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発行：日田市上津江公民館
〒877-0311 大分県日田市上津江町 2710
電話 0973-55-2043 fax 0973-55-2728
メールアドレス：k-tsue-k@hita-net.jp
ホームページ：http://www.hita-k.org/kamitsue/
☆上津江の話題はホームページから！☆

右の写真は荒木ミツノさんからご提供
頂いた、上津江村役場落成式での写真で
す。
写真の左上部に「上津江村役場落成式記
念 昭和２５．１１．２８日」と記されて
いますので、今から７１年も前の写真とい
うことになりますね。
戦後間もないこの時期、建物の感じや服
装等が時代を感じさせますね。ご存知の方
は写っていらっしゃいますか？

日田市上津江公民館のホームページ

津江っ子チャレンジクラブ
９月５日（日）の津江っ子
チャレンジクラブ(津江小 4
～6 年生対象)は、久しぶり
にバス研修を行いました。
最初に向かったのは道の
駅「水辺の郷おおやま」。大
山町出身の人気漫画家 諌山
創先生の大ヒット作「進撃の
巨人」の HITA ミュージアム
を見学しました。

「昔懐かし思い出の写真」を募集してい
ます。変わってしまった風景、昔の祭りや
学校行事、農作業、その他、今では見るこ
とが出来ない、懐かしさを感じる上津江の
昔の写真をお寄せ下さい！公民館までご
持参できない場合は取りに伺います。
また、お預かりした写真はコピーを取ら
せて頂いた後、すぐにお返し致します。
お問合せは上津江公民館までお気軽に！
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上津江公民館

TEL：55-2043／FAX：55-2728

.

川柳作 品 のご紹介

・イ ノシシ に
負 け てな るかと 栗 拾 い

（
雄ち ゃん）

… ９月、 この時期 にな ると決ま って夕方 は

栗林 に出かけます。

・夜な べし て
柚子 の軸切り 初出荷

… 夜な べ…死語 にな り つつあ りますね。 子

(

)

（
シゲち ゃん）

ども の頃、毎 日夜な べ に稲 手を 一束
本 作らな いと、寝 られま せん でした。懐

か し い思 い出 です。

上津江の話題はホームページから！ １面上部の二次元コードもご活用下さい！

地 域 の方 々か ら お 寄 せ頂 いた 川柳 をご 紹 介
『
作品 ／説 明 （氏名 ・雅号）
』
します。

・流星 のご と
光り 輝き 飛 行す る

（
貴 子）

… 朝陽を浴び、光り輝 いて流星 のよう に飛行

機 飛ん でいた。

・脱炭素 水素で 快走 ト ヨタ車

… ７月にオー トポ リ スのレー スで、ト ヨタ社

だあ れんおら んご つな ってしもた

しま つぁ つかん

淳）
これ 以上、減 りま せんよう に。 （

… 歯 止め のきかな い上津 江 の人 口減少。

・津 江 のススキ
飾 れば月 が 親 の顔

… 出荷 した ススキを買 った福 岡 の方から、
「
お月見 で飾 ったら、 コロナ でな かなか会
えな い故郷 の親 の顔が浮かん できま し
春）
た。」と いうお電話を 頂きま した。 （

けんう ん

・絹雲 が
二人を見 下ろす 昼寝 どき

… 弁当箱持参 の山仕事。高 山 で見る空 には
秋 の雲が、まる で絵 の具 で描かれた様 でし
（
なでし こ）
た。

（
豊 信） ・父は つぶ やく

長豊 田氏自 ら運転 の九重 町産 水素 の燃料車

が快走 しま した。

（
宮様）

・失職し
ペ コフリ廻る 里帰り

に帰 ってきます。

… この時だ け頭を ペ コペ コ、手を フリ フリ

・ （林業川柳国
） 策 の
誤り た だす 山づくり

（
上 山和豊）

… 森林が多 面的機能 で重 要と言 いなが ら、
国は、成 長産業施策 のかけ声 で、皆伐、皆
伐、はげ 山、はげ 山。 この後どうするん で
すか。 いいん です か ？それ で！

孝 子）
（

・買 った水枕
ワクチ ン接 種で 役 にたち

助かりま した。

… 熱が 少 し出ま した ので、 三日前 に買 い、

自然 の美 しさや季節を感 じさ せる作 品…今 の上津 江や世 の中 の動向を捉 えた作 品…。身近な
事 から広く社会 の事ま で、皆さん、色 んな視点 で世界を 見 ているん ですね ～♪
これからもたくさん のご 投稿、お待ち し ています ！ テー マは自由 ！ ① 作 品、② 作 品に つい
ての コメ ント （
説 明）
、③ 氏名、④住所、⑤ 電話番号を 公民館ま で！
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次に向かったのは、日田市
複合文化施設 AOSE(ｱｵｰｾﾞ)。
お弁当を食べた後、博物館を
見学しました。子ども達はか
なり熱心に展示物に見入って
いましたね。
最後は今回のメインの活動「ボルダリング体験」です。
いくつか難易度の違うコースが準備されており、それぞ
れの体力に応じてチャレンジすることが出来ました。
手の皮がむけてしまった子もいましたが、それでもテー

ピングをしながら果敢に挑戦していました。
約１時間半でしたが、来た時よりも明らかに上手にな
っていて驚きました。さすが！子ども達は上達が早いで
すね！

集合写真ではマスクをはずしています

「バンダナキャップ」女性セミナー 「アロス・コン・レチェ」料理教室
９月２９日（水）、女性セ
ミナーの 2 回目は、矢野し
のぶ先生（中津江村）をお招
きし、「バンダナキャップ」
作りを行いました。参加者が
持参した和手ぬぐいが、それ
ぞれ、色とりどりの素敵なキ
ャップに大変身です！！
およそ１時間半で作業は終了！キャップをかぶって「ハ
イ、チーズ！」お家でも色んな柄のキャップを作ってみる
と楽しいと思います！♫

１０月５日（火）の「料理教室」は、小野敏郎先生（雉
谷・四季の風）による、お米とミルクの絶品スイーツ「ア
ロス・コン・レチェ」です！スペインのデザートですが、
小野先生が日本人向けにアレンジしたそうですよ。

集合写真ではマスクをはずしています

お米のうま味とミルクのコクがとっても美味で、モ
チモチの食感もイイ感じ♪トッピングのあんこと栗が
よく合います！参加者からは、チーズやクルミ、クリ
ームやジャム、フルーツ等、トッピングのアイディア
が沢山出ていました。お家でもぜひ作ってみてくださ
い！(^^♪ ★レシピの欲しい方は公民館まで！！
上津江クイズ：４面の「昔懐かし思い出の写真」は、昭和２５年の上津江村役場落成式のものですが、それ以前の村役 イラスト著作権 がくげい
場は別の場所にありました。さて、今でも地域の皆さんに馴染みの深いその場所とはどこでしょうか？
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上津江公民館だよりでは、町内の団体、上津江地区に関する取り
組みをしている団体等の情報発信の場として「ひろば」のコーナー
を設けています。掲載をご希望の団体等は、お気軽にご相談を！！
※営利活動、特定の宗教や政治に関する内容、その他、公民館だよりに相応
しくないと思われる内容は掲載できません。

★つえ絆くらぶより、
お知らせとお願いです‼
つえ絆くらぶ
▶焼き芋販売スタート♪
１０月７日（木）より絆事務所に
て、焼き芋販売がスタートしました！
甘～い匂いと焼き芋ののぼりを目印
に、どうぞお立ち寄りください。
▶「チョイてご」お手伝いをお願いします！
毎月第２日曜日に行っております、チョイてご作
業のお手伝いをしてくださる方を募集しておりま
す。
作業は、お部屋の掃除や窓拭き、草刈りなどです。
一時間ほどの作業ですの
で、ご協力いただける方は事
務所までご連絡をよろしくお
願いします。
つえ絆くらぶ事務所
電話 0973-54-3824

★夕暮れ時の交通事故防止について

★「出張えんむす部」のお知らせ‼
ひた暮らし推進室
大分県が行う結婚応援プロジェクト「OITA えんむす
部出会いサポートセンター」は、県内４ヵ所の会場で、
「出張えんむす部」を開催しています。
日田市の会場は「日田市複合文化施設アオーゼ」２F
会議室３です。今年の開催は次回が最後！
11 月 14 日です。時間は 11 時から 17 時までで、事
前に入会申込及び来所予約が必要です。
出張えんむす部では「会員登録」、「お相手検索・お
見合い申請」を行うことができます。日田会場での「出
張えんむす部」に関するお問い合わせは、日田市企画
振興部 ひた暮らし推進室までお気軽にどうぞ！

●日田市企画振興部 ひた暮らし推進室
日田市田島２丁目６番１号（市役所 6 階）
電話 0973-22-8383（直通）
FAX 0973-22-8324

★令和４年日田市成人式について
期日：令和４年１月９日（日）
午前１１時開式
会場：パトリア日田
対象：平成 13 年４月 2 日～
平成 14 年４月 1 日に生まれた方
対象者のうち、日田市に住民票のある方は 12 月上
旬に日田市からハガキで通知があります。日田市に住
民票が無い方で、参加を希望される方は、日田市社会
教育課又は上津江公民館にご連絡下さい。
日田市社会教育課 電話 22-6868
里芋の花

開花！

川津理恵子さん（吉の本）が、里芋（アカメダイキチ）の花を
公民館に持って来て下さいました！（令和３年９月１３日(月)）

★市民と行政の懸け橋！行政相談のお知らせ！
行政相談委員 武原文子
毎月第 3 水曜日午前 9 時から 12 時まで、上津江振
興局相談室にて行政相談を行っています。福祉、行政
の制度、その他どこに相談したら良いかわからない
等、困ったときは気軽にご相談下さい。当日、直接来
て頂いても結構です。お一人お一人、個別にご相談に
応じます。
10 月の相談日 ２０日 ／ 11 月の相談日 １７日
日程が合わない時は上津江振興局にご相談下さい。

上津江慰霊祭

皆さんは里芋の花を見たことはありますか？
国内で里芋の花が咲くのはとても珍しく「10 年に 1 度見れる
かどうか」とも言われているそうですよ！

上津江クイズの答え【徳正寺】村役場は、上津江村発足当初から徳正寺におかれたのだそうです。ということは、６０年程も役場は徳正寺にあったと
いうことになりますね。 お寺が地域にとって、教育や文化等、生活の拠点としての重要な役割を担っていたということがよくわかります。

食推協支部学習会 久しぶりの開催

９月２６日(日)、戦没者の慰霊塔前広場で、上津
江慰霊祭が執り行われました。
（主催：上津江町遺族会）
昨年はコロナ禍により中止となった為、２年ぶりの開
催でした。徳正寺住職による読経供養の後は「戦没者を
悼む会」を開催。戦争で父やおじを失った方が多く、戦
時中の想い出を涙ながらに語る人もおられたそうです。
健康レシピの普及に取り組む食推協上津江支部の皆さ
んが９月 30 日(木)、久しぶりの支部学習会を実施し、鶏
肉の治部煮、里芋のサラダ等、全５品を作りました。

雉谷地区でミニデイを開催
10 月 4 日(月)、雉谷地区でミニデイが開催されました。
（主催：上津江地区社協）会場は雉谷天満宮です。
この日は、男女に分かれて物づくり♪
男性は昔懐かしいシュロの葉のハエ叩き
を作り、女性はあずま袋を作りました。

●OITA えんむす部出会いサポートセンター
大分市高砂町２番 50 号
OASIS ひろば２１（1 階）
電話 097-578-7777

上津江駐在所より
例年、秋口から年末にかけて、夕暮れ時に交通事
故が多発する傾向にあります。
これは、日没時間が早まり、自動車等の交通量が
多い帰宅時間帯と重なることが１つの原因として考
えられます。
ヘッドライトを早めに点灯することにより、進路
の安全を確認できることに加え、他の車や歩行者等
に自分が運転する車の存在を知らせることができま
すので、特に、薄暗くなった夕暮れ時は、早目のヘッ
ドライト点灯を習慣付け、交通事故を未然に防ぐよう
に心掛けましょう！
また、歩行者等は反射材など
を着用し、交通事故に遭わない
ようにしましょう。
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★「ひろば」をご活用下さい。

津江っ子運動会 開催！
10 月 2 日(土)、すぎっ子こども園（上津江）と、なか
つえ保育園合同の「つえっこ運動会」が、開催されました。
会場は、すぎっ子こども園です。当日は雲ひとつない秋晴
れ！子ども達は、リズムやかけっこなどに一生けんめい取
り組みました！最後は園長先生から皆に「頑張ったね！」
の金メダルが贈られました♪ お疲れさま～♪

九月の終わりに県のコロナ感染状況が
ステージ２に下がり、公民館活動の制限
が緩められた。もちろん県内での活動
に限り、マスク・消毒・検温をしたうえでのことだが。
年代を問わずバス研修ができる。歌唱を伴う教室も再
開できる。活動できるエリアも広がった。公民館の利用者
さんに連絡をすると、皆さんとても喜んで下さった。ここ数
か月間、出かけたい、歌いたい、を我慢していただけに格
別である。公民館としても事業が再開できることは嬉しい
限りである。
早速関係団体の方と打ち合わせをし、計画を立てた。
バスの手配をした事業もある。
空の青に紅葉が映え、空気も食べ物もおいしい上津江
の秋を愛でることも楽しい。出かけてみるのもまた楽しい。
その結果、今月は公民館講座の案内を５つも出すこと
ができた。
じっくりお読みいただいて、是非参加をお願いしたい。
上津江公民館長 武原 文子

上津江の話題はホームページから！ パソコンやスマホ等でご覧いただけます。「上津江公民館」で検索してみて下さい！！

