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『思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり』

１０月３１日（日）に東有田中学校文化祭が開催されましたが、今年
も新型コロナウイルスの感染防止のため、地域住民の方の参加は叶いま
せんでした…。
そこで、文化祭で展示された生徒の皆
さんの熱意あふれる作品をぜひ地域の方
にお披露目したいことから、東有田公民
館の応接室にて文化祭作品展を実施して
います。展示しているのは、毛筆、デザ
イン画、写生の各作品です。
期間は１１月２６日（金）まで。
生徒の皆さんの力作をご覧ください。

フェルメールの名画をリメイク？
テーマは『ネオン街』センスが秀逸です！
彩りを公民館でご確認ください！

高齢者を対象とした生涯学習事業『生きがい大学』
（全３講）を１２月よりスタートします。
今年は新型コロナウイルスの感染防止のため、会場
を東有田公民館・池辺町公民館・羽田多目的交流
館・月出山多目的交流館の４つに分け開催します。
お近くの会場でご参加ください。
今年度は全３講を予定。各講座の内容は次の通り
です。
＊第１講 高齢者のための防犯講座と回想法
※詳しくは右記をご覧ください ➡
＊第２講 お楽しみお笑い講演会（講師未定）
※１月を予定しています。（４会場で実施予定）
＊第３講 東有田地区親善グラウンドゴルフ大会
※３月を予定しています。（ウッド平島公園予定）
※各講座は「ひがしありた公民館だより」もしくは案内チ
ラシ（班回覧）でお知らせします。

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。

【会 場】
《池辺町公民館》
＊期日：令和 3 年 12 月 6 日（月）10:00 から
《東有田公民館》
＊期日：令和 3 年 12 月 6 日（月）13:30 から
《羽田多目的交流館》
＊期日：令和 3 年 12 月 16 日（木）10:00 から
《月出山多目的交流館》
＊期日：令和 3 年 12 月 20 日（月）10:00 から
（井戸端交流サロンにて実施予定）
【内 容】
①高齢者のための防犯講座
講師：中井暢人巡査部長（有田警察駐在所）
②懐かしの写真・映像をみて語り合いましょう！
＊回想法… 昔の写真や映像、音楽などに触れ、自分の
経験や思い出を語り合う活動。認知症予防としての効果
が期待できるそうです。

【参 加】 どなたでも参加いただけます！
お問い合わせは東有田公民館まで（24-8141）
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【第２面】

１０月２３日（土）羽田多目的交流館グラウンドで、
令和３年度世代間交流グラウンドゴルフ大会を行い
ました。
これは、ムクの樹体験クラブ（高学年）とジュニア
（低学年）の参加児童と東有田地区老人クラブ連合会
の皆さんとの交流事業として行うもので、平成２４年
度から９回目の開催となります。
今年は児童１７人、高齢者１２人（合計２９人）
が参加し小学生と高齢者の混成グループでラウンド。
児童の皆さんは、高齢者の方から優しく教えてもらい
ながら、楽しくプレ
イができました。
競技後はみんな
でお昼ご飯！交流
館で美味しいカレ
ーを食べて交流を
深めました。

有田小学校５年生児童が１０月７日（木）、学校近く
の田んぼで稲刈り体験を行い、持ち慣れない鎌を手
に、大きく育った稲を刈り取りました。
普段することのない稲刈り作業。“刈る、結ぶ、掛け
る”作業は子どもの

令和３年１１月１５日発行

１０月１７日（日）、ありた陸上教室として今年初めて
の陸上記録会に出場しました。
出場したのは１００ｍ走と８００ｍ走の二種目。新型コ
ロナの影響により前の週まで施設が使えず、ぶっつけ
本番に近い状態での出場となりました。
開講式の時に設定した目標タイムをクリアした人、そ
うでなかった人、それぞれですが、参加児童の皆さん
は今発揮できる力を出し切ったと思います。
今 年 は １１ 月
１４日（日）が最
後の記録会。
目標クリアを目
指し、頑張りま
しょう！

１０月１９日（火）と２１日（木）の２日間、有田小学校
区の地域の方が、６年生の家庭科授業でナップザック
のミシン掛け指導を行い、東有田地区からも３名の方
が参加され、熱心に指導しいただきました。
最近では家庭

手にはたいへんで

でミシンを使うこと

す。このような体験

も少なく、家庭科

をきっかけにお米

の授業は子ども

づくりの有難さを感

にとってとても貴

じて欲しいですね。

重な機会となって
いるようです。

有田小学校付近の交差点で、１０月２日（土）ヒマワリの種まき体験
が行われました。
これは「諸留・上諸留地域資源保全組合」の活動の一環として行
われたもので、諸留町と上諸留町の子どもと保護者が参加しました。
ヒマワリは１１月から１２月に見ごろになるのではとのこと。大きなヒ
マワリが咲き誇る風景がとても楽しみですね！
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ひがしありた女性セミナー第２講を１０月１５日（金）に
実施しました。
この日は障がい者理解をテーマに、障がい者の相談

令和３年１１月１５日発行

女性の料理教室を９月１５日（水）に第２講、１０月１３
日（水）に第３講を実施しました。
第３講は１０月中旬と

支援を行っているＢｅｅすけっと（社会福祉法人すぎのこ

いうことで、キノコなど秋

村）施設長石松聡美さんにご講演いただきました。

の食材を使用するなど、

講演では、石松さんが長年障がい者支援に携わった
エピソードを通して、障がい者

季節を感じさせる献立
となりました。

の方やその保護者の皆さんの
置かれた環境や思いなどをお
話しいただきました。
また、ユニバーサルデザインに
という考え方が普及し、障がい者
の方への配慮が施された商品や建物が増えてきている
ことを学びました。

男の料理教室は第２講を９月１５日（水）、第３講を１０
月２０日（水）に実施しました。
男の料理教室では“家庭でも気軽につくれる料理”を
信条に学習中！第２講
は牛丼を、第３講はチャン
ポンをつくりました。

認知症予防教室『めだかの学校』は、本校（東有田公
民館）と羽田分校（羽田多目的交流館）で行っていま
す。お気軽にご参加ください。

【東有田本校】第２水曜日 午前９時３０分から
【羽田分校】 第４水曜日 午後３時ごろから

家庭で振舞う『男料理』。
今回、ご家庭での出来は
いかがでしょうか…？

９月２５日（土）東有田地区老人クラブ連合会主催の
「第２１回東有田シニアスポーツ大会」がウッド平島公
日田市老人クラブ連合会主催の親善グラウンドゴルフ

園で開催されました。

大会が１１月１１日（木）、ウッド平島公園で行われまし

シニアスポーツ大会は東有田各地区老人クラブ会員

た。今年度は、三花、小野、東西有田の４地区合同で

の健康増進と交流を目的に実施しているもので、グラ

実施。１００人を越す大会となりました。

ウンドゴルフとペタンクの２競技を競い合います。

時折り小雨が降るあいにくの天候でしたが、日頃から
練習に励む成果が発揮されたのではないでしょうか。
なお、今回の大会、東有田地区の梶原健次郎さん

この日は気持ちの良い晴天に恵まれ、楽しく親睦を
深めることが出来ました。 結果は次の通りです。
【グラウンドゴルフの部】

（諸留町）が個人優勝を勝ち取りました。おめでとうござ

＊優 勝：諸留町 B ﾁｰﾑ

います！

＊準優勝：諸留町 A ﾁｰﾑ
＊第３位：松野町ﾁｰﾑ
【ペタンクの部】
＊優 勝：池辺町 A ﾁｰﾑ
＊準優勝：池辺町 B ﾁｰﾑ
＊第３位：東羽田町ﾁｰﾑ
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令和３年１１月１５日発行

令和３年度の日田市市政功
労者表彰式が１１月３日（水）パ
トリア日田で行われ、月出町の
阿部康夫さんが、椎茸生産者と
して乾椎茸の生産普及と林業
の振興･発展に尽力された功績
１０月２８日（木曜日）。由布市挾間町はさま未来館で

により受賞されました。

行われた令和３年度第７２回大分県公民館研究大会に
て、菅田敏幸さん（諸留町）が公民館運営審議会表彰を
受賞されました。

全国老人クラブ連合会より月出町老人クラブが活動

菅田さんは３６年間に亘り、

賞を受賞。また日田市老連より、諸留町老人クラブが

東有田公民館運営員会副会

加入促進賞の優秀賞を受賞されました。

長や常任委員などを歴任し、
公民館活動を通じた地域活
性化に貢献。災害時における
復興の取り組みにも尽力した
功績が認められました。

11/17（水）10:00～

女性の料理教室

11/19（金）10：00～

ひがしありた女性セミナー第 3 講

11/19（金）9：30～

巡回相談会

11/20（土）9:00～

ムクの樹体験クラブ＆ジュニア

11/23（火）10:00～

男の料理教室

11/24（水）15:00 ごろ

めだかの学校羽田分校

12/5（日）10:00～

ムクの樹体験クラブジュニア
生きがい大学第１講
池辺公民館会場
生きがい大学第１講
東有田公民館

12/6（月）10：00～
12/6（月）13：30～

※ご参照下さい➡

12/8（水）10：00～

女性の料理教室

12/9（木）9:30～

めだかの学校（本校）

12/9（木）10:00～

東有田中学校郷土料理教室

12/11（土）10:00～

ムクの樹体験クラブ
生きがい大学第１講
羽田多目的交流館会場

12/16（木）10：00～
12/21（火）10：00～
12/20（月）10：00～
12/22（水）15:00 ごろ

男の料理教室 ※予定
生きがい大学第１講
月出山多目的交流館会場
めだかの学校羽田分校

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１１月１９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３１日（衆議院議員選挙
の投票日）東有田公民館でカギの落
とし物がありました。心当たりの方は東
有田公民館（24-8141）にご連絡
ください。

振興センター窓口横の書架に配置している淡窓図書館の
貸出し用図書が変わりました。タイトル等はホームページをご
参照ください。 URL：hita-k.org/higashiarita/

