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10月に有田小学校 5年生、6年生の家庭科の授業で

ミシンを使い、それぞれエプロン、ナップザックの作成を

予定していますが、授業でミシンの使い方指導をしてい

ただける方を探しています。 

これはコミュニティスクール（学校運営協議会制度）の

活動の一環として行うもので、学校教員の皆さんだけで

は指導が難しい学習活動について、地域の方の『力』を

お借りして補うことを目的としています。 

活動を通して、地域の子どもとのふれあいを楽しんで

みませんか？ 

申込みは東有田公民館（24-8141）にご連絡ください。 

 

 

日田市東有田公民館 令和３年 ９月１５日 №１３０ 

〒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：603世帯（△2） 

人 口：1,575人（△28） 

7月 31日現在（3月末比） 

『思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり』 

 

 有田小学校で東有田地区在住の児童を対象とした青少年

事業『ムクの樹体験クラブ』（高学年、以下クラブ）と『ムクの

樹体験クラブジュニア』（低学年、以下ジュニア）の合同開講

式と第１回の活動を 7 月 29 日（木）に実施しました。今年度

はクラブが 13人、ジュニアが 6人で活動します。 

 第１回の活動は保護者の方も参加しての「親子食育学習

会」。子どもも大好きなオレンジジュースを通して食品添加物

についての学習をしました。 

 

ＱＲコードで楽々アクセス！ 

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。 

ぜひ、ご利用ください。 

学習会では市販の 100％オレンジジュースを使

い、果汁割合の違いや無果汁のオレンジジュース

がどのように作られるのかを実験して、糖分の量の

多さや、香料を使うことでオレンジの風味がでること

を確認しました。 

今年も新型コロナウイルスの影響を強く受けそう

ですが、感染対策をしっかりと行い、コロナ禍でもで

きる活動を行う予定です。 

 
  

コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）と

は、保護者や地域の皆さんの声を学校運営に活か

していく仕組み。地域の子どもたちの成長を支え、地

域とともにある学校の実現を目的としています。 

 日田市では一昨年すべての小中学校に導入さ

れ、多くの地域の方々が様々な取り組みで、子ども

の学習･成長に一役買っています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムクの樹体験クラブの第 2回活動は、8月 11日（水）

と 12日（木）に、羽田多目的交流館でデイキャンプ活動

を実施。活動では、普段子どもだけではできない野外

活動を思いっきり楽しむ計画でしたが、11日からの大雨

により、外で活動できたのは飯ごう炊飯だけ…。それで

も夕食のカレー作りや講堂で行ったゲーム、みんなで

遊んだ自由時間など、子どもたちなりに楽しかったよう

です。 

結局、2 日目の昼食のときに避難指示が発令された

ため、保護者にお迎えをお願いし、残りの活動を全て

中止しました。 

なお、今年は東有田中学校の生徒 2名が活動ボラン

ティアで参加してくれました！ありがとうございました。 

 8 月 20 日（金）、ムクの樹体験クラブとジュニ

アの合同活動を行いました。 

 指導は日田少年少女発明クラブの代表で元学校

長の梶原浩先生。風車を工作し、風のエネルギー

について学習しました。 

 今回、まずは上級生のクラブ児童が風車づくり

を体験。経験した技術で下級生のジュニア児童に

指導をし、風車を完成させました。 

うまく回らない風車もありましたが、羽の角度

などを調節するなどして工夫していました。 

 ジュニアの第 3 回を 9 月 12 日（日）に予定していま

したが、前日の天気予報は降雨確立 80%越え…。安

全のため活動を延期しました。再度日程調整をする

予定です。 

今回訪問予定だった「森のようちえん おひさまの

はら」（前津江町）は森林や野原、里山などで自由に

遊び自ら自然を学ぶことを目的とする保育施設で、季

節ごとの動植物とふれあえる魅力いっぱいの“ようち

えん”です。東有田から登園する子どもさんもおられる

とか。次は晴天になりますように…。 

9月 11日（土）にみそづくり体験を行いました。 

蒸した大豆と麹を混ぜてつくる本格的なみそづく

り。大豆をつぶして、麹と混ぜ合わせるだけの単純な

作業ですが、手を抜かないことが重要です。 

熟成に 3か月くらいか 

かりますので、出来あがり 

は 12月下旬くらいでしょ 

うか。美味しいみそができ 

あがることを期待していま 

す！ 
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 ありた陸上教室が 7月 27日（火）に開講しました。 

 今年度は、8月がウッド平島公園、9月からは有田小

学校と陸上競技場で活動します。 

今年はコロナの影響により開始が遅れたこともあり、

最初の成果披露の場になるのは運動会（9/26）です。

成果が発揮できるよう頑張りましょう！ 

 ご紹介のとおり、今年から火曜日の活動は有田小学校グ

ラウンドで行います。子ども達の頑張っている姿を見に来ま

せんか。 



 男の料理教室第 1 講を 7 月 21 日（水）に実施し

ました。 

 この日は夏野菜を使った料理に挑戦。ナスのか

ば焼き丼、ナスとキュウリの酢の物、冷たいお吸い

物の 3品を作りま 

した。 

ナスのかば焼き 

は隠し包丁を入れ 

ることで見た目が 

ウナギそっくり！ 

味はあっさりして 

とても美味しかったです！ 

 第 2講は 9月 15日（水）を予定しています。 
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 昨年度まで開催していた成人セミナーは今年度より、

ひがしありた女性セミナーと名称を変え、成人女性を対

象とした事業に衣替えしました。 

 第 1 講を 7 月 16 日（木）に実施。アイスブレイク（ゲー

ム）と地域を語り合うグループワークを行いました。 

 グループワークでは東 

有田地区について、「い 

いところ」、「よくないところ」 

、「5年 10年先の東有田」 

について意見を出し合い 

ました。 

 東有田の魅力がたくさん 

あることが分かりましたが、 

課題も多いことが分かりま 

した。今後、セミナーを通 

じて、このような意見を活 

かせる取り組みを行いた 

いと考えています。 

 

 今年度の女性の料理教室第 1講を 7月 14日（水）

に実施しました。今年もコロナ禍での開催となるた

め、対策を講じながらの活動となります。 

 この日の献立は、 

そばサラダ、ムネ肉 

のマヨポン酢、豚肉 

とナスの梅風味炒 

めの 3品をつくりま 

した。 

 認知症予防教室『めだかの学校』は、新型コロナウイ

ルスの影響により 5月と 6月が休止となりましたが、7月

8日より再開しました。 

 めだかの学校は、東有田公民館の本校（毎月第 2 木

曜日 9：30から）と羽田多目的交流館の羽田分校（毎月

第 4水曜日 11：00から）を開催しています。 

 毎回、音読や計算ドリル、体操、レクリエーションなど

笑いが絶えない楽しい時間を過ごしています。 

 コロナで外出することが少なくなった方も多いと思い

ます。ぜひ、めだかの学校に参加していただき、笑って

元気になりましょう！ 

 めだかの学校への 

参加は随時受け付け 

ています。東有田公 

民館（24-8141）にご 

連絡ください。 

 8 月 2 日（月）、毎年夏に行っている公民館の大掃除

を実施。今年度は自主学習教室の皆さんに公民館内

の掃除のみ行っていただきました。 

 普段、なかなかできない窓ガラスやサッシの溝などを

丁寧に掃除していただ 

き、とてもキレイになりま 

した。暑い中、ありがとう 

ございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 3年 9月 17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） 

9/15（水）10:00～ 男の料理教室 

9/17（金）9:30～ 生活支援相談巡回相談会 

9/17（金）10:00～ ひがしありた女性セミナー第 2講 

9/22（水）10:00～ 女性の料理教室 

9/22（水）11:00～ めだかの学校羽田分校 

9/25（土）9:00～ 東有田地区シニアスポーツ交流大会  

9/26（日）9:00～ 
有田小学校秋季大運動会 

※一般の方の観覧はご遠慮願います 

10/10（日）9:00～ 世代間交流グラウンドゴルフ大会 

10/13（水）10:00～ 女性の料理教室 

10/14（木）9:30～ めだかの学校 

10/20（水）10:00～ 男の料理教室 

10/20（水）10:00～ 
月出町井戸端交流サロン（人権

学習会） 

10/27（水）11:00～ めだかの学校羽田分校 
 

※上記予定は天候や新型コロナなどの影響により変更に

なることがあります。 

※ありた陸上は毎週火曜日＆金曜日午後 6時から実施 

（予定日：9/14、17、24、28、10/1、5、8、12、15、19、22、26、29） 
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タイトル 著者 

秋霜 １         （大活字本） 葉室  麟 

秋霜 ２         （大活字本） 葉室  麟 

秋霜 ３         （大活字本） 葉室  麟 

花あらし 上       （大活字本） 阿刀田 高 

花あらし 下       （大活字本） 阿刀田 高 

秋の猫 上       （大活字本） 藤堂 志津子 

秋の猫 下       （大活字本） 藤堂 志津子 

若き獅子        （大活字本） 池波 正太郎 

横浜１９６３ 伊東 潤 

彼方の友へ 伊吹 有喜 

四十九日のレシピ 伊吹 有喜 

百年の轍 織江 耕太郎 

僕は金になる 桂 望実 

神様のカルテ 夏川 草介 

空の声 堂場 瞬一 

インタビューズ 堂場 瞬一 

歪んだ波紋 塩田 武士 

まほろ駅前狂騒曲 三浦 しおん 

船を編む 三浦 しおん 

対岸の彼女 角田 光代 

つるかめ助産院 小川 糸 

カブトムシ。クワガタムシ 海野 和男 

親と子の自由研究 太田 和良 

でんじろう先生のわくわく自由研究 米村でんじろう 

小学生のクッキングで自由研究 尾島 好美 

お菓子な自由研究 東京製菓学校 

男のええ加減料理 石蔵 文信 

片手鍋ひとつで作る炒め煮、マリ
ネ、スープ 

角田 真秀 

からだに効く、自然派おかずとごはん 中島 まき 

 

8月 15日発行の東有田公民館だより号外で既報の

とおり、今年 10 月に開催予定の『第 36 回東有田ふる

さとまつり』は、新型コロナウイルス感染症が収まらな

いことから、地区住民の皆様の感染防止のため、たい 

へん残念ですが中止となりました。（東有田公民館運

営委員会決定） 

なお、中止となっ 

た『第 36回東有田 

ふるさとまつり』は、 

令和 4年度に開催 

する予定です。 


