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上野田防災士会 湖東
沖縄、奄美で梅雨入りしました。上津江もあとひと月で梅雨時季となります。例年なら、梅雨時季の大雨に
備えた避難訓練を計画する頃ですが、今年は新型コロナ感染症の影響で、避難所への立ち退き避難訓練等

程野・『上津江しゃくなげ園』の様子・上津江といえばシャクナゲですね♪（上津江村花）（5/1）

は実施見送りとなりそうです。
しかしながら、新型コロナ感染症拡大防止の為、外出自粛で不便な生活をしている時ではありますが、災害
は起こります。 訓練は出来ませんが、改めて大雨による災害に備えたいものです。
豪雨などで災害が予想される場合、 『今までどおり避難してください！』
避難行動は命に関わることなので不要不急の外出には当たりません。避難
所となる上津江体育館については、振興局が感染予防対策を考えているとの
ことです。自主避難や上津江体育館以外の避難所では、避難住民自ら感染予
防対策をして下さい。マスクの着用、うがい手洗い、居住区域の間隔をとる、発
熱のある方の区域分け、共用部分の消毒、換気などです。
いつもより、準備することが多くなりますが備えあれば憂いなしです。
今年も早期避難で災害に備えましょう。

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。

上空 が冷た い時、綿 のよう に回り を包 んで 天空 のようで す。

感染者数 が多 く、連 鎖

投 稿者 貴 子
一、綿 に似 て 歩 いて見た い 雲海 の上

…

緊急事態 宣言で テレビ に出 て解 説す る人 の話で
す る。負 の悲劇 が続 く。

二、 コロナ禍 脅 し 始まり 身 が縮む

…

ぜひ、お宅にある写真を見返してみてください。
もし「これは！」という写真がありましたら・・・
現在、公民館は残念ながら休館中・・・
休館が解除されましたら、あらためて募集したいと思いま
す。あなたの見つけたお写真の①場所、②撮影日、③どのよう
な場面か、④あなたとその写真とのエピソード等、をまとめ
ておいて頂けると嬉しいです！（わかる範囲で結構です）

マスク姿 の 美 人たち

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！

マスク顔 の、 目だけ見え ててき れ いだ と思う が、素 顔 がわ かれば …

② 私のお気に入りの場所

…

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。

三、 何処見 ても

① 昔懐かし、思い出の写真

津 江には雄大な 雲海が臨 める場所がある のだ とか。素晴 ら し い環境 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 氏名、③ 住所、④ 電話番号を 公民館ま で。
郵便 か フ ァック スでご 応募 下さ い。

上津江公民館では、皆さんのお宅にあるお写真を、今後「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。

尚、開館後に写真をお預かりした時は、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どうぞ！
【電話 55-2043 FAX 55-2728】
★成人式の集合写真を探しています！！
振興局ロビーにある上津江（津江）の成人式記念写真ファイルに
は平成 11 年のものから綴じられていますが、平成 17 年の写真だ
けがありません。お持ちの方はぜひ公民館まで！併せて平成 10 年
以前の写真をお持ちの方も、ぜひ公民館にご連絡下さい！（写真を
お預かりする場合は、コピー後すぐにお返しします。
）

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！！

白草・髙畑家のツツジ 奥の茶畑も今はツツジ畑になっていて、例年なら地域の方とお花見を楽しむそうですが…（5/4）

令和 2 年度の公民館活動について

★令和 2 年度上津江公民館活動計画★
・公民館だよりの発行（13 回）
・津江っ子チャレンジクラブ（津江小 4～6 年生 /9 回）
・津江小中学校講演会（小中学校） ・女性セミナー（成人女性/4 回）
・料理教室（成人/4 回） ・たかさご学級（高齢者/5 回）
・人権学習（地域住民/5 回） ・家庭教育学習（こども園・小中学校/11 回）
・環境学習講座（地域住民/4 回） ・自主学習教室（14 教室）
・上津江公民館フェスティバル（3 月 7 日） ・上津江産業文化祭への協力
・上津江スポーツ大会（地域住民/各種・計 3 回） ・学校支援（津江小中学校）

新しい年度が始まって 2 ヶ月が経とうとし
ています。
新年度の公民館活動については、例年であ
れば 4 月中に公民館運営委員会 総会を開催
してご審議頂くのですが、本年度は新型コロ
ナウイルス感染防止の為、総会を開かない形
式での決議とさせて頂きました。
議案については全てご承認頂いたところで
すが、コロナ感染防止の観点から、状況によっ
コロナ禍により大変な状況が続いておりますが、公民館も微力
ては活動内容の変更・中止等も考えられます。 ながら地域のお役に立てる様、精いっぱい努めて参ります。
詳しくは、広報等で随時お知らせします。
本年度もどうぞよろしくお願い致します。
地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けします
コロナ禍が一日も早く終息しますように！
が、何卒ご理解頂きますようお願い致します。

イラスト著作権 がくげい
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浦宮神社と白草地区
昨年もご紹介した浦宮神社の黄色い桜が今年
もきれいに咲いたようです…が、写真を撮りに行
った時（4 月 27 日(月)）はもう色がピンクに変わって
いました（写真左）。大変珍しいこの桜、花弁が黄色い
期間はとても短いようです。つい 1 週間位前までは黄
色だったらしいのですが…。

同じ日に白草地区でも黄色い桜を見つけました（写真
右）。こちらはまだ黄色い色が残っていましたよ♪ 鬱金
（ウコン）桜ではないかと思うのですが、いかがでしょ
うか？
ご存知の方がおられましたらぜひ教えて下さい！

津江小中学校で入学式が挙行されました
４月 24 日（金）、津江小中学校で、小学校と中学校
の合同入学式が挙行されました。
コロナの影響で、約 2 週間遅れての入学式となりま
した。子ども達には 1 日も早く新しい生活に慣れて、
様々な事にチャレンジして頂きたいですね。

交流会なども行われるのですが、今年はコ
ロナの影響により、神事のみ行われました。
尾の岳の山開きは、毎年 5 月の第二日曜
日に行われます。以前は尾の岳に登って行
われていたそうです。山頂は標高約 1,040
ｍ。素晴らしい眺望を楽しめる景勝地との
配布されたマスク
こと。機会があればぜひ(^^♪
こと。一度、登ってみたいと思います。
今回の山開きは交流会等が無かったこともあり、記念品
５月 10 日（日）、雉谷自治会館で尾の岳山開きが行 として自治会各世帯に 2 枚ずつ、手作りマスクが配られ
われました（雉谷自治会）。本来なら地域の方が集まり、 ました。

森本 秀樹
頂きまして、ありがとうございました。

白草地区・馬頭観音のお祭り
4 月 18 日(土)、白草地区で馬頭観音のお祭りが行わ
れました。例年は地域の方々が集まって行われるそうで
すが、今年はコロナの影響により、祠の清掃をして各自
でお参りする簡易な形式で行われました。

雉谷自治会館で尾の岳山開き祭

焼き芋、お惣菜販売では、たくさんの方にご利用
小学校（写真上）は新入生 9 名を迎え全校で 44 名、
中学校（写真下）は新入生（7 年生）14 名を迎え全校
で 31 名でのスタートです！

コロナの影響で、色々なことが制限されています
が、「チョイてご」作業の依頼は受け付けておりま
す。
毎週木曜日は事務所も開所しておりますので、お

すぎっ子こども園で「子どもの日」お楽しみ会
５月１日(金)、すぎっ子こども園で「こどもの日」のお
楽しみ会が行われました。

気軽にお立ち寄りください。
（午前 9 時から午後 4 時まで）
※「チョイてご」・・・一人では大変な、
ちょっとした暮らしの困りごとをお手
伝いします。

電話 0973-54-3824

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として支
払われる、一人当たり 10 万円の特別定額給付金の
給付を装った不審な電話が、大分県内でも確認さ
れています。
通帳やキャッシュカード、暗証番号、口座番号、マ
イナンバー等を絶対に渡さない、教えない様にご注
意下さい！
もし、不審な電話がかかってきたときは、上津江
駐在所（電話 54-3954）又は 110 番にお気軽にご連
絡下さい。

新型コロナウイルスを含む感染症予防対策の基本は
「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
●接触感染に注意！

白草地区の馬頭観音さまは、悪霊を鎮める為に祀られたと伝えられているそうです

パンで鯉のぼりを作りました。ちゃぁんとマスクを着
けてますね。鯉の目はチーズと海苔を使いましたよ♪
上手にできて、とっても美味しかったそうです。

新型コロナウイルスの感染経路として、飛沫感染のほか接触感染
に注意が必要です。 人は無意識に顔を触っています。

●手洗いのすすめ
水とハンドソープでウイルスは減らせます。
①流水で 15 秒すすぎ
→
ウイルスは 100 分の 1 に。
②ハンドソープで 10 秒もみ洗い後、流水で 15 秒すすぎ
→
ウイルスは 1 万分の 1 に。
③②を 2 回セット
→
ウイルスは 100 万分の 1 に。

●手洗いの５つのタイミング

この日は満開の枝垂れ桜の下で、消防ポンプの点検も
行われました。
《差別をなくす人権標語》 げつようび

食事のあとは、皆
で「鯉のぼりのお話」
を聴きました(^^♪

はやくあいたい

おともだち
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（出典：厚生労働省ホームページ）
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