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毎年 
12月に実施している「光岡地区グラウンドゴルフ大会」は、新型コロナウイルスの影響により

中止することとなりました。 

 屋外イベントではありますが、毎年100人近くの参加者があるため、密の回避が難しいとの判断です。 

 楽しみにされておられる方も多いことと思いますが、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。  

光岡小 学校の5年生と6年生の家庭科の
時間にミシンのかけ方指導を行

いました。 

 これは毎年10月に光岡小学校への支援事業と

して行っているもので、光岡公民館の洋裁教室

の皆さんにご指導をいただいています。 

 今年も10月中旬から下旬にかけ、5年生はエプ

ロンづくり、6年生はナップザックづくりを行い

ました。 

 5年生は初めてミシンを使う児童が多く、四苦

八苦している様子

もありましたが、

指導のおかげでな
んとか形になりま

した。 

 洋裁教室の皆さ

ん、ありがとうご

ざいました。 

地域 の子どもたちは 地域で育てよう！光岡

地区の『未来を担う』貴重な人材を地域

のみんなで育てましょう！をスローガンとする光岡っ子

お助け隊。 

 今年は新型コロナウイルスの影響により、ゲストティー

チャーによる学校支援も難しい状況もありますが、左記

の記事のとおり、ミシンかけ指導や折り紙指導は実施さ

れています。このほか、1月には絵手紙の指導も予定さ

れており、地域の方のご支援が必要です。児童への絵

手紙指導ができる方がおられれば、ぜひ光岡公民館

にご連絡（23-8984）をお願いします。 

 またかねてからお願いしています「光岡っ子お助け

隊」への登録も、なにとぞ、よろしくお願いします。 

 てるおか女性セミナー第4講（11/17）は、豆腐

づくり体験と夜明･大鶴地区の歴史学習を実施し

ました。 

 豆腐づくり体験は夜明のももは工房で実施。夜

明産の大豆を使い、風味豊かな豆腐ができまし

た！お昼に冷やっことみそ汁でいただきました。

とても美味しかったです！ 

 また歴史学習では、国指定重要文化財の行徳

家住宅（夜明関町）、かつて大蔵大臣などを歴

任した井上準之助氏の生家「清渓文庫」と井上

酒造を訪問。貴重な資料を見学することができ

ました。 



光岡公民館だより１６２号（２面） 

国際 理解を目的に、光岡ヒカリっ子塾では

2回にわたり学習会を実施しました。 

 1回目は10月17日（土）に実施。JICAデスク大分

国際協力推進員の井本望さんをお迎えし、JICA

（国際協力機構）のお仕事と実際に井本さんが活

動した中米セントルシアのことをお話しいただ

き、日本とは違う文化や生活を感じ取ることがで

きました。 

 また、SDGs（持続可能な開発目標）についても

学習。私たちができる環境保全について学ぶこと

ができました。 

日本 語教室で学んでいる日田市在住の外国

人 の 皆 さ ん と の 交 流 会 を11月1日

（日）に実施しました。 

 日本語教室は毎月第1・第3日曜日、アオーゼで

開催されており、日田市にお住いの外国人の方が

実用的な日本語習得のため参加されておられ、こ

の日はベトナムや中国出身の皆さんとの交流がで

きました。 

 交流会では、自己紹介やお互いにQ&A形式でお

話しをしたり、物当てゲームをしたりして、とて

も楽しい時間を過ごすことができました！ 

11 月の光岡ヒカリっ子塾は環境学習月間。日

田市で環境に配慮した企業の見学を行いま

した。 

 1回目は11月3日（火 祝日）に実施。石井3丁目

のぴぃたぁパンの家で、てんぷら油などの廃油を

リサイクルするバイオディーゼル燃料事業につい

て学習をしました。給食センターや企業、家庭か

ら出る廃油を再利用し、有害な排ガスないという

優れた燃料について学ぶことができました。 

 また、せっかくなのでパンづくり体験も実施。

メロンパンや自分の好きな形に成型する創作パン

などを作りました。焼き立てを食べることができ

大満足でした。 

最
後
は
み
ん
な
で
記
念
撮
影
！ 

 環境学習の第2弾を11月21日（土）に実施。こ

の日は、ウッドコンビナートにある（株）髙瀬文

夫商店とマルゲン（株）を訪問しました。 

 (株)髙瀬文夫商店はかまぼこ板を製造する会社

で、最近では「日田ハイボール」の木製カップや

木製のストローを製造し注目を浴びています。 

 社長の案内で工場内を見学。木材を一切無駄に

しない環境に配慮したシステムに児童の皆さんも

ビックリしていました。 

 また手で巻く木製ストローづくりも行い、とて

も貴重な体験となりました。 

 杉の薄板でいろんな容器を製造するマルゲン

(株)では、実際に容器の組み立て体験もさせてい

ただきました。 

 木材を無駄にし

ない様々な手法が

環境保全に役立つ

ことを学び、先進

する日田の企業の

熱意を実感するこ

とができた1日とな

りました。 

木製ストローづくりを体験中 
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 新型コロナウイルスの影響により実施が見送ら

れていた男の厨房（料理教室）が、10月からよう

やく開講しました。 

 ただし、調理室の使用人数制限があるため、木

曜班と金曜班に分けての開催。おしゃべりしなが

らの調理が楽しい男の厨房ですが、今年度はガマ

ンをしないといけ

ません…。大盛り

の試食は相変わら

ずですが…。ごち

そうさまでした。 

男の 居場所の10月は、23日（金）に五和地

区の神社仏閣や史跡などの見学会を行

いました。 

 この日は護願寺、長家住宅、石井神社、松尾神

社、生目八幡宮、筑後

軌道跡などを見学しま

した。ご住職や地域の

方に説明していただ

き、とても貴重な学習

となりました。 

 ま た11月20日(金)は

公民館美化活動を実

施。プランターに色と

りどりの花苗を植えて

いただきました！あり

がとうございました。 

子育て サロン11月は、保育士の熊谷

玲子先生（中津市）によるリ

トミック教室を行いました。リズムに合わせて

いろんな動きをするリトミック。親子のスキン

シップで愛情たっぷりの教室でした。 

 この日は焼き芋の

屋台も登場！熱々ホ

クホクの焼き芋を親

子で美味しそうに頬

張っていました！ 

 高齢者の認知症予防講

座「光岡すずめの学校」

が10月14日（火）に 再 開

し、再開を待ち望んでい

た参加者の皆さんとの7か

月ぶりの再会を果たすこ

とができました！ 

 光岡地区老人クラブと光岡公民館の共催で実施

する光岡老人大学ですが、10月15日（木）に開講

することができました。 

 第1講は人権学習として、日田市老人クラブ連

合会副会長の安部敏朗さんの講演会、第2講は光

岡地区の歴史学習と

して、日田市文化財

保護課の吉田課長に

ご講演いただきまし

た。 

 今年は全4回の予定

で実施します。 

 子育て応援講座の第3回みそづくり講座を11月
19日（木）に実施しました。 

 新型コロナの影響で免疫力向上が期待される
食品として関心が深まったのでしょうか。全3回
のみそづくり講座では
各回定員の10人、延べ
30人の方にご参加いた
だきました。 

 ぜひ、ご自宅でも
作っていただきたいと
思います。 



光岡公民館だより１６２号（４面） 

 11月26日（木）、日田防災アドバイザー連絡協

議会と光岡公民館の共催で光岡地区防災士懇談会

を実施しました。 

 光岡地区では35人の防災士の方が登録されてお

り、この日は13人の方が出席されました。 

 懇談会では防災士の皆さんから各自治会での活

動報告や日ごろの

活動の悩みなどを

話し合うなど活発

な 意 見 交 換 が で

き、今後も継続し

て懇談会を開催す

ることを確認して

終了しました。 

12月3日（木） 

 午前10時から 

光岡老人大学第３講 

講演会 講師：矢野大和氏 

12月3日（木） 

 午後1時半から 
三隈中学校（3年生）書道指導 

12月3日（木） 

 午後7時から 
てるおか女性セミナー みそづくり 

12月5日（土） 

 午前9から 

光岡ヒカリっ子塾第7回  

ボランティア活動 

12月8日（火） 

 午前10時から 
光岡子育てサロン 

12月9日（水） 
午前8時30分 
午前10時30分 

三隈中学校（2年生）書道指導 

三隈中学校（1年生）書道指導 

12月9日（水） 

 午前10時から 
光岡すずめの学校第116回 

12月12日（土） 
 午前9時から 光岡土曜学びの教室 

12月13日（日） 
 午前9時から 自主学習教室公民館清掃作業 

12月17日（木） 
 午前10時から 男の厨房（木曜班） 

12月18日（金） 
 午前10時から 男の厨房（金曜班） 

12月18日（金） 
 午前10時から 

男の居場所 門松づくり 

※12/16午前10時から竹切り作業 

12月19日（土） 
 午前9時から 光岡土曜学びの教室 

12月22日（火） 
 午後7時から 

てるおか女性セミナー 
正月花アレンジメント教室 

＊採用人数 1人 

＊採用日 令和3年4月1日 

＊選考方法 筆記による1次試験と面接による2次試
験を実施します 

＊試験日 1次試験：令和3年1月17日（日） 

2次試験：令和3年2月中旬 

＊会 場 日田市複合文化施設アオーゼ 

＊募集期間 令和2年12月1日(火)～12月25日(金) 

＊提出方法 募集要項記載の書類等を、(一財)日田
市公民館運営事業団事務局にご提出願
います。※受付後、受験票を発行しま
す。 

※詳しくは配布する募集要項をご確認ください。 

お問合せは、事業団事務局（0973-28-5786）まで 

 一般財団日田市公民館運営事業団事務局 

 〒877-0003 日田市上城内町2-6（アオーゼ内） 

 事業団ホームページアドレス www.hita-k.org 

 11月16日（月）に北友田1丁目の民生委員さ
ん、福祉委員さんで運営する認知症予防教室＆

お茶会「笑いましょう
会」でみそづくりが行わ
れました。 

 子どもの頃、みそづく
りをお手伝いした昔話等
に花が咲き、とっても賑
やかな会でした。 

 一般財団法人日田市公民館運営事業団では、下記

のとおり、公民館職員を募集します。 

 応募書類は公民館運営事業団事務局（アオーゼ

内）、市内地区公民館に取りに来ていただくか、公

民館事業団ホームページからダウンロードできま

す。（アドレスは下記をご参照ください。） 

 


