきたい事項
・人と人との間隔を２m以上確保して使用してください。
・１時間ごとに５分から１０分程度、窓を開けて換気を行ってください。
・利用の前後にドアノブや机、椅子等を消毒液で拭いてください。
・利用者名簿（連絡先・体温等記入）を提出してください。

○参加者の方に注意していただきたい事項
・マスクの着用をお願いします。
・手指の消毒(手洗い)は必ず行ってください。
・利用者名簿へ氏名等を記入してください。
・教室や会議の前後に密な状態で談話等をしないでください。
・体調不良を感じた時は、参加を控えてください。

○調理室の利用について
・利用人数は、調理台１台に３人までとします。
・使用前、使用後に調理器具を洗浄してください。
・料理を食べる時は、対面にならないようにしてください。
・換気の徹底をお願いします。

文集「天寿」１６年ぶりに発行
寿学級の文集天寿が 16 年ぶりに発行されました。 

昭和 52 年度に第 1 巻が発行されて以来、平成 15 年度 

までに 9 巻が発行。そこに収められたなつかしい方々の 

作品はどれも素晴らしく、是非今の寿学級生にも文集を 

楽しんでいただきたいと思い寿学級で取り組んだもので 

す。お陰様で各学級より 42 人の方から原稿を頂き、 

とても良いものが完成いたしました。 

 

当初、寿学級の閉校式で配布の予定でしたが、新型コロナウィルスの関係でのびのび 

   となっていました。そのため、寿学級 7 教室の各代表者に配布をお願いすることとし、 

6 月 10 日に贈呈式を行ったものです。贈呈式では高瀬敏明公民館運営委員長から 

髙倉勇会長らに学級生全員分が手渡されました。事業費は 200 部作製で、65,200 円 

（326 円/冊）でした。 

当面の間、各部屋の利用

人数は以下のとおりです。

3階大会議室 50人

3階小会議室 8人

3階和室 20人

2階中会議室 34人

2階小会議室 17人

調理室 18人
（調理台6台×3人＝18人）

ソーシャルディスタンス

（社会的距離を置く）

人との間隔は２ｍを
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6月16日に認知症予防教室のサークル

笑顔を東渓分館にて行いました。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、3月より公民館が休館となり、
久しぶりの開催となりました。
皆さん、首を長くして待ちわびてい

らっしゃいましたので、教室は笑顔が
見られました。

初めにラジオ体操をして、軽く体を
動かしました。自粛期間中はあまり
外出も出来ずに人との会話もなかったそうで、久しぶりの再開を喜ばれていました。

平和について考える日

編集後記

８月６日に五馬中学校にて平和学習が開催され
ました。講師に筑前町大刀洗平和記念館元副館長
の寺原裕明さんをお招きして、講演をしていただ
きました。

かつて東洋一を誇った大刀洗飛行場は特攻隊の
中継基地として多くの若い特攻隊員が出撃をした
場所でした。寺原さんは五馬中生徒と同年代の
特攻隊員の様子や心情を分かりやすくお話してい
ただきました。

最後に生徒代表者から「当時の様子を知ることが出来て良かった」などの感想を聞く
ことが出来ました。

７月豪雨は、大きな爪あとを残しました。被災されました方に、
心からお見舞い申し上げます。7月12日、旧天瀬公民館に日田
市社会福祉協議会のボランティアセンターが設置されました。

県内各地から毎日、多くのボランティアの方が救援に来てくれました。8月3日現在で
延べ2,293人になったと言います。そして、天瀬公民館は天瀬地区
社会福祉協議会と共催で、7月10日から19日までの10日間、被災
者の方を対象に炊き出しを実施しました。調理をお願いしました各
女性グループの活発な活動と、多くの方の手伝い、また、米やみそ、
野菜などたくさんの寄付を頂き、お陰様で無事に炊き出しを行うこ
とができました。少しでも、被災者の方に寄り添う事となったでし
ょうか。
たくさんの人の優しさ、好意に触れることとなり、有難く感謝を

申し上げる次第です。

天瀬町の人口と世帯
人口 4,323人
男 2,035人
女 2,288人
世帯数 1,910世帯
（Ｒ2・7月末現在）


