地上 10 メートルほどの高さで樹木間を綱渡り

令和２年度の「咸宜っ子体

した。フォレストアドベンチ

ンパンやウインナーロール

験教室」は、２月に「パン作
り教室」、３月には中津江村
への「体験旅行」と「ふり返
り・閉講式」を実施し、全て
の活動を終えました。
「体験旅行」では、鯛生金
山で坑道の見学とゴールド
ハンティング（砂金採り体
験）、そしてフ

ャーとは、森の中で空中を渡
っていくアウトドアパーク。
利用者は専用の安全装具を
着用し、樹の上に登り、樹木
間を渡ったり、滑り降りた
り。中にはネットに向かって
飛び降りるものや、180ｍも
のスライダーを滑る物など、
迫力満点の楽しい体験をす

など４種類のパン作りに挑
戦しました。生地を切った
り、こねたり、成形したりの
楽しい活動。どのパンも美味
しくできあがりました！

ォレストアド
ベンチャー奥
日田で自然体
験をしてきま
した。フォレ
ストアドベン

ることができました。
また「パン作り教室」は、
社会福祉法人ぴぃたぁパン
の家にお邪魔して開催。メロ
ンパンやウインナーロール
など４種類のパン作りに挑

パン作りの様子です
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公民館事業の紹介

４年目を迎える「ふるさと咸宜学」、Ｒ３年度は２月か
ら３月にかけて、４回の講座を開催しました。
講師には、日田市文化財保護課 吉田博嗣 課長、廣瀬
資料館 中島龍磨 館長、日田歴史発見講座 伊藤塾 伊藤
利光 塾長、天ヶ瀬温泉未来創造プロジェクト 近藤真平
代表の４名に来ていただき、咸宜地区や日田市の歴史、
また地域資源を活かしたまちづくりについてお話してい
ただきました。

２月の「成人セミナー」は「まち歩きフィールドワー
2 月の「成人セミナー」は「まち歩きフィールドワー
ク」を開催。廣瀬淡窓先生のお墓
ク」を開催。廣瀬淡窓先生のお墓 長生園（中城町）
長生園（中城町）、国
、国
の重要文化財の仏像８体が所蔵されている慈眼山
永興
の重要文化財の仏像 8 体が所蔵されている慈眼山 永興
寺（城町）
、本堂は九州最古の真宗寺院本堂として、大分
寺（城町）
、本堂は九州最古の真宗寺院本堂として、大分
県指定有形文化財に指定されている長福寺（豆田町）
、ふ
県指定有形文化財に指定されている長福寺（豆田町）
、ふ
しぎによくきく万能薬「日本丸」の歴史資料館
しぎによくきく万能薬「日本丸」の歴史資料館 岩尾薬舗
岩尾薬舗
日本丸館（豆田町）など見学しました。
日本丸館（豆田町）など見学しました。
本日見学した場所は公民館の近くですが、意外と皆さ
本日見学した場所は公民館の近くですが、意外と皆さ
ん行ったことがないみたいで、いい機会となりました。
ん行ったことがないみたいで、いい機会となりました。

中島館長による淡窓先生のお話です

楽しくて為になる講座でした

長福寺で住職による説明

３月に開催したＲ２年度最後
の「成人セミナー」と「敬天セ
ミナー」。２講座合同で、地区の
人なら誰でも参加できる公開講
座として、
「春の音楽会」を開催
しました。
内容は、ヴァイオリン 梅原倫
弦さん、クラリネット 梅原仁歩
さん、ピアノ 古賀美代子さんに
よるクラシックコンサート。春
を感じさせる音楽や滝廉太郎の
音楽、映画などでよく耳にする
音楽などを演奏していただき、
本物の音楽に触れられる貴重な
機会となりました。

３人揃っての演奏、うっとりとする音色でした♪

( 2 )
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地域のできごと

3/1（月）から 3/21（日）の期間、豆田まち
づくり歴史交流館（旧船津歯科）で、
「懐かしの着
物展」が開催されました。
（主催：ひた琇未（ひと
み）会」）平成 29 年九州北部豪雨で、被災した家
から古い着物がたくさん見つかったことがきっか
けで始めたそうです。
会場には、時代を感じさ
せない、色鮮やかで目を惹
く着物や帯、小物などが展
示され、来館者を楽しませ
てくれました。

色鮮やかな着物の共演

3/13（土）、パトリア日田で第 48 回日田市社
会教育振興大会が開催され、その中で社会教育功
労者として、三本松の小野琇未（ひとみ）さんが
表彰を受けました。
小野さんは、永年にわたり市内の公民館などで
着付着装教室を開講されるとともに、「ひた琇未
会」の代表として、上記着物展や着物でのまち歩
きを企画・開催するなど、和服文化の発展と社会
教育活動の振興に尽力されています。
小野さん、おめでとうございます。今後の益々
のご活躍を祈念いたします。

受賞、おめでとうございます！

咸宜地区体育協会が咸宜小学校に、テント 3 張、
バレーボールの支柱 1 セット、バドミントンの支
柱 3 セットを寄贈。その寄贈式が、3/19（金）
に、体協役員と校長先生や代表児童などが参加し
て咸宜小学校で行われました。
雨天のため地区体育祭の中止が続いたことや、
新型コロナウイルス感染症の影響により、Ｒ３年
度の多くの体協行事が中止となったため、余った
会費から購入したものです。これからの学校行事
に、大切に使われることと思います。
( 3 )

寄贈式の様子です
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お知らせ

4 月から公民館長が代わりましたので、お知らせします。

着任のご挨拶

退任のご挨拶

４月より咸宜公民
本年。12
3 月、5
年間の任期を終え、咸宜公民
全３回で開催した人権問題連続講座「咸宜セミナー」
月の最終講は、咸宜地区で何度も
館館長として着任い
館長を退任致しました。
振り返れば、着任早々
お話していただいたことのある人気の講師、矢野大和さんの口演！
の予定でしたが、都合に
たしました「河津孫
の熊本・大分地震、翌年の九州北部豪雨、そ
より急遽、講師が変更となりました。ピンチヒッターは津田剛さん。元吉本芸人で、現在は講
宗 」（ か わ づ ま ご む
して昨年春からのコロナ禍と天災が多く、大
演活動や、テレビ・ラジオなどで
ね）と申します。住
変な時期であった気がします。しかし、いつ
まいは田島町で、妻
の時も救われたのは、地域の皆さまとの会話
と息子と住んでいま
であり、人と人とのふれあいでした。
す。３月までは桂林
公民館はコミュニティーの中核であり、地
１月の「敬天セミナー」は、咸宜公民館で活動している日田俳句会より千原艸炎さん、ほか
小学校校長として、
域の皆様に幸せな毎日を送ってもらうための
３名の方に来ていただき、俳句教室「一句作り、短冊に書いてみよう」を開催しました。
仕事をさせていただきました。
施設であると思います。そして今、この時こ
受講生の皆さん、俳句というと難しいイメージを持っていたようですが、俳句の構成や作り
依然、コロナ禍の中ではありますが、感染 そ「学びを止めず」生き生きと暮らしていく
方を教えていただくと、思っていたほど難しくはなかったようです。
対策をしっかり行いながら、地域の皆様に気
ことが一番大切なのだと感じます。
皆さん楽しみながら、ステキな句を詠んでいました。
持ちよく公民館を利用していただけるよう、
この 5 年間、公民館長として多くの方を知
また皆様の「学び」のお役に立てるよう、精
一杯がんばりたいと思います。どうぞ、よろ
しくお願いいたします。
館長 河津 孫宗

り、たくさんの事にかかわることができまし
た。今後も微力ながら精一杯地域の為に尽く
していくことが自分の使命だと信じ、活動し
ていこうと思っています。
松重 哲

これからの行事予定
４月
22 日(木) すずめの学校

６月
認知症予防教室

2 日(日) 日田市成人式
おやつ作り

22 日(土)～23 日(日) 日田川開き観光祭
27 日(木) すずめの学校
未定

内容未定

17 日(木) 子育てサロン 七夕祭（丸の内子
育て支援センター出前保育）

５月
20 日(木) 子育てサロン

3 日(木) 敬天セミナー

認知症予防教室

咸宜っ子体験教室

23 日(水) 成人セミナー

内容未定

24 日(木) すずめの学校

認知症予防教室

29 日(火) 公民館清掃

開講式ほか

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、行事が中止・延期となることがあります。
※ 「敬天セミナー」
、
「成人セミナー」の募集チラシは、それぞれ広報ひた 5 月 1 日号、
広報ひた 5 月 15 日号と一緒に配布予定です。

５月
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