
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日田市東有田公民館 令和４年１１月１日 №１３７ 

〒877-1371 日田市諸留町 52 番地 

TEL 24-8141 FAX 27-7433 

mail  h-aritak@hita-net.jp 

世帯数：599 世帯（0） 

人 口：1,510 人（-10） 

９月 3０日現在（７月末比） 

『思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり』 

 

 

大人のムクの樹体験クラブ、いよいよ第 1講を開催し

ます。 

第 1講は、今いろんな年齢層の方に注目されている

『苔玉』づくりです。 

『苔玉』とは、ボール状に丸めた土で植物の根を包

み、周りにコケを張り付けるもので、室内鑑賞用として

最近話題です。モフモフでとってもかわいい苔玉を作

ってみませんか？参加申し込みは下記の通りです。 
 

＊期 日 令和４年１１月２４日（木）午後７時から 

＊場 所 東有田公民館集会室 

＊参加費 １，０００円 ※材料費 

＊申込み １１月１５日（水）までに、 

東有田公民館へご連絡 

願います。 

＊定 員 １０名 ※先着順 

 ※ハサミと持ち帰りの袋をご持参ください。 

 

 東有田の魅力を深掘りする『ひがしありた塾』を開催し

ます。歴史や自然、文化や産業など、知っているようで

知らない「東有田」を学んでみませんか？ 

 申し込みは東有田公民館（24-8141）までご連絡をお

願いします。 
 

第１講 『歴史編』 

【座学】 演題『森藩有田領の村々』 

＊期 日 １１月７日（月）午前１０時から 

＊場 所 東有田公民館集会室 

【現地学習】『森藩を現地で学ぶ！』（バス研修） 

＊期日 １１月２４日（木）午前９時出発予定 

＊場所 玖珠町各所を訪ねます 

 ※参加費として、昼食代等をいただきます 
 

＊第２講以降は、自然編、産業編を予定しています。 

  詳しくは公民館だよりやチラシを配布しますのでご確

認ください。 

 

シニアの方向けスマートフォン講座を開催します！ 

今回はスマホの初級から中級編！もっと便利な使い

方を学んで、スマホ操作をレベルアップしませんか？ 
 

＊対 象 東有田地区にお住いの方 

＊内 容 ・スマホ基本操作の振り返り 

・音声検索、アプリのダウンロード、

セキュリティについて等 

＊実施日時 １１月１６日（水）～１８日（金）、２１日

（月）２２日（火）の５日間 

午後２時３０分～午後４時３０分まで 

＊場 所 東有田公民館集会室 

＊定 員 ８人 

＊参加費 ９９０円（教材用テキスト代） 

＊申込期間 １１月１日（火）～１１日（金） 

【申し込みは公民館（24-8141）にご連絡ください。】 

※ご不明な点がございましたら公民館にお問い合

わせください。 

 

令和４年度生きがい大学を下記日程で実施を予定

しています。ぜひ、ご参加ください！ 
 

【第１講】 健康づくり レク式体力チェック 

男女年代を問わず「いつでも・誰でも・簡単に」でき

る体力テストです。自分の体力を知ることはとても大

事なこと！ぜひご参加ください！！ 

＊期 日 令和４年１１月３０日（水）午前１０時から 

＊場 所 東有田公民館集会室 

＊講 師 髙宮隆二氏（久留米市） 

＊内 容 着座体前屈、棒反射、棒バランス、タオ

ル絞り、ストローなど 

＊その他 ・動きやすい服装でお越しください。 

・上靴をご持参ください。 

※第２講は、矢野大和さんの口演会です。１２/１５

（木）に東有田公民館と羽田多目的交流館で行いま

す。（月出山多目的交流館でも１２/２０実施予定） 
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ムクの樹体験クラブ第４回とムクの樹体験クラ

ブジュニア第３回の活動を９月１７日（土）に行

いました。この日の活動は環境学習として「川辺

の生物学習会」を実施。講師は大分生物談話会の

高野裕樹さんにお願いしました。 

学習会では有田川をメインにした『川』のクイ

ズに挑戦。クイズを通して自然環境に 

ついて学ぶことができました。 

また、高野さんが有田川から採っ 

てきた魚や昆虫、カエルなどの生き 

物とのふれあいタイムでは、児童の 

皆さんは楽しそうに触っていました。 

普段、川で遊べない児童の皆さん 

ひがしありた女性セミナーの第２講を９月１５

日（木）に実施。この日は、障がい者相談支援事業

所ＢＥＥすけっとの石松聡美さんを講師に障がい

者理解学習を行いました。 

講演では、障がいについての基本的な話や、すぎ

の子村やＢＥＥすけっとでの活動やエピソードを

通じて、障がい者の方が置かれた現状を学ぶこと

ができました。 

 このような学習の機 

会が増え、少しでも障 

がい者の方が住みやす 

いまちづくりが実現で 

きればと思います。 

にはとても貴重な機会となったと思います。 

 また、１０月２３日（日）には前津江の釈迦岳

登山を実施。クラブ＆ジュニア参加児童と保護者

の方も加わり、秋の釈迦岳にチャレンジしました。 

釈迦岳の登山口に入るといきなり急勾配の山道

に四苦八苦しましたが、頂上に登ると好天にも恵

まれ、素晴らしい景色に癒されました。もう少し

で紅葉の見頃を迎えそうな釈迦岳。とても疲れま

したが、気持ちの良い１日となりましたね！ 

ありた陸上教室は、１０月９日（日）に開催され

た第４回日田市陸上記録会に参加しました。 

 100ｍ走には全員参加。800ｍ走には４年生以上

の児童が出場しました。 

 前回より記録を 

縮めたひと、悪く 

なったひと、それ 

ぞれでしたが、一 

生懸命頑張る姿が 

たくましく見えま 

した！ 

 薄曇りで肌寒かった１０月２９日（土）、羽田多目

的交流館で、世代間交流グラウンドゴルフ大会を行

いました。 

 参加したのは、東有田地区老人クラブ連合会役員

の皆さんとムクの樹体験クラブ＆ムクの樹体験ク

ラブジュニアの参加児童の皆さん。 

児童と高齢者の混 

成グループでグラウ 

ンドゴルフを楽しみ 

ながら交流ができま 

した！ 

 

  

 ムクの樹体験クラブ第５回は１０月２３日（金

祝日）に、ぴぃたぁパンの家（石井３丁目）で「パ

ンづくり体験」を実施。メロンパン、ピザトース、

創作パンの３種を作りました。創作パンづくりで

は、好みの具を入れ、デコレーションをして自分

だけのパンが出来上がりました！ 
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今回の「聞いてみてん！ひがしありた人」は１１月から私の

小さな『個展』に作品を展示する大倉薫さんにお話をうかが

いました。 

自閉症の障がいがある大倉薫さん。現在は市内で働きな

がらマンガやイラスト制作に取り組まれています。 

大倉さんがマンガやイラストを描くきっかけとなったのは、

小さい頃から大好きだったゲームやアニメの影響が大きかっ

たそうで、年齢が上がるにつれ、漫画のようなものを描くよう

になり、アニメなどのキャラクターをまねてオリジナルのキャラ

クターを作り始めたそうです。また、絵を描いていて、「メロデ

ィポップス♪」のキャラクターたちがいろんなことをして楽しん

でいるのが面白く感じるそうで、自分自身もキャラクターたち

の世界に入り込んで楽しんでいる様子でした。 

これからは、勇者とその仲間たちが活躍する物語や、転生

した者たちの物語、そしてヒーローものの作品を作ってみた

い、と意欲満々の薫さんでした。 

２０１５年より、オリジナル漫画『メロディポップス♪』を

描いている東有田地区在住の大倉薫さん（上諸留町）。 

自閉スペクトラム症の大倉さんは、日田支援学校高等部

を卒業後、清掃員の仕事をしながら漫画やイラストを描き

続け、漫画「メロディポップス♪」は、現在までに７巻１４０

ページを描き上げられています。 

昨年１０月には、大分県立美術館の障がい者アート展へ

の出展。先月は豆田の商店街で催された「まわると美術

館」で作品が展示されるなど、活動の幅を広げています。 

 また、「日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊か

に暮らせるまちづくり条例」のイメージキャラクターにメイ

ンキャラクターのポップスくんが採用されています。 

 東有田公民館では、９月のプレ展示会に続き、１１月１日

より『メロディポップス♪作品展』を開催します。 

 今回も漫画の手書きの原画やポップス君と仲間たちのイ

ラストを展示します。ぜひ、ご覧ください！！ 

自閉スペクトラム症とは…？ 

「対人関係が苦手」「強いこだわり」とい

った特徴をもつ発達障害の一つ。生活に支障

を来たし、福祉的・医療的サポートが必要な

こともあります。原因は不明ですが、生まれ

つきの脳機能の異常によるもと考えられて

います。 
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 有田小５年生が６月に植えたもち米は立派な穂が実

らせ、１０月１３日（木）に稲刈り体験を実施しました。 

地域の方の指導で、太く立派な株に育った稲を鎌

で刈り取り。刈った稲は竿に掛けて天日干しにしまし

た。気持ちの良い秋の晴天の中、子どもたちには貴重

な体験となりました。 

東有田地区老人クラブ連合会が主催する秋のスポ

ーツイベント、「第２２回東有田シニアスポーツ大会」が

９月２４日（土）にウッド平島公園で行われました。 

シニアスポーツ大会は、東有田地区の各地区老人ク

ラブの対抗戦形式で、グラウンドゴルフの部とペタンク

の部で勝敗を競います。今年も両競技で熱戦が繰り広

げられました。結果は以下の通りです。 

【グラウンドゴルフの部】 

          優勝 池辺町チーム 

準優勝 諸留町Ｂチーム 

第３位 諸留町Ａチーム 

【ペタンクの部】 

          優勝 東羽田町チーム 

準優勝 諸留町チーム 

第３位 月出町チーム 

 

 ひた生活支援相談センターでは、様々な理由で生

活にお困りの方や、病気などで不安を抱えている方、

就労などで困っている方の相談会を開催します。相談

は無料で予約は不要です。 

＊期日 令和４年１１月１８日（金） 

＊場所 東有田公民館図書室 

＊時間 午前９時３０分～午前１１時３０分 

お問い合わせ･ご連絡は、0973-22-5299 

（ひた生活支援相談センター 相談員 江藤） 

１０月２５日（火）、６年生の家庭科で行われるミシン

実習で地域の方が先生となり指導を行いました。 

６年生の実習はナップザックづくりです。地域の方

が丁寧にやさしくミシン掛けを教えながら、楽しい交流

ができた様子でした。 

©がくげい 

11/4（金）9:00～ ひがしありた女性セミナー 

11/6（日）8:30～ ありた陸上教室陸上記録会参加 

11/6（日）14:00～ ムクの樹体験クラブ 国際交流 

11/7（月）10：00～ ひがしありた塾第１講 

11/9（水）10:00～ 女性の料理教室 

11/16（水）～18（金） シニア向けスマホ講座（14:30～） 

11/21（月）～22（火） シニア向けスマホ講座（14:30～） 

11/22（木）10:00～ 男の料理教室 

11/24（木）9:00～ ひがしありた塾第２講 

11/24（木）19:00～ 大人のムクの樹体験クラブ 

11/30（水）10:00～ 生きがい大学第１講 

※ありた陸上教室は毎週火曜日と金曜日に実施中！ 

ホームページからカラーの公民館
だよりが読めますよ！ 

下記ＱＲコードをスマホなどで読み取

っていただくと、簡単に東有田公民館の

ホームページに繋がります。 

 


