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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！☆
日田市上津江公民館のホームページ

昨年度まで２年間、上津江公民館運営委員会会長を務めた吉田豊晴前会長が退任し、本年度より宮木郁夫会長が、新
たに就任致しました。

〇就任あいさつ

〇退任あいさつ
上津江公民館運営委員会

上津江公民館運営委員会

前会長 吉 田 豊 晴

会 長 宮 木 郁 夫

二年間の任期を終え、この度会長の職を退任する
こととなりました。任期中はコロナ禍に翻弄され、

この度、上津江公民館運営委員会会長

十分な公民館活動ができない状況ではありました

に就任いたしました宮木でございます。

が、地域の皆様のご理解とご支援・ご協力のお蔭さ
まで、無事に務めることができました。
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東京 2020 オリンピック聖火リレー
オリンピック聖火リレー、大分県１日目（４月２３日（金））
の最終区間（第９区間）は日田市でした。中央一丁目交差
点をスタートした「チーム日田」10 人のランナーは、沿道
の拍手に笑顔で手を振り、ゴールの中央公園まで代わる代わるトーチ
をまわしながら、ゆっくりゆっくり走りました。
10 人のランナーの中には、
上津江診療所の山崎世紀先生
や中津江村地球財団の坂本 休
会長の姿も！
坂本 休 会長が使用したト
ーチは現在、中津江村の鯛生
金山に展示されており、自由
に見学できます。

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！！

館長さん、職員の方々、行政そして町民の皆さんの

ありがとうございました。
会長の職は退きますが、今後は一委員として、新

でございます。

※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。

★空き家ねらいに注意を！

しく就任された宮木会長を支えて参りたいと思いま

終わりになりますが、公民館事業を通し、皆さん

上津江駐在所より

す。今後とも上津江公民館活動にご協力頂きます様

が御健康 御多幸であります様、心よりお祈り申し上

お願い申し上げ、退任の挨拶と致します。

げ、あいさつといたします。

昨年、大分県内の農村地区を狙った同一手口の空き
家ねらいが 30～40 件発生しています。
日田、玖珠、宇佐、竹田など広範囲にわたり、その
うちの約半数が 日田・玖珠地区 での発生です。
この事案の犯人像は、
・犯行前に下見をする
・複数人数での犯行ではないか
・ガラスや勝手口の戸を壊す 等
が予想されています。
今年に入っても、同じ手口の犯行が数件あり、その
うち日田市内（大山・津江地区）での発生も確認され
ています。
犯人のねらいが「空き家」という点から、
・犯人の目撃情報が少ない
・犯行がすぐにばれない
・何が被害に遭ったのか不明瞭である。
等の特徴があり、犯人の特定が難しいところです。
もし、空き家付近をうろちょろする見慣れない人、
業者などの目撃がありましたら警察への連絡をお願い
します。

令和３年日田市成人式
コロナ禍により、今年の１月 10 日（日）から５月２日
（日）に延期して開催された令和３年日田市成人式。
当初は日田市総合体育館での式典を予定していました
が、これもコロナ禍の影響でオンライン配信による開催と
なりました。
原田市長から成人証を受け取る日隈晴道さん

あった方の合計）となっています。
上津江町では７人（男性５人・女性２人/小
学校時代の同級生の人数）が新成人となりま
した。
当日は 11 時から日田市複合文化施設アオ
ーゼで、抽選で選出された代表２名のみが出
席する小規模な式典が開催されました。
今回、上津江町の日隈晴道さん（上野田）が、日田市の
成人者を代表して、原田市長より成人証を受け取りました。
式典の様子は、日田市公式動画チャンネル（Ｈｉｔａ
Ｔｕｂｅ）で生配信されました。
（右上↗の二次元コードか
らもご覧になれます。）
上津江町の成人者の皆さん並びにご家族、関係者の皆さ
ん、この度は誠におめでとうございます。コロナ禍の大変
な時に成人を迎えられた皆様ですが、しっかり前を向いて、
希望をもって頑張って下さい！
上津江町のみならず、日田市、そして日本を担っていく
皆様に、輝かしい未来が訪れます様、心よりご祈念申し上
げます！

上津江クイズ①：日本一とも謳われる都留・程野地区にある『上津江シャクナゲ園』ですが、ここにある一番古い
シャクナゲの樹齢は何年でしょう？

★空き家バンクで
有効活用を図りませんか‼
日田市では、空き家の有効活用と定住・交流人口の
増加による地域活性化を図るため、空き家バンク登録
者間で売買契約が成立した際に、空き家所有者に「日
田市空き家活用奨励金」を交付します！
◆対象：売買または賃貸借契約が成立した空き家バン
ク物件の所有者（個人のみ）
◆条件チェックリスト
□契約相手は空き家バンク利用登録者ですか？
□契約相手と三親等以内ではありませんか？
この他の詳しい条件や申請手続きにつきましては、

全国で昨年（令和２年１月～１２月）に成人に達した人
は１２４万人（男性６４万人・女性６０万人）、前年と比べ
て２万人増加しているそうです。
（出典：総務省統計局ホー
ムページ） 大分県の成人者は１万 1,161 人（男性 5,777
人・女性 5,384 人/出典：大分県ホームページ 昨年１１
月末各市町村調べ合計）でした。
日田市の成人者は６４４人（男性３４６人・女性２９８
人/市内に住民票がある方と市外から成人式に申し込みの
イラスト著作権 がくげい

鯛生金山に展示されているトーチ

★「ひろば」をご活用下さい。

コロナ禍での船出になりましたが、委員の皆さん、
ご支援とご協力をいただき、慎重に進んでいく所存

↑沿道に手を振る山崎先生（左）と坂本会長（右）

★「絆くらぶ」からのお知らせです‼
絆くらぶでは、みなさまからのご依頼を受け、『チ
ョイてご（ちょっとしたお手伝い）』を行ってきまし
たが、今年度より、第二日曜日を作業日とし、作業に
伺うことにしました。
都合により、別日になることもありますので、ご了
承ください。
作業のお手伝いをしてくださる方も募集中です。ご
協力、どうぞよろしくお願いします！！
●お問合せ先
つえ絆くらぶ事務所

☏0973-54-3824

★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。（５月はコロナ禍の為、中止となります。）
５月の相談日 中止 ／ ６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。
ひた暮らし推進室にお問い合わせください。
◆奨励金の額：３万円
～ご注意ください～
・予算に限りがありますので、先着順となります。
・奨励金の支給については、申請内容を審査のうえ決
定します。
・申請内容に虚偽があった場合等は奨励金を返還して
いただきます。
●お問合せ先
日田市企画振興部 ひた暮らし推進室 移住促進係
大分県日田市田島２丁目６番１号（市役所６階）
TEL:0973-22-8383 FAX：0973-22-8324

上津江クイズ②：尾の岳の標高は千メートルより高い？それとも低い？
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【学校支援事業】
・学校支援 … 津江小中学校対象
４月 27 日（火）に予定していた公民館運営委員会 通常委員会（総会）はコロナ禍の為、書面開催
となりましたが、お陰さまで委員の皆様にご承認頂き、令和３年度のスタートを切ることができました。
●運営基本方針

目標「人々が集い・学ぶ活動を通して つながり合う公民館を目指して」
地域の声を聴き、地域に親しまれる公民館を目指し、各種団体と連携を図り、地域の生活に根差し
た事業・住民の学習意欲を高める事業・街づくり支援事業を核として幅広い年齢層の方々を対象とし
た各種事業を開催します。
●事業計画
【広報】
・上津江公民館だより … 毎月 15 日発行・全戸配布
★地域の話題をお寄せ下さい！

・ホームページ … 順次更新

【青少年学習】
・津江っ子チャレンジクラブ … 津江小 4～6 年生対象・８回/年
・せいま先生の体操教室 … 津江小児童対象・４回/年
★いずれも中津江公民館と合同開催。小学校を通じてご案内します。
【成人学習】
・料理教室 … 成人対象・４回/年
・環境・文化講座 … 成人対象・４回/年
★その都度、チラシや公民館だより等でご案内します。
講座内容の希望がございましたら、公民館まで！
【女性学習】
・女性セミナー … 成人女性対象・４回/年
★その都度、チラシや公民館だより等でご案内します。
講座内容の希望がございましたら、公民館まで！
【高齢者学習】
・たかさご学級 … 高齢者対象・９回/年・上津江地区社会福祉協議会と共催
★内容や次期等については、上津江地区社協と協議の上決定します。
【人権学習・部落差別解消学習】
・人権学習 … 講演会や学習会・５回/年
★内容や次期については、上津江振興局及び関係機関と協議の上決定します。
【家庭教育学習】
・せいま先生の体操教室 … 4 回/年
・絵画教室 … ３回/年
・人形劇 … １回/年 / すぎっ子こども園・中津江保育園 園児対象
★いずれも中津江公民館と合同開催。こども園と協議の上実施します。

【自主学習教室】
・上津江公民館自主学習教室（１３教室）
いきいきステップ教室
三味線 陸乃会
上津江舞踊教室
きじやひょっとこ倶楽部
キーハープ教室
民謡教室
うぐいす塾水曜会（カラオケ）
浦カラオケ教室
リコーダー教室
盆栽教室
うぐいす塾金曜会（カラオケ）
クラシックギター教室
コーラス教室
★上津江体育館や各自治会の公民館等を利用し、自主運営しています。
★盆栽教室は、６月頃ロビー展を開催予定です。
★コロナ禍により、昨年から開催できていない教室もあります。
★受講生を募集している教室もあります。お問合せは上津江公民館まで。
【公民館まつり】
・上津江公民館フェスティバル … １回/年
★コロナ禍の為、２年連続で中止となっていることもあり、感染予防対策がとりやすい気候や今後
の感染、ワクチン接種の状況を注視しつつ、開催時期を検討します。
★開催方法の工夫や制限、状況によっては中止の判断も考えられます。
★詳細は、公民館だよりや町内放送等でご案内します。
【ふるさとまつり】
令和３年度 上津江公民館運営委員会 委員
・上津江産業文化祭 … １回/年
役職
氏名
選出団体
★上津江産業文化祭実行委員会が開催するもの。
会長 宮木 郁夫
上野田自治会
公民館も協力します。
副会長
信岡 ケサヤ 都留自治会
【まちづくり支援】
髙木 孝一
川原自治会
・上津江スポーツ大会
足達 七枝
川原自治会/教室代表（キーハープ）
… ３回/年・上津江地区体育協会と共催
吉田 豊晴
都留自治会
★ウォーキング大会・パークゴルフ大会
古閑 隆司
上野田自治会
グラウンドゴルフ大会
竹岡 英夫
雉谷自治会
★時期や具体的な内容は上津江地区体育協会と
三苫 香
雉谷自治会
協議の上決定します。
早川 澄代
女性団体 代表
★公民館だよりやチラシ等でご案内します。
山根 猛
たかさご学級代表
・まちづくり支援
竹村 盛男
上津江町体育協会 会長
… 地域諸団体のまちづくり活動を支援します。
★上津江地区振興協議会等と協議しながら、内容
吉田 浩
津江小中学校 代表
を決定していきます。
安岡 二葉
津江小中学校育友会 代表
＊昨年度は、上津江防災士会の設立をサポートし
川村 利幸
すぎっ子こども園 園長
ました。
山崎 世紀
教室代表（リコーダー）
相垣 満馬
教室代表（カラオケ・うぐいす塾水曜会）
※ いずれの事業も、新型コロナウイルス感染症の予
信岡 健太郎 教室代表（きじやひょっとこ倶楽部）
防対策を徹底しながら行います。
髙畑 芙紗子 教室代表（コーラス）
※ コロナ禍の状況によっては、全ての事業において、
実施方法や内容、時期の変更や中止・中断の等の
瑞穂 鈴子
教室代表（いきいきステップ）
判断・対応を行います。
（順不同に記載・敬称略）
★ 公民館講座についてのご意見やご希望は、公民館事務室までお気軽に！【電話 55-2043】
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！

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！！
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上津江シャクナゲ園
上津江シャクナゲ園（程野）のシャクナゲやツツ
ジがきれいに咲きました。今年は桜と同様、例年よ
り半月ほど、開花が早かったみたいですね。

園で一番古いシャクナゲ

右の写真は山下直基さん撮影の昭和
50 年代と思われる「尾の岳山開き」の
写真。第二弾です！
昨年の公民館だより 10 月号（第 183
号）では、神事の様子をご紹介しました
が、今回は晴天の下、家族や仲間で焼肉
を楽しんでいる様子です。
他にも小学生のポスターが展示され
ていたり、婦人会がジャンボいなりを振
舞っていたり、オラビガッチョ大会（大
声大会）があったり、ハングライダーが
飛んでいる写真もありますよ！
賑わっていたんですね‼
いい香りがするホワイトダイヤモンド

「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！（お気に入りの風景でも O.K.！）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。まずはお電話を！！
お問合せは上津江公民館までお気軽に！
上津江公民館 TEL：55-2043／FAX：55-2728

尾の岳山開き
白草地区のシャクナゲ（左）とツツジ（右）

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
『
作品 ／説 明 （氏名 ・雅号）
』
します。

・今、 何時
ま だ 眠ら れる 夜 明け とき

… 目をさま し、時計を見る。まだ起きなく
ても良 い時 間。 チ ョット幸 せを感 じる。
春）
（

・変異 術
何処で覚 え る 新 コロナ

ロナ。 一日も 早く終息 し て欲 し いと願う毎

（
梶原茂 弘）

… 次から次 へと変 異 し て、猛威を ふるう コ

日です。

・ （林業川柳機
） 械 化林業
ここは出来 るが
あそ こは無 理

… 林業 の機械 化は急速 に進 んだが、急峻な
地 形 で作業対応が できな い箇所があ り、不
都合な森林管 理状 況とな っている。

（
上 山和豊）

・村 づくり
先ず は自身 の 人づくり

… 地域を 元気 にした いと行動 した いが 、ど

う も 自 分 自 身 の人づ く り の方 が 先 では な

いかと思う今 日 この頃 です。

（
雄ち ゃん）

・手 を 止めて
青葉 と ハミング
カーペンターズ

… ラジ オから流れるカー ペ ンターズ の
名曲。青春 の歌 に、思わず農作業 の手を 止
なでし こ）
め て聞き 入 っていま した。（

・小さき背
朝陽 あび れば 巨 人 の影 絵

… 朝陽が背中 に当たり、巨人 のよう に見えま

（
貴 子）

した。 〝
私も 、も 少 し背が ほ し い〟 の思 い

です。

・棚 田米
赤 字 の稲作 土地守 る

… コメ価格 の変動 で収益 の厳 し い中、代 々の

田畑を耕 作放 棄 しな いで守 っている 山 間地

（
豊 信）

上津江クイズ①の答え【約４００年】酒呑童子山、標高約 1,100m の場所から移植したとのこと。年輪の数から樹齢約４００年と考えられるそうで
す。小ぶりですが、見事な枝ぶりに風格が漂います♬（５面上段・左端の写真です。）

の現状 です。

４月の公民館だよりの川柳作品コーナー
には、なんと
１０名の方の投稿があった。
白草地区の馬頭観音さま（写真左）は、悪霊を鎮めるそ
２年前、運営委員さんの発案で川柳を
うです。また、お大師さまは４月（今回・写真右）と８月
募集したところ、一人の方の投稿があり、
にもお祭りを行うそうで、この日は地域の方が代わる代わ
るお参りに来ました。昔は祠の前にゴザを敷いて、皆で会
り、７月に初めて掲載。そして翌年８月に
食していたそうですよ。
は「私の作品も。」と、新しい投稿者が現れた。
さらに２か月後もう一人、そして１２月にはなんと６名も増
大きな鯉のぼりをくぐったりして、
え、これまでに掲載した作品は６９首にも上る。季節の移り
楽しく遊びました！
変わりや身の回りの出来事をテーマにしたものから始まり、
林業、人と人との繋がり、社会情勢と、内容も膨らみ、共感し
たり・感心したり・くすりと笑ったりして、和ませて頂いてい
る。最近はコロナの話題が多く、うなずく事ばかり。
作品を読んでいるうちに「私も」と投稿する方が現れ、加
えて自粛の日々が続く、いつの間にか読者も交えた交流の
場になっているようだ。一人からスタートした川柳のつなが
りが、次々に広がっていることがとても嬉しい。最初の一人
に感謝している。
上津江公民館長 武原 文子

・目 が覚 めて

「上津江と言えばシャクナゲ！」シャクナゲ園だけでな
く、上津江地区では４月中旬頃から色んな所できれいなシ
ャクナゲやツツジを楽しむことができます。
シャクナゲ・つつじが美しく咲く中、白草地区で馬頭観
音さま（４月 18 日(日)）とお大師さま（４月 21 日(水)）
のお祭りが行われました。

.

かみし め思う
筑後 川源流 のき れ い水 と 土 で作 った 上津 江
のお米。お味は抜群なん です よね ・・・
生き て いる
これからもたくさん のご 投稿、お待ち し てい
… 若 い頃はき ついな ぁと、今 はや ったーと。 ます ！ テー マは自由 ！ ① 作 品、② 作 品 に つ
（
宮様） 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！

白草・馬頭観音さまのお祭りとお大師さま

５月９日（日）、雉谷自治会館で「尾の岳山開き」が行わ
れました。例年であれば、地域の方々が皆で集まって交流会
等も行うのですが、今回はコロナ禍により、役員さんだけの
参加による神事のみの開催となりました。もう２年連続で、
皆で集まれていません。
信岡自治会長からは、「来年こそは皆で集れることを願っ
ています。」と挨拶がありました。

上津江クイズ②の答え【高い】尾の岳の標高は約１，０４０ｍ。今は樹木に遮られて見えませんが、かつて山頂からの眺めは３６０度の大パノラ
マ！阿蘇や九重連山、有明海をへだてて、はるか雲仙岳を望めるほどだったそうですよ！！

