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地区社協も
活動を開始しました♬

飾りや願い事を、5、6ｍもある大きな竹に括りつけま
した。七夕は昔、8 月に行っていて、竹は終わったら
物干竿として利用していたそうですよ。

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！☆

コロナ禍の影響により、活動を自粛していた
上津江地区社会福祉協議会の活動も、地域のミニデイ
を皮切りに少しずつスタートしています。

★雉谷ミニデイ
6 月 28 日（日）、雉谷自治会館で行われたミニデイ
は、ちまき作り♬ 新型コロナウイルス感染予防の為、
対面にならない様に、横に並んでの食事ですが、久し
ぶりに顔をあわせ、皆でとる食事は格別ですね。

梶原さんのゆず園で
2ｍの蛇の抜け殻

★程野ミニデイ
７月１日（水）には、程野集落センターで程野地区
のミニデイが開催されました。
まずは出席者全員の検温を行ってからスタート。
この日の活動は、七夕飾りです。
「はやくコロナが終息しますように！」思い思いの

6 月 19 日（金）、梶原茂弘さん
（川原）のゆず園で、2ｍ近くもあ
る蛇の抜け殻が見つかりました。見
つけた時は先の方が茂みに隠れて
いましたが、草をどけてみると頭ま
で繋がっています。あまりの大きさ
に、近くに本体がいるのではないか
と、思わず周りを見回したそうです
よ。梶原さんとくらべても、その大
きさがわかりますね！

７月初旬から九州を襲った豪雨
災害･･･。各地で記録的な大雨とな
り、日田市にも大きな被害を齎しま
した。津江地区でも多くの方々が被
災し、未だ不安な日々をお過ごしの
方も多くいらっしゃることと存じ
ます。被災された皆様に、衷心より
お見舞い申し上げます。
7 月 26 日(日)、上津江体育館で
行われた意見交換会(日田市)では、
被災された方々の強い要望や思い
が語られました。
上津江公民館としましても、地域
の方々の声を聴くと共に振興局や
振興協議会と話し合いながら、今
後、地域防災の為に何が出来るのか
を探っていきたいと思います。

公民館教室・活動再開！！
６月に入って少しずつスタートし始めていた公民館
教室・活動ですが、７月１０日（金）からは、ほぼ全面
的に再開可能となりました。現在、キーハープ教室、舞
踊教室、クラシックギター教室が活動しており、コーラ
ス・リコーダー教室が準備を進めています。
（自主的に再開
を見合わせている教室もあります）
これからは、新型コロナウイルス感染症の予防をしっ
かりと行いながら、新しいスタイルでの活動となりま
す。皆様のご協力をお願い致します。

右の写真は上山和豊さん（都留）が持って
来て下さいました。７年程前の「紅葉祭り」
（都留自治会主催）で紹介された昔の写真で
す。今回はこの中から 2 枚をご紹介！
これは、
「上津江で初めて猪が捕獲された
時」の写真！100 ㎏もあったそうですよ！
昭和 32 年の出来事です。
元の提供者は足達哲雄さん（左）と上山嘉
隆さん（右）です。今から 60 年以上も前の
写真。写っている方がどなたかわかります
か？

盆栽教室が社会教育功労者の感謝状
あらためて表彰式・・・の後で記念撮影♬

上津江公民館では、皆さんのお宅にある写真
を「公民館だより」等でご紹介することを計
画しております。写真のテーマは以下の２つです。

まずはお電話を！！
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。
好きな風景や、特別な思い入れのある場所等、あなた
のお気に入りの「上津江」の写真を！

あなたのお宅にある写真をぜひご提供下さい。

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。
「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！

上津江公民館
電話：55-2043／FAX：55-2728

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！！

公民館だより 4 月号でもお伝えしましたが、盆栽教
室は今年の 3 月に、社会教育功労者として日田市社会
《差別をなくす人権標語》 未来には

7 月 8 日(水) 県道１２号線

教育連絡協議会より感謝状を贈られました。
本来であれば、3 月に開催される日田市社会教育振興大
会で表彰される予定でしたが、コロナ禍で中止となり、そ
のままになっていました。
6 月１９日（金）、約３週間にわたり、振興局ロビーで来
館者の目を楽しませてくれた「盆栽教室作品展」の終了後、
あらためて公民館長より感謝状をお渡しさせて頂きまし
た。

ステップ教室リーダーが
教室生にはげましのメッセージ
上津江いきいきステップ教室は、現在もコロナ禍によ
り活動自粛中です。６月 17 日（水）、教室生の皆さんに
少しでも元気を出してもらおうと、教室リーダーの皆さ
んが、励ましのメッセージを作成し、教室生に届けまし
た。受け取った教室生からは喜びの声が！！
運動の機会、人と顔を合わせる機会が少なくなると、
心身共に沈みがちになってしまいます。7 月には豪雨災
害も重なり、一層気持ちが落ち込んでしまいますが、こ
んな時こそ声を掛け合
って、励まし合って、
皆で乗り越えていきま
しょう。
みんなと笑顔で会え
る日を楽しみに、それ
まで心も体も元気でい
ましょうね！

いじめと差別

渡さない
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★ゼラニウムの苗差し上げます！！

川原女性部が
広川交差点等の花植え
６月 14 日（日）、川原の女性部による花植え
作業が行われました。年に 2 回行うそうです。
この日は雨の降る中、合羽を着て早朝から作業開始。
道の駅前の道路沿いと川原自治会センター、広川の交
差点にベゴニア・サルビア・マリーゴールドを合わせて
凡そ 300 本植えていきました。
皆様、雨の中大変お疲れさまでした！

道の駅前

浦宮神社と公民館の清掃
６月２１日（日）、浦地区女性の皆さんが、浦宮神
社と公民館の清掃作業を行いました。
朝早くから清掃作業！2 ヶ月に 1 回行っているそ
うです。作業が終わって、少しだけ茶話会。前回（4
月）はコロナ禍により実施できなかったので、集ま
って話をするのは久しぶりとのこと。思わず話に花
が咲いたようです。顔を合わせることも大切ですね。

広川交差点

川柳作 品 のご紹介

今 月お寄 せ頂 いた 川柳をご紹介 します。今 月はお 二
人 の方が投稿 し て下さ いま した。 『
作品 （
）
』

空豆 の 下を向けば 食 べご ろか

…

森林
見え て
金は見えな い 森 林業

６月２４日（水）に津江小中学校にて「令
和二年度第１回学校運営協議会」が開催され
ました。
この会はＣＳ（スクールコミュニティ）と
も言います。「子どもたちを地域と学校が手
を結んで育てよう！」という目的で全国的に
取り組まれ、日田市も力を入れています。
この日は、学校、育友会、地域代表（公民
館を含む）の計２６名と教育委員会が集まっ
て、この会の目的や今年の学校経営と会の取
り組みについて意見交換をしました。
校長先生がたは「地域の皆様にご協力いた
だくことがあるかと思いますがその節は何
卒よろしくお願い致します。」と話しておら
れました。

…

～津江小中学校 第 1 回学校運営協議会～

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 氏名、③ 住所、④ 電話番号を 公民館ま で！

【地域と学校が手を結ぶ】

★お忘れものです
★ヨガ教室の延期について
7 月 9 日に予定されていた「女性セミナーヨガ
教室」は、豪雨災害の為、８月２７日（木）に延
期となりました。詳しくは、募集チラシを全戸配
布しておりますので、そちらをご覧ください。
日時：８月２７日（木）１０：３０～
場所：上津江体育館
参加料は無料です。
ふるってご応募下さい！
イラスト著作権 がくげい

６月上旬に、上津江振興局ロビーに帽子の
お忘れ物がありました。
公民館事務室で預かって
いますので、お心当たりの
方は、ご連絡下さい。

★お盆の間は閉館します
お盆の期間（８月 13 日（木）、14 日（金））
、
上津江公民館は閉館となります。
（公民館事務室は
閉まっていますが、上津江振興局は開いています）
よろしくお願い致します。

振興局ロビーで育てているゼラニウムを挿し芽
して、増やしています。
ほしい方は、公民館事
務室にお声かけください。
もちろん無料ですよ♬
日田市では、空き家バンク
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または賃貸契約が
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。

「ＯＩＴＡえんむす部出会い
サポートセンター」では、結婚を
希望する若者を応援する取り組みを行っており、今
年度も県内６か所を回る「出張えんむす部」を開催！
日田市では

対象：売買又は賃貸契約が成立した空き家バンク物
件所有者（個人のみ）
条件チェック
・契約相手は空き家バンク登録者ですか？
・契約相手と３親等以内ではりませんか？
奨励金の額：5 万円
このほかの詳しい条件や申請手続き
は、ひた暮らし推進室まで！

7/26、8/9、9/27、11/8、12/27、1/10、2/28
いずれも日曜日です。
時間は 11 時～17 時。
（センターホームページから要予約）
場所は、日田市複合文化施設アオーゼ 2 階第 3 会議室
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程が変
更となる可能性があります。

●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 0973-578-777
ＯＩＴＡえんむす部キャラクター
おーくん、えんちゃん

「空き家バンク」、
「出張えんむすぶ」
についての問い合わせは、
以下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：２２－８３８３（直通）
Fax：２２－８３２４

新型コロナウイルス感染症の影響で長く公民館を閉館し
ていたが、７月１０日から自主学習教室が概ね再開の運びと
なった。
色々制約はあるものの、活動再開は利用者にとっても公
民館にとってもうれしい。
「マスクをしてでも歌いたい」と言われた方と、マスク越し
に思わず笑顔を交わした。
それから余りたたないうちに、豪雨災害のニュースが飛
び込んできた。いたる所で道路が寸断され、住宅に被害が
及び、加えて停電、断水、孤立。誰もが不安な日々を過ごし
ただろう。
数週間たった今、徐々に復旧にとりかかっているところ
だと聞く。支援に駆けつけて下さった方を始め多くの方々
との繋がりで種を蒔く土が耕されることを祈っている。
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！！

