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行
日田市前津江公民館

住所：前津江町大野 2184-1
電話：(0973)53-2203

１２

１１
１６
２５

１７

１０
３０

１４

２２

めだかの楽公の様子と
これからの予定
めだかの楽公 月 （木）に
実施予定。 月は 日（木）を
予定しています。また只今各地区
で行われている健康相談で、めだ
かの楽公の紹介（どういった内容
で実施してるかの体験会）をおこ
なってます。
月 日（水）は、桑木、赤石
本村・堂尾の公民館にお邪魔し体
験会を実施します。
柚木地区は 月 日（金）に
実施予定です。クリスマス会も出
来たらいいなと考えています。
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猛暑がいつまでも続き、山里に住む私
たちも秋が来るのだろうかと気がかりで
したが田んぼでの農作業がひと段落つく
頃から次第に秋の気配を感じるようにな
りました。
秋山のシー ズン到 来のスタ ートは
月３日（日）におこなった御前岳中腹に
ある岩屋の環境整備でした。それから釈
迦岳登山 月 日（土）
、山遊び 月
日（土）スポーツ交流会 月３日（水・
祝）と自然を肌で感じながら一歩一歩大
地を踏みしめた活動の連続でした。
山里に住んでいながら山登りをしたこ
とがない、釈迦岳や御前岳、渡神岳を知
らない児童、生徒もいるようです。また
外で身体を動かすことが少ないのも現代
人ですね。
公民館では地域の自然を活用した事業
をこれからも取り入れていきたいと思い
ます。今後もその都度ボランティア参加
の要請など呼びかけますので「公民館だ
より」にしっかり目を通して頂き、ご協
力をお願いします。
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まえつえ
ジュニア倶楽部
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活動の様子

月 日（土）午前９時から公
民館集 会室に て前 津江 食推協の
皆さんに来ていただき、食育学習
の一環 として おや つの 食べ方を
考えよ うとい った 話と 果物を食
べて元 気な体 を作 ろう といった
話をして頂き、ヨーグルトのお土
産も頂きました。
その後 時よ り保護 者も 参加
し講師の日田清流焼・森山さんの
指導の もと陶 芸教 室を 開催しま
した。今回は手びねりで一人約３
５０ｇ の粘土 を使 い皿 か茶碗を
つくりました。作品が出来上がり
次第、皆さんの力作を公民館に展
示しますのでお楽しみに♪
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月 日（土）津江三山の一つ
である 釈迦岳 に今 年は ジュニア
倶楽部で登りました。今回は参加
児童と保護 者の 名、そし て中
学校な らびに 当紙 面で 募集し集
まって くれた ボラ ンテ ィアさん
８名を含む 総勢 名で、小 学１
年生か ら大人 まで 幅広 い年齢で
秋の釈 迦岳の 景色 を楽 しみなが
ら交流した登山となりました。登
頂後は マイク ロウ ェー ブ展望台
（表紙 右下の 写真 ）で 昼食をと
り、アサギマダラを鑑賞しながら
下山しました。山に登る楽しさを
感じたかな と思います。
今年度も折居さん宅（森のよう
ちえん：おひさまのはら）に 月
日（土）に、お邪魔してきまし
た。今年は少し趣向を変えて公民
館から 歩いて 森の よう ちえんま
で行き、帰りも歩いて帰ってくる
という行程でした（表紙はゴール
の折居さん宅付近）。９時に公民
館を出発、 時半頃に到着し
時まで、めいっぱい折居さん宅の
遊具で 遊んだ り木 々の 中を散策
したりしていました。最後に参加
児童に感想を聞いたところ「来年
は今ま で通り バス を使 って欲し
い」とのこと。
歩 く こと が 少な く なっ た現 代
の子どものなげきでしょう
か・・・。
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m - t s u e - k @hita-net.jp
メールアドレス
ｈｔｔｐ：//www．hita-k．org/maetsue1
ホ ームページアド レス
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館 長 佐藤 香津子
主 事 塩川 康祐

2021.11.15

前津江町について
●面積 78.99 平方㎞
（2021/10/31 現在）
●人口 890 人
●世帯数 367 世帯
☆柚木自治会 27 人
13 世帯
☆出野自治会 168 人
73 世帯
☆大野自治会 399 人
153 世帯
☆赤石自治会 296 人
128 世 帯
（2021/3/31 現在）
◆高齢化率 48.10 %

１０

発

男の料理教室の様子

県公民館研究大会にて
月 日（木）由布市はさ
ま未来 館にて 大分県 公民館
研究大会が開催され、前津江
町から 矢幡静 一さん が公民
館運営 審議会 委員表 彰を受
けました。おめでとうござい
ます。
前津江公民館も平成 年
に一度 受賞し た広報 優秀賞
を７年ぶりに再受賞し、他に
も日田 市では ６名の 方が優
良職員 表彰等 を受賞 をして
います。
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今年度の７月号（公民館だより１０１号）に記載
していました『アナタの一鉢を公民館に 』
‼ という
ことで現在、出野の佐藤勝さんよりシンビジューム
と地区の有志の方からの菊。そして女性セミナーで
作ったコケ玉などを玄関入口に展示しています。
新しい展示棚として組手什（くでじゅう：ＮＨＫ
の連ドラで出てましたね）を使用し玄関を彩ってく
れています。写真左上の通り組手什の空きスペース
は皆さんからの『一鉢（小物）』を置くスペースとし
てとってます。また、そのまま公民館に入って左側
の展示ロビーをリニューア
ルしました 現(在も進行中）。

２８

１１

２７

女性セミナ ーの様子
月 日（水）女性セミナーで
コケ玉 づくり を昼 の部 と夜の部
の２回実施しました。
時 期 的に 少 し遅 く なっ てし ま
いましたが、講師の秋吉静子さん
（赤石在住）の指導のもと参加者
の皆さ んは楽 しく 作品 作りをお
こなっていました。玄関口に緑が
あると心がほっこりしますね。是
非年明 けコケ 玉の シー ズンが来
たらま た開催 した いと 考えてい
ます。興味のある方は事前に公民
館へご連絡ください。

スポーツ交流会
月３日（水・祝）に前津江小
学校な らびに 公民 館前 のゲート
ボール場で 第 回となる高 齢者
スポーツ交流会を実施しました。
当日は 少し肌 寒い なか でしたが
元気ハツラツと実施出来ました。
昨 年 は大 会 形式 で 行わ ず順 位
を決めない形でしたが、今年度は
大会形 式に戻 し１ ～３ 位までの
チーム 戦で競 い合 う内 容に戻し
ました。皆さんの笑い声が小学校
とゲー トボー ル場 に響 いた半日
となりました。来年は交親会（全
員での昼食）も出来ればと考えて
います（表紙の写真は開会式の様
子です）。
大会結果
ゲートボール
１位 大野チーム
２位 柚木チーム
ペタンク
１位 赤石チーム
２位 大野 チーム
３位 出野チーム
グラウンドゴルフ
１位 出野・柚木チーム
２位 大野チーム
３位 赤石チーム
全４地区が、１位にかかわる結果
となり ました ね♪ 皆さ んお疲れ
さまでした。
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今回号で記載出来なかった事業は、次回
号 以降も しくは ＨＰで お知ら せ出来 れ
ばと思っています。

A

上記 2 講座ともに日時は未定ですが、興味
のある方は前津江公民館までおたずねく
ださい。
また、左記の 3 講座も特に定員は設けてい
ませんが新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の状況により定員を設けますので
ご理解ください。まずはお電話を❕
洋蘭お手入れ管理講習会
12 月 23 日（木）19：30～21：00（予定）
６月におこなった洋蘭お手入れ会で植え
替えたシンビジューム等の確認会で前回
の参加者を対象に実施しますが、前回参加
出来なかったけど、興味のあるという方も
公民館までご連絡ください。
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寄附をいただきました。
・香典返し
長谷部 篤 様（故・子 光輝 様）
・携帯ラジオ 1 台
長谷部 次義 様（久留米市在住）
チラシも以前からある机に
広げ見やすくし、地区の方
の作品も展示しています。
是非公民館お立ち寄りの
際はロビーのチラシにも目
を通してみてください。
あなたの為になる情報がき
っとあると思いますよ。
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渡神岳登山
11 月 28 日（日）
9：00～15：00（予定）
参加費無料、各自昼食はご持参ください。
参加希望の方は前津江公民館まで

陶芸体験教室 日時未定
公民館だよりに記載しているジュニア倶
楽部の陶芸体験同様に、『手びねり』の講
座を予定しています。材料代は 1,000 円/
名の予定です。
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足育講座 日時未定
講師：原律子さん
※足育とは・・・足を育てるという文字ど
おりの講座内容となります。元気な体づく
りの為に足を育て、痛みなく元気に仕事・
家事・育児・趣味を楽しみ、人生の最後を
迎える日まで自分の足で歩けるように、と
いう内容の講座です。こどもから大人ま
で、元気な足・体づくりを学ぶ講座が足育
講座となります。
絵手紙教室体験会
11 月 26 日（金）
13：30～15：30（予定）
講師 用松清美さん
場所：前津江公民館研修室
参加費１００円。
参加希望の方は前津江公民館まで

※地区の社会教育のために大切に
使わせていただきます。
ありがとうございました。

前回、台風接近のため中止
となった内容のドライカレー・
鶏むね肉の和え物と残り物でス
ープづくりを 月 日（金）の
時半からおこないました。
今 年 度 は あと ２ 回実 施 す る予 定
です。
次回 月 日のメ ニュ ーは 茶碗
蒸しと炊き込みご飯、豚汁を作る予
定です。興味のある方は公民館まで
ご連絡ください、現在の教室生の皆
さんにご提案が・・・このボリュー
ム…お 持ち 帰り のタッ パー 持参も
有りです。では次回もお楽しみに。
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