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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！☆

女性セミナー

ジビエ料理教室
公民館の第２回料理教室は 「ジビエ」 を使っ
た料理を行います！
具体的なメニューは当日のお楽しみ♬
日 時：令和２年１２月１５日（火）
１４時００分～１７時００分
場 所：上津江振興局 １階 調理室
講 師：小野 敏郎 先生（四季の風）
内 容：猪肉を使った調理・料理
準備物：エプロン・三角巾・タッパ（持ち帰り用）
参加費：５００円（当日集めます）
定 員：１５名（先着順です）
★ジビエとは
…狩猟によって得た天然の野生鳥獣の食肉のこと。
フランス語です。

フラワーアレンジメント教室

せいま先生の体操教室♪

毎年恒例の女性セミナー『フラワーアレンジ
メント教室』！ 今回もお正月のお花飾り♬
綺麗なお花で良い年を迎えましょう！
日 時：令和２年１２月２４日（木）
１９時００分～２１時００分
場 所：上津江振興局 ２階 研修室
講 師：後藤 淳二 先生（みずき生花店）
内 容：お正月用のお花
準備物：新聞紙・花バサミ
持ち帰り用の箱
参加費：２，０００円（当日集めます）
定 員：１５名（先着順です）

放課後体操教室

こども園体操教室

コロナ禍の影響で、年度当初から自粛が続いていた公民
館活動も少しずつスタートを切っています。
１０月２９日（木）には、すぎっ子こども園と津江小学
校で、
「せいま先生の体操教室」が開催されました。
例年行っている事業の中でも人気の講座です。

こども園では主に鉄棒を、小学校ではグラウンドを広く
使って、シッポとりの様なゲームを行いました。
令和 2 年度は後半からのスタート。残り 2 回となります。
次回は 11 月 19 日（木）です。新型コロナウイルスの
感染に注意して、元気に楽しく活動を行いたいと思います。

➡ お申込・お問合せは上津江公民館まで！（11 月 30 日〆切）【TEL55-2043／FAX55-2728】
➡ 新型コロナウイルス感染予防にご協力下さい。
＊ご来館前に検温し、体調が悪い時は参加を見合わせて下さい。また、マスクの着用、手指の消毒をお願
いします。

川柳作 品 のご紹介

地域 の方 々からお寄 せ頂 いた 川柳をご紹介 いた します。『
作品 （
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あなたのお宅にある写真をぜひご
提供下さい。
まずはお電話を！！
公民館まで持ってこれない場合は
取りに伺います。あなたのお宅にあ
る写真をぜひご提供下さい。
尚、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。
「こういう写真でいいのかな？」等、
お問合せは上津江公民館までお気軽に
どうぞ！

投稿者が お 一人増 え て三人に♪ 今 回は六首掲載さ せて頂きま した。それ
ぞ れが個性的 で味わ い深 い作 品 ですね ～。
上津 江公民館 では川柳を募集 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！

上津江公民館では、皆さんのお宅に
ある「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、農作業等、今では見ること
が出来なくなった行事等の様子、その
他、懐かしさを感じる上津江の昔の写
真をお寄せ下さい。
好きな風景や、特別な思い入れのあ
る場所等でも結構です。

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！！

第２回上津江地区防災士懇談会

上津江町人権講演会

１０月２８日（水）
、第２回上津江地区防災士懇談会
が開催されました。
前回（９月１８日）の続きとなる会ですが、これか
らの取り組みについて、様々に前向きな意見が出され
ました。先ずは防災士の存在を住民の方々に知って頂
くことが大切ですね。
今後も上津江地区全体の防災士が集まり、意見を交
換したり活動を支えていく場を設定する事を確認する
ことができました。
次回は１２月上旬に集まる予定です。

１０月１４日（水）
、上津江地区人権講演会を開催。
山本政信先生（大分県人権問題研修講師）を講師にお招き
し、被差別部落の歴史や成り立ち、男女の人権について、分
かりやすくお話し頂きました。

空を見上げると雲一つない日がある。秋は
空気が澄んでいるので青さが一層目に染みる。
この時期の紫みの薄い明るい青を「空色」と
言うそうだ。
「秋の夕日に照るヤマモミジ」とある様に、一
面に紅葉している遠くの山も美しい。
極めつけは晴れた日に紅葉した木を仰ぎ見た時の景色であ
る。色鮮やかな葉の数々と枝ぶりが何とも言えない。つい見い
ってしまいカメラを探す。地面に落ちている葉の数々が織りな
すデザイン、風に吹かれて落ち葉がクルクル舞い踊る様にも感
動を覚える。
自然の造形はなんと素晴らしいことか。
空も木も当然のような顔で季節の移り変わりを繰り返す。そ
して、その中にいる自分。日常の様々な事から解き放たれ、た
だ笑顔がある。
上津江公民館長 武原 文子
※武原館長の似顔絵（右上）・画 井上揚佑さん（小川原）

《差別をなくす人権標語》 考えよう 「解消」の法律(きまり)ができた そのわけを
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★「ひろば」をご活用下さい。
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。

★交通事故防止について

★防災コラム『火災の原因は身近なもの』

上津江駐在所より
だんだんと日暮れが早くなるにつれ、交通事故発生時間
帯も夕暮れ時に多くなりがちです。
大分県下では先月、交通死亡事故が６件も発生してお
り、そのうち２件が夕方に発生しています。
また、横断歩行者や自転車といった交通弱者が被害者と
なる死亡事故も３件発生しています。
この時季、特に夕暮れ時、
▶ドライバーは前方注視に
▶歩行者は横断する直前の安全確認に
つとめて、交通事故を起こさない！あわない！
をお願いします。

上野田防災士会 湖東 徹
朝晩の冷え込みが厳しくなって空気も乾燥し、火災に
一層注意する季節となりました。そこで、火災予防につ
いてお話します。
平成 30 年火災出火原因は下図のようになっています。
身近なものから出火しているこ
とがわかります。
これらの物の取り扱いが火災予
防のポイントになります。当たり
前のことばかりですが、今一度、
確認して下さい。

★『つえ絆くらぶ』からのお知らせ
◎毎週木曜日 焼き芋販売中！！
◎アフタヌーンほっとタイム♪
奥村葉子さんによるピアノミニコンサート
令和 2 年 11 月 26 日（木）
午後 1 時～1 時 20 分
場所はつえ絆くらぶ事務所です♪

◎チョイてご祭り

防火のポイント
１．寝たばこやたばこの投げ捨てを絶対にしない、た
ばこはしっかり消す
２．ストーブの付近には燃えやすいものを置かず、給
油や移動時は火を消す。ストーブに給油する燃料を
間違えない。
３．料理をしているときはその場を離れず、離れると
きは火を消す。
４．風の強いときは、たき火をしない。消火用具の準
備をする
５．たこ足配線をやめる。コンセントなどにはホコリ
を付着させない。

令和２年 12 月 6 日（日）
世帯の全員が 75 歳以上のご家庭の、窓ふきや家
の片付け等のお手伝いをします。
この日は料金がかかりません！

失火しないために防火ポイントを普段から気にかけ
て、習慣化していきたいものです。次回は「失火した際
の対策」を話したいと思います。本格的な冬の到来前に
暖房器具などの点検も忘れずにお願いします。

また、お手伝いのボランティアをして頂ける方も
募集しています。午前 9 時から午後 3 時位までの
予定。昼食は準備します。

★おいし～い‼「きゅうりの佃煮』レシピ紹介

お手伝いを希望される方、ボランティアに来て頂
ける方は、11 月 30 日までに「絆くらぶ」にご連
絡下さい。

つえ絆くらぶ

0973-54-3824

★茶話会 ご参加お待ちしています！！
集落支援員 安岡 二葉
下の写真は 10 月 29 日(木)、西雉谷公民館で行った茶
話会です。11 月 12 日(木)には葉迫、13 日(金)には浦で
も開催しました。お茶とお菓子で楽しく談笑したり、DVD
を観たり。楽しい時間を過ごすことが出来ました。
11 月 19 日(木)には笹野公民館でも開催予定です。時間
は 13 時半から。気軽にお越し下さい！
皆さんのご参加お待ちしています！！

イラスト著作権 がくげい

おいし～い「きゅうりの佃煮」レシピを髙橋幸一さん
（程野）に教えて頂きましたので、ご紹介します。ご飯
のお供に、お酒のおつまみに最高！ぜひ作ってみて‼
《材料》
塩昆布 ２０g
きゅうり
１㎏
②
白ごま 少々
酢
７０ml
砂糖
５０g
①
醤油
５０ml
みりん １７ml（大匙１強）
生姜
少々（細長く切る）
鷹の爪 少々
《作り方》
１．きゅうりを１㎜位の暑さにスライスし、塩をふっ
て（適量）、半日重しを乗せて水分を出す。
２．きゅうりの塩をサッと洗い流し、固く絞る。
※滴が出なくなるまで、しっかり絞るのがコツ。
３．①の材料を鍋に入れ、強火にかけて沸騰したらき
ゅうりを入れる。※その前に、もう一度固く絞る。
４．きゅうりをかき混ぜながら水分を飛ばし、１５分
位煮る。※焦げ付かない様に注意しながら、汁が出
なくなるまで。
５．冷ましてから、②を入れて混ぜ合わせる。
※生姜・鷹の爪・塩昆布・白ごまの分量で風味が変わるの
で、味を見ながら好みの分量を探してみて下さい。

★

行政相談のお知らせ！

上津江地区振興協議会の防災講演会
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。
１１月の相談日 １８日 ／ １２月の相談日 １６日
日程が合わない時は上津江振興局にご相談下さい。

70 歳はまだまだ現役の時代。後進の指導を
しつつ 100 歳まで年を重ね“「元気かい」と声
を掛け合いましょう„という「会」が 9 月 16 日
に程野地区で開催されました。
コロナ禍で敬老会開催が困難となる中、白草地区・
程野地区・川原地区を始め、幾つかの地区でそれに代わる
会が催されました。
その他の地区でもお弁
当や記念品をお届けした
ようです。
時代の変化で失われよ
うとしていることが沢山
ある様な気がします。先
輩方の知恵、大切な「事」
を次の世代に是非繋いで
頂きたいと思います。

川原『大神宮さま』のお祭り
毎年 10 月 20 日は、川原「大神宮さま」のお祭りです。
今年も前日から清掃やしめ縄づくり等準備が行われ、当日は
10 時から神事。多くの参拝者が訪れ、農作物の収穫に感謝
しました。地域の方々が昔から守り、伝えてきた大切な行事
ですね。

数名がかりでしめ縄づくり（左）

10 月 13 日（火）、
「NPO 法人リエラ」代表理事の松永
鎌矢さんを講師に招いて、防災講演会が開催されました。
（主催：上津江地区振興協議会）７月の豪雨災害では上津江
町で大きな被害が発生したこともあり、地域住民の防災意識
が高まっています。今回は特に防災講演会とし、協議会委員
だけでなく、地区内の防災士も参加しました。

雉谷の女性部が自治会館に球根植え
10 月 1 １ 日
（日）、雉谷地区
女性部の皆さん
が雉谷自治会館
を清掃し、彼岸花
の球根を植えま
した。「咲くのは
来年の秋かし
ら？」自治会館前
の
の道沿いから見えるそうですよ。綺麗な花を咲かせてくれる
といいですね！楽しみですね～♪

津江小 5 年生が収穫した米が給食に♬
10 月 2 日(金)に津江小学校 5 年生が体験学習として刈り
取った稲が、地元農家の方々の手で精米され、津江小中学校
に寄付されました。
そのお米は 10 月 20 日（日）に給食に出されました。子
ども達は「もちもち！」「甘くておいしい！」と故郷・上津
江のお米の味に舌鼓を打ちました！

当日の参拝の様子（右）

上野田の民生児童委員・福祉委員がプレゼント
つえ絆くらぶ＊アフタヌーンほっとタイム

10 月 20 日(火)、上野田地区の民生児童委員と福祉委員
の方々が、栗おこわや果物、お菓子を、手紙を添えて一人暮
らし高齢者の方々一人ひとりにプレゼントしました。コロナ
禍の中、なかなか集まる機会がないので、とても喜んで頂け
たそうですよ！

次回は 11 月 26 日 13 時から！

10 月 29 日(木)、
上津江公民館でコー
ラスやリコーダーを
指導している奥村葉
子先生が、つえ絆く
らぶ事務所でピアノ
のミニコンサートを
開催しました！

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！！

