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日田市社協の生きがいデイサービス

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
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☆上津江の話題はホームページから！☆

津江小学校 5 年生の稲刈り体験
10 月 2 日（金）、津江小学校 5 年生７名が、上野田・
小平地区の田んぼで稲刈りを体験しました。
地元の方のご厚意で遊休農地をお借りし、津江小学校
の授業の一環として行われたもので、主にお世話したの
は地元農家の方々です。

上津江地区防災士懇談会（9/18・上津江振興局２階会議室）

9 月 17 日（木）
、川原自治会センターで日田市社会福
祉協議会の生きがいデイサービスが開催されました。
コロナ禍の影響で、午前中のみの開催ですが、皆さん
ゲーム等で楽しく健康づくりを行っていました。

宇野楽器主催の演奏会に
キーハープ教室が出演

地域の皆さん方が、土地や農業用具の事など様々な面
で「子どもたちの為なら！」と、快く協力して下さった
そうです。
子ども達は鎌の使い方から習い、稲刈りから掛干しま
で、一生けんめい作業を行いました。水も土もきれいな
上津江のお米は絶品です！みんなが刈り取ったお米もき
っと美味しくなりますね♪

9 月 18 日（金）
、上津江地区防災士懇談会が行われま
した（主催：日田防災アドバイザー連絡協議会・日田市／
共催：上津江公民館／協力：上津江地区振興協議会）。
これまで上津江町内の防災士が集まる機会は無く、今
回が初めての試みでしたが、たくさんの方が集まって下
さいました。
様々な、前向きな意見が交わされ、今後も意見交換や
学習の場を設定していくこと確認しました。次に繋がる
有意義な会となったのではないでしょうか。

9 月 20 日（日）、宇野楽器駐車場（田島町）で演奏会
が開催さました。コロナ禍で色々なイベントが中止される
中、宇野楽器さんが企画しました。上津江公民館のキー
ハープ教室も出演！久しぶりの演奏を楽しみました‼

こども園、小中学校で運動会！
すぎっ子こども園は 10 月 3 日（土）
【写真上】に、津
江小中学校は 10 月 11 日（日）
【写真下】に、それぞれ
運動会が開催されました。コロナ禍の影響で、いずれも
午前中のみの開催でしたが、子ども達は元気いっぱい、
力いっぱい頑張りました！

「転んでも負けても泣く子はいませんでした。最後まで諦めず一生けん
めい走る姿に成長を感じました。
」（こども園 相垣園長先生）

上津江地区防災士懇談会

たかさご学級（高齢者教室）
上津江公民館の高齢者教室『たかさご学級』は、上津江
地区社協のミニデイサービスと合同開催をさせて頂いてお
ります。こちらもコロナ禍でなかなか開催できませんでし
たが、ようやく２ヵ所でスタート！
9 月 19 日（土）は程野集落センターで、10 月 6 日（火）
には川原自治会センターで、それぞれ開催されました。

「稲の束ね方はね…」

地域の方は「子どもたちに上津江・中津江の素晴らし
さを伝えたいという思いで取り組んでいる」と話してく
ださいました。故郷を愛し、誇ることの出来る子ども達
が育ってくれるといいですね！

7 月に泥水が入った畑に手を入れた。
途方に暮れて、公民館に来た人に話を
聞き、やっと手をつけたというわけだ。
一日目に木の枝を拾い草を取り二日
目に堆肥を入れて耕した。すると、土の
中からミミズが一匹出てきた。お！ミミズは土の為に良
いという事を昔習ったな、とニンマリ。山から土が運ばれ
てきたおかげで畑の土も増えている。
一時は、この畑はもうだめかとがっかりしていたが「生
き返る！」と嬉しくなった。
今、畑の真ん中には茄子が育っている。今年はずいぶん
茄子を食べたのでもう倒しても良い頃だ。そこを耕せば
畑が少し広く使える。小さな小さな畑で野菜を育てるこ
と数年。 次に植える野菜のことをあれこれ考えながら畑
を眺める時間が楽しい。

上津江いきいきステップ教室
１０月７日（水）、上津江いきいきステップ教室が再
開しました！コロナ禍による自粛期間約７ヶ月を経て、
待ちに待ったスタート！この日は体組成測定も行いま
した。
ステップ台を踏むのは久しぶり！みんなで輪になっ
て楽しくやるからいいんですよね！これからも、仲良く
元気に頑張っていきましょう♪

↑程野たかさご学級／人権ＤＶＤ学習(左)・お茶で カンパ～イ(右)

↑川原たかさご学級／駐在さんの講話(左)・紙芝居 紅頭巾Ⅱ(右)

担当保健師の梶原さんが体組成測定の内容を説明しました

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）

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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相垣さん宅で２ｍを超える蛇の抜け殻

川柳作 品 のご紹介

人出多し

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 （

我も我もで

上手 に剥 いて 動物喰す

・ＧＯＴＯで

…

・栗 の皮

忘 れら れ

公民館だより 180 号（令和 2 年 8 月
1 日発行）で、梶原茂弘さん（福島）が
発見した 2ｍ程もある蛇の抜け殻をご紹介
しましたが、今回はその第二弾です！
相垣満馬さん（白草）が８月頃、自宅横のビニール
ハウス入口で発見した蛇の抜け殻は、なんと 2ｍ26
㎝！ 以前からハウスに住みつくアオダイショウで「た
ぶん 2 代目だろう」とのこ
と。お陰でネズミの害が少
ないそうですよ。普段は右
の様に「巳」の字の形にし
て額に入れているそうです。
まさに大蛇！驚きの大き
さですね。

白草公民館で三つの行事を同時開催！

）
』

全国で特殊詐欺（なりすまし詐欺）被害が後を絶ちませ
ん。この手の犯罪は、電話 1 本から始まるものであり、他
人事ではなく、いつその被害者になるか分かりません。そ
こで『この家は騙せない』と思わせる対策をお願いします。
【対策例～高齢者 1 人暮らし編】
＊情報を与えないこと
◆悪い例
犯 人「○○という者です。子どもさんはいますか？」
被害者「うちには子どもは住んでないよ。
」
※高齢者の一人暮らしではないかという情報を犯人に
与え、近くに相談するものはいないと思わせ、どんど
ん会話してきます。
◇より良い例
犯 人「○○という者です。子どもさんはいますか？」
被害者「もうすぐ帰って来るから、もう一度名前と連
絡先を教えて。私では分からないから。
」
※相手の「なりすまし」をこちらも使い、1 人暮らしで
はないことを強調。
※電話を早めに切ろうとしていることが相手に伝わる。
※相手が嫌がる相手の情報を聞いてやる 等

…

上津江駐在所より

これらはほんの一例です。通話内容が変
だと思ったら、一旦電話を切って、確認及
び１１０番通報等を心がけて下さい。
【参考】
津江地区でも、この春先から今までに「アポ電」等と思
われる電話及びメールが数件確認されています。
以上は参考として、特殊詐欺（アポ電型）の内容及び傾
向を記したものです。
▼アポ電型
あらかじめ電話をし、その家の環境を探った上で犯人
側が特殊詐欺で騙せるか否かを見定める方法。
※犯人は通話先の情報をほとんど知りません。ですか
ら、1 つでも情報を聞き出す為に、言葉巧みに会話
をし、その会話術をマニュアル化しています。
※犯人が『この家はいけるかも』と判断した場合、な
りすまし（市職員・銀行員・警察官等）を行い、不
安をかき立てたり、信用させる言葉を投げかけてき
ます。
※受け子（通帳・キャッシュカード等を被害者から実
際に受け取る役割）、出し子（実際に金銭を出す役
割）は、全く違う人物であるパターンがほとんどで、
実行犯はアルバイトで雇ったもの同士が多く、お互
いの素性も知らないことがほとんどなので、元締め
を捕まえることが難しくなります。

林業 に 自 活 の言葉

★特殊詐欺被害防止について

…

※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。

本当 に、動物 は驚く ほど器用に剥 いて食 べ てます よね ～ ♫
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！

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！！

・

★「ひろば」をご活用下さい。

最後は皆でバンザ～イ！

★『つえ絆くらぶ』からのお知らせ
毎年ご好評いただいております焼き芋販売をスタート
します❕ 焼き芋ののぼりと甘～い香りを目印にお越し下
さい。
また、この日に合わせて、上津江在住の奥村葉子さんに
よるピアノのミニコンサートも開催する予定です❕
◎焼き芋販売スタート
令和 2 年 10 月 29 日（木）
午前 11 時ごろ～午後 3 時ごろ
※毎週木曜日に販売予定
◎奥村葉子さんによるピアノミニコンサート
令和 2 年 10 月 29 日（木）
午後 1 時～1 時 20 分
場所：つえ絆くらぶ事務所
お問合せ先 つえ絆くらぶ 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 水曜日午後 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。
１０月の相談日 ２１日 ／ １１月の相談日 １８日
日程が合わない時はご相談下さい。
イラスト著作権 がくげい

9 月 15 日（火）、白草公民館で、
「年の神
のお祭り」と「敬老会」
、
「ミニデイ」が同時
に開催されました。 コロナ禍の影響による
ものです。
公民館の横に祀られている「年の神様」の
お祭りは、毎年 9 月 15 日と決まっていて、
白草地区の方々は仕事のお休みを取って参
加される方もいるそうです。この日も沢山の
方が参加していました。地域の行事を大切に
しているんですね。絆の強さを感じます。

★防災コラム『タイムライン』
上野田防災士会

湖東 徹

今年は 7 月豪雨災害や台風 10 号の予報で非難された
方も多かったのではないでしょうか？コロナ対策で避
難所の収容人員を確保するために、今までは不適とされ
ていた施設も避難所に指定されたり、分散避難の呼びか
けもあり、戸惑いがあったと思います。今一度避難の際
の行動を確認してみませんか？
避難するまでの行動
チェックする事柄
持ち出し品

食料品、薬、防寒具など

防災情報の収集

土砂災害警戒情報
行政の避難情報

避難するタイミング

いつ，誰と逃げるか等

避難する場所、方法

避難所、自宅、子供・親戚宅、
移動方法

安否確認の為の連絡

家族、班長や自治会長など

以上の事柄などを災害発生時の基点として、時系列を
遡ってやることを書き出して確認してみましょう。
これを「マイタイムライン」といいます。
家族や集落でタイムラインを共有することで安否確
認や声掛けなどがスムーズにできるようになり、ほかの
方のタイムラインから気付くこともあり自分の避難行
動もスムーズになります。今年は台風の発生が少ないで
すが、11 月に上陸した事例もありますので備えの確認
をよろしくお願いします。

右の写真は、山下直基さん撮影の、昭和 50 年
代と思しき「尾の岳山開き」の写真です。
沢山の人が集まっていて、当時の賑わいがよく
わかる貴重な資料ですね。
写真は神事の様子ですが、他にも様々な場面の
写真を沢山ご提供下さいました。今後、少しずつ
紹介させて頂きたいと思います。
懐かしい風景、懐かしい顔に出会えるかもしれ
ませんよ。お楽しみに～♪
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」等でご紹介する計画をし
ております。写真のテーマは以下の２つです。

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。
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！！

