４

１

上津江公民館だより 第１８５号（2020 年 12 月 15 日）

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、上野田小学校運動会です。
以前、上津江公民館長を務めておられた古閑広
己さん（小川原）が、数年前に自治会経由でご提
供下さいました。70～80 年位は前の写真と思わ
れます。
木造校舎の奥には校長住宅、左には倉庫があ
り、桜の木も見えます。綺麗な花を咲かせていた
そうですよ。踊っているのは、おそらく保護者や
婦人会の方で、着物は踊りの衣装という訳ではな
く、普段から着物で生活していた時代ではないで
しょうか。賑やかな様子が伝わってきますね♪
今にも歌声や音楽が聞こえてきそうではあり
ませんか！楽しそうですね～♬
「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！ 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。
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。

11 月 8 日（日）
、「萩尾の森ウォーキング大会」を開催しました。
（共催：
上津江体育協会・協力：上津江地区振興協議会「活き生きかみつえ」）
午前中は萩尾公園のトレイルコースを利用。約 3 ㎞の行程を、秋晴れの心
地よい風を感じながら、ゆっくりのんびり歩きました。
途中の展望台からは日田市内が一望！記念撮影を行いました！

電話：55-2043／FAX：55-2728

・

川柳作 品 のご紹介

伐跡 の 心配す れど 寿命なし

地域 の方 々からお寄 せ頂 いた 川柳をご紹介 します。
『
作 品 ／説 明 （

…

）
』

（
貴 子）

（
上 山和豊）

・予防接 種 年寄り 子供 先 にし て

…

第 32 回豊の国ねんりんピック「シルバーふれあい短
歌・俳句・川柳展」の作品募集が来月から始まります（１
月１日～31 日）
。詳しい応募方法等が記載されたリーフ

・津 江 の杜 三密染まりし 紅葉 観る

○応募してみませんか？

上津江公民館

（山根 猛）

募集期間は１２月２５日（金）まで。受付時間は平日の
８:３０～１７:００です。詳しくは（一財）日田市公民館運
営事業団 事務局または地区公民館まで。
お気軽にお問い合わせ下さい。
日田市公民館運営事業団 事務局 電話 ２８－５７８６

「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！

…

…

（
雄ち ゃん）

（
梶原茂 弘）

○地区公民館職員（主事）を募集しています！

展望台にて（ウォーキング中や記念撮影時は、適宜マスクをはずしています）

・カ ラオケを 解禁 とは言え マスク越し

・
…

…

・開け て待 つ コロナ翳り の 朗報を

（
なでし こ）

今 月はなんと ６人がご投稿 下さ いま した。思わず笑 ってしま
ったり、深く考 えさ せられたり ・・・。楽 し い作品ありが とう
ござ います♪
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！

～ お し ら せ ♬ ～

萩尾の森ウォーキング大会

午後からは、豆田を散策。ここでも 2～3 ㎞は歩いたの
ではないでしょうか？ 最後に薫長酒造を見学して、無事
帰途に就きました。

せいま先生の体操教室
１１月１９日（木）
、２回目の「せいま先生の
体操教室」が行われました。（上津江・中津江合
同）先ずはすぎっ子こども園、続いて津江小学校
で実施。今回は、主にボールを使って体を動かし
ました。
こども園体操教室

作戦を立ててボールを集める遊びなど、体と頭
を使ったゲームで、子ども達は熱中して楽しんで
いました。

レットは、公民館ロビーにございます。応募してみません
か？(60 歳以上の大分県在住者・ちなみに川柳の課題は「仕事」です)

○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。
１２月の相談日 １６日 ／ １月の相談日 ２０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！！

津江小学校体操教室

コロナ禍の中、みんなで出かける機会が減っています。
久しぶりに身も心もリフレッシュして頂けたのではない
でしょうか。

津江っ子チャレンジクラブ第 1 講
津江っ子チャレンジクラブ（津江小４～６年生対象）がスタート
しました！ 第１講は１１月１４日（土）、中津江公民館で実施。
人権学習「とも
だち」
（本の読み聞
かせ）の後、矢野
しのぶ先生（中津
江）の指導のもと、
サンタクロースの
ペーパークラフト
を作りました。
クリスマスの時
には飾って下さい
ね♬
出来上がった作品を持って（記念撮影時のみマスクをはずしています）

第１回上津江地区防災士会設立準備会
１２月３日（木）、前回の防災
士懇談会を受けて、上津江地区防
災士会設立に向けた準備会が開
催されました。今回は「防災士と
は何か」という研修の後、主に「防
災士として何がしたいか、何がで
きるか」について意見交換。『集
落単位の防災力を引き上げ、上津
江地区全体の防災力アップに繋
げる』ことを目的に活動していく
事が確認されました。
イラスト著作権 がくげい
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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。

★『つえ絆くらぶ』からのお知らせ
◎毎週木曜日

焼き芋販売中！！

年末は１２月２４日（木）まで、
年始は１月１４日（木）からです！

◎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、
次回は１月を予定しています！
会場は「つえ絆くらぶ事務所」です。
お楽しみに♪
事務所は毎週木曜日に開所しております。
お気軽にお立ち寄りください❕
つえ絆くらぶ 0973-54-3824

★年末の交通事故防止・防犯について
上津江駐在所より
今年も残すところ、１ヶ月を切り、何かと気ぜわしくな
る時季です。そんな時、いつもと少し違う生活ペースにな
り、思わぬ隙が生まれがちです。
そんな隙を泥棒、交通事故などが狙ってきます。
●外出する際は、
▶今一度の戸締り確認に！
●車を運転する際は、
▶スピードダウンと車間距離の保持に！
努めてください。何事もなく年の瀬を乗り切り、皆様方
がよい年を迎えられることを願っています。

★上・中、仲良くグラウンドゴルフやってます！

雉谷ミニデイ
11 月 10 日(火)、雉谷自治会館でミニデイが開
催されました。（主催：上津江地区社協）
この日は元警察官（元ポリ）で地元出身の口演家「ス
ギちゃん(井上杉夫さん)」の楽しい漫談と会食を楽しみました。

上津江グラウンドゴルフ愛好会
福島グラウンド（河川敷）が、７月豪雨の災害場所から
撤去された土砂等の仮置き場になっています。
それに伴い、河川敷でグラウンドゴルフを行っていたグ
ループが上津江町民グラウンドに合流！ 現在、上津江・
中津江の方が一緒にプレイしています。人数が増えて活気
が増し、和気あいあい楽しくやってます！
ご興味のある方がいらっしゃいましたら、
一緒にプレイしませんか？
最近は、上津江体育協会が購入したホールポスト等の新
しい道具を使っています。毎週木曜日と日曜日、夏は午前
中、冬は午後からです。老若男女、どなたでもＯＫ！
まずは見学からどうぞ！
お問合せは合谷隆三まで。℡ ５５－２１２０
撮影時のみマスクをはずしています

白草の四季桜。春と秋に花を咲かせる珍しい桜です。今年
は 10 月下旬に咲き始め、11 月下旬に満開になりました！

地域の話題をお寄せ下さい！公民館だよりやホームページで紹介させて頂きます‼

集落支援員 安岡さんの茶話会

津江八社「浦宮さま」のお祭り

浦地区にある浦宮神社は「浦宮さま」と呼ばれ、いわゆ
10 月の終わりから１１月後半にかけて、集落支援員・安
る
「津江八社(七社)老松天満社」
の一社といわれる格式高い
岡二葉さん企画の茶話会が、町内４ヵ所で開催されました。
神社です。11
月
3
日(火)、お祭りが行われました。
最初に、上津江を舞台に撮影されたテレビドラマ「嘘八百
の真実」（昭和 63 年放送）を皆で視聴。上津江町民の方々
も沢山出演していて、懐かしい顔に大盛り上がりでした‼
その後、お茶とお菓子で談笑。普段の生活での困りごと等
をお聴きするアンケートも行われました。

★防災コラム 6『火災から逃げ遅れないために』
上野田防災士会 湖東 徹
前回の火災予防に続き、失火した場合の対策について話
したいと思います。
火災はゆっくりと広がるのではなく、ごく初期には局所
的だった燃え方が、ある時点を超えると急速に広がり、瞬
く間に部屋全体が炎に包まれます。
これを
といいます。
天井に火が回るとフラッシュオーバーが起きやすくな
ります。これが逃げ遅れないための一つの目安となりま
す。天井に火が届く前に避難してください。逃げ遅れない
ための対策として事前に準備出来ることがあります。
1. 住宅用火災警報器を設置する。
火災を早めに感知して初期消火できる。
但し、定期点検(年２回程度)や交換(10 年目安で)が
必要です。避難訓練やかまど検査の時に、ついでに点検
してみてください。警報器の設置義務化から 10 年以上
たちますので、作動しなくなっているかもしれません。
2．寝具やカーテンなどには防炎品を使用する
「防炎品」は、素材に特殊な加工を施すことで「燃え
にくさ」を備えたものです。延焼を抑え、避難する時間
を確保し、
「逃げ遅れ」を減らすことにもつながります 。
3．住宅用消火器等を設置する
火災を小さいうちに消すために必要です。
消火器の補助的な役割を果たすエアゾール式簡易消
火具も比較的初期段階の火災に有効です。自治会の防災
訓練に参加して使い方も覚えておきましょう。
4．日ごろから隣近所との協力体制をつくる
隣近所で火災が発生した時を想定して、119 番通報
や初期消火訓練をして万が一に備えましょう。
冒頭にも述べましたが、もし炎が天井に燃え移ってしま
った場合は、初期消火は止め、炎が燃え広がる前に、迷わ
ず素早く避難してください。

我が家に老齢の柴犬がいた。
私はたまに餌をやるとき以外は近づかなか
った。犬は怖いという思いをずっと持っていた
からだ。犬と寄り添う人を見ると羨ましかった
が、自分は無理だと思っていた。
三年前、私も犬と仲よくなりたいと一念発起し散歩に連れ
て行ったりするようになった。暴れる犬をデッキブラシで制
して鎖を外し、犬に引きずられて歩いた。犬を飼っている人
に色々尋ねたりもした。
そうして次第に犬との距離が近くなり、頭をなでたりブラ
ッシングしたりしてみようかなと思うようになった。犬は、
私が体を触ったりしても嫌がらなくなり、膝に頭をのせてく
れるようにもなった。本当に嬉しくて、犬好きの娘や義妹に
電話をした。犬のおかげで仲良くなれた人もいる。
今思えば、私は犬の気持ちを考えようとせずただ怖がっ
ていたのだ。
申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいだ。
上津江公民館長 武原 文子

《差別をなくす人権標語》 多種多様

西雉谷（10/29）

笹野（11/19）

前日からしめ縄づくりや清掃がおこなわれ、当日は厳か
に神事が執り行われました。神事の後は、
「大麻さま」と言
われるお札も配られました。

津江中学校防災フィールドワーク

浦（11/13）

葉迫（11/12）

11 月 27 日（金）
、津江中学校の防災フィールドワークが
行われました。中野校長先生から「感じること、忘れないこ
とを心に留めて、しっかり見学して下さい。」とお話があり
ました。
中津江村・野田地区の被災地

津江小中学校のあいさつ運動（11 月 10 日(火)）。元気な
あいさつの声が飛び交いました！

川原『大神宮さま』のお祭り
生徒の皆さんは、中津江村内・野田地区や福祉センター跡、
原部の道路崩落現場等の被災地を回り、関係の方々に説明を
受けながら、被害の状況を見学しました。

十人十色

豊かな社会

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！！

