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2月に株式会社OTGINOの石井工場と北
友田にある本社を訪問しました。
石井工場では炭酸水「クオス」の製造工

程を見学しました。色んな味の炭酸水の試
飲もさせていただきました。
本社では経理部や営業部などの部署も見

学して、それぞれの役割などを詳しく説明
していただきました。
3月に閉講式を行いました。初めに集落

支援員の久積さんが撮った「あまがせのお
まつり」を観て、その後、半年間の活動の
振り返りをしました。

3月25日（木）に天瀬公民館にて自分史の贈呈
式とリモートによる交流会を行いました。
別府大学と公民館の交流事業の一環として、一

昨年の11月に別府大学の長尾秀吉教授と学生が天
瀬公民館に訪れ、高齢者の方々等に幼少期から現
在までのことを聞き取りました。
新型コロナウイルス感染症拡大のため、自分史

づくりの作業が遅れていましたが、この度完成し、
公民館にて贈呈式を行うことができました。別府
大学の長尾教授も出席していただきましたが残念
ながら、当時聞き取りを行った学生はリモートで
の参加となりました。学生から当時を振り返って
「貴重なお話が聞けて良かった」「昔の遊び（竹
馬など）の話を聞いたことが印象深かった」など
の感想が聞かれました。
一方、参加された高齢者の方からも「立派な自

分史が出来た」「初対面の学生さんといろんな話
ができて楽しかった」「一緒に写真が撮りたかっ
た」「自分の孫にも読んでほしい」などの感想も
聞くことが出来ました。

別府大学・学生さんの皆さん方へ

「自分史」（私の生涯）を戴き大変恐縮しております。

私は、この2月で卒寿を迎えました。みなさんとオンライ

ンでお話ができるなら、是非お礼が言いたいと思いひと

言認めました。

卒寿を機会に運転免許証を返納しました処、この頃

から脊推管狭窄症を患い、足が少し不自由になり、元

気ですが今日は欠席させて頂きました。

若い皆さんに囲まれて、あの日は上機嫌でした。嬉し

さのあまり、日田弁丸出しでさぞお困りだったのではな

いかと思います。
こうして活字になり、28ページにも及ぶ生涯の出来事
が、一つのドラマとなり味のある「自分史」となりました。
何度も読み返しながら、自分の生涯を思い起こして楽
しんでいます。こうした機会を作っていただいた皆さん
や、公民館の方々に厚くお礼を申し上げます。有難う
御座いました。

令和3年3月25日
穴井 幸雄 （馬原）
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令和3年度の公民館主催教室の参加者を募集します。ご参加お待ちしています。

対 象：男女問いません
開催日：毎月第1、3水曜日
時 間：午前10時～
場 所：天瀬公民館3階大会議室

参加費：無料（見学可）
内 容：ステップ運動 スロージョギング

血圧測定など

対 象：男女問いません
開催日：東渓分館 毎月第3火曜日

五馬分館 毎月第2水曜日
時 間：午前10時～午前11時30分

参加費：無料（見学可）
内 容：テキストを使って、音読、簡単

な計算 レクリエーションなど

対 象：成人男性
場 所：天瀬公民館調理室
年会費：3,000円

（初回開催時に徴収）
定 員：18名（先着順）

講 師：髙倉喜久子さん
開 催：全8回開催予定

※第1回目は5月25日（火）午前10時～
を予定しています。
※年会費は各回の材料費に充てます。
視察研修を1回予定しており、
別途参加費が必要となります。

※申し込み締切り日 5月17日（月）

公民館に大きな和太鼓が2台あります。和
太鼓に興味がある方がいらっしゃったら公民
館までご連絡ください。男女・年齢は問いま
せん。

○募集人員：5名以上

天瀬町の歴史を勉強して、探
訪してみませんか。

・年会費：1,000円
・開 催 ：年6回を予定

・申込締切り日：5月31日（月）

・募集人員:10人程度

◆連絡先 天瀬公民館

TEL 57-8212

◆あまがせ笑楽康
【ステップ運動で健康づくり】

◆サークル笑顔・東溪

◆サークル笑顔・五馬
【認知症予防教室】

◆ザ☆男メシ

◆和太鼓クラブ（仮）会員募集
太鼓に興味のある方へ

◆歴史探訪教室



若干名 福澤正道

13:00～16:00 第4土曜日 天瀬短歌会 一般男女 若干名 日野正美

10:00～15:00 第2、4火曜日

矢幡なほみ

20:00～22:00 毎週木曜日 五馬民謡 一般男女 若干名 安達義彦

五
馬
分
館

19:30～22:00 毎週火曜日 五馬三味線 一般男女 若干名

19:30～22:00 第1、3水曜日 五馬カラオケ 一般男女

9:00～11:00 月1回 銀杏句会 一般男女 若干名 安達恵美子

13:00～14:00 第2金曜日 生け花 一般男女 若干名 千原フミ子

19:30～21:00 第2、4木曜日 書道 一般男女 若干名 池永晃（渓洲）

15:00～17:00 毎週水曜日 子ども書道（東渓） 小中学生 若干名 須崎智子

19:30～21:00 毎週水曜日 東溪囲碁愛好会 一般男女 若干名 高倉充政

10:00～15:00 第1、3火曜日 押し花 一般女性 若干名 矢幡和子

19:30～21:00 月1回 歴史研究会 穴井幸雄

東
　
渓
　
分
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13:30～15:30 毎週月曜日 手編み 河津育子

天
　
瀬
　
公
　
民
　
館

16:00～17:00 毎週水曜日 子ども習字 井上理恵

19:30～21:30 毎週金曜日 卓球 音成正明

15:00～19:00 毎週火曜日 天瀬囲碁クラブ 一般男女 若干名 相部俊男

10:00～12:00 第1火曜日 パッチワーク 矢野明美

13:30～15:30 第2火曜日 絵手紙 一般男女 若干名 用松清美

すこっぷ三味線 園田豊士

13:00～16:00 毎週火曜日（月三回） 太極拳 明石亘平

13:30～15:00

教室名 講師

第2、4火曜日 コーラス 一般男女 若干名

19:00～21:00 第2,4月曜日

若干名 魚返ヨシエ

共楽会 一般男女 若干名 川野芳男

若干名 川村千恵子天瀬民謡 一般男女

13:30～15:00 毎週月曜日 千芳会（東渓） 一般男女

20:00～22:00 毎週火曜日

13:30～15:30 毎週金曜日 豊和美会 一般男女

若干名 麻生知恵子
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穴井純成

対象者 募集人員

一般女性

一般男女 若干名

若干名

一般男女 若干名

一般男女 若干名

一般男女 若干名

小中学生 若干名

一般男女 若干名

令和３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。
開催日時等は、４月現在のものです。教室によっては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。
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3月22日から4日間でＥxcel初級講座を開催し
ました。講師には花月ＰＣ－ＮＥＴの石松正幸さ
んをお招きして、Excelの基本操作から簡単な関数
を学びました。最後は町内会の収支報告書の作り
方を教えていただきました。

2月は講師に弁護士の平松まゆきさんをお招きして、「わたしが
アイドルから弁護士になるまで」と題してお話していただきました。
アイドル時代のお話、社会人になってから弁護士を目指すキッカケ、
司法試験の苛酷さなどを話していただき、とても貴重な時間でした。

2月のメニュー
は、ちらし寿司、
菜の花の酢和え、
すまし汁でした。
ちらし寿司はエビ
やホタテ、煮あな
ごなどが入ってボ
リューム満点でし
た。

4月11日に塚田コミュニティセンターで、あまが
せふれあいウォーキングin塚田を塚田自治会と共催で
開催しました。およそ180名の参加があり、約4㎞の
コースをゆっくり歩きました。コミュニティセンター
の前には多くのチューリップが咲いており、春を感じ
ることが出来ました。芝生広場ではグラウンドゴルフ
が行われ、他にも女性オカリナグループ「アナベル」
によるミニコサートも行われました。

３月は講師に整理収納アドバイザーの藤田郁子さんをお招きして
「整理収納で暮らし力アップ講座」を行いました。

整理とは？収納とは？という基本的なことから教えていただき、皆さ

ん目から鱗が落ちる思いでした。今回の話を聞いて皆さんの暮らし力が

アップしていただければと思います。

編集後記 新型コロナが、全国的に憂慮ならない状況となってい

ます。ワクチン投与に期待するところですが、日田市

でも高齢者のワクチン接種が始まるようです。▼さて、公民館事業ですが、

今年度も通常通りの事業とはいきませんが、コロナ対策をしっかりながら

「つどう」「まなぶ」「むすぶ」を基本に、人づくり、地域づくりに努めてい

きたいと思います。ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

天瀬町の人口と世帯

人 口 4,222人

男 1,999人

女 2,223人

世帯数 1,889戸

（R3.3.31現在）

3月は肉うどん、いな
り寿司、かき揚げを作
りました。かき揚げを
うどんに乗せると麺が
見えないくらいのボ
リュームになりました。


