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新年あけましておめでとうございます。
校区の皆様におかれましては、私を含めて、新型コロナウイルスの終息の願い
と、更なる拡大の不安が同居する複雑な思いで、新年をお迎えのこととご推察申し上げます。
最初に先ず、昨年の「令和二年七月豪雨」では、熊本を中心とした九州はもとより、日本列島に甚
大な被害の爪痕を残しました。
日田市においても、天瀬、三津江地区をはじめ、光岡地区の北三地区等で大きな被害となりました。
ここに、あらためまして、被災者の皆様に哀悼とお見舞いを申し上げる次第でございます。
さて、今、最も深刻な社会問題は「新型コロナウイルス感染症」の拡大が、世界的な規模で歯止め
がかからないと言う事です。国内においても、第三波の感染拡大が続き心配の度が増しています。
このような状況の中、光岡公民館活動は、少人数での教室関係は再開されていますが、全体的な
規模の大きい主体的な活動は、殆んど取り組むことができませんでした。同時に自治会においての
活動も、ほんの一部しかできていない状況です。
今後「新型コロナ」がどうなるのか、今のところ、終息の見通しが立っていません。願わくは、医学的
に安全性が確認された「新型コロナワクチン」の接種で予防できるようになりましたら「新しい生活様
式に挑戦」しながら、今まで通りの公民館活動と自治活動を再開していく所存でございます。
結びに、本年も校区の皆様方のご理解とご協力を賜ります様、お願い申し上げますとともに、幸多
い年でありますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶にかえさせていただきます。

新年あけましておめでとうございます。
光岡地区の皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
昨年は年初より新型コロナウイルス感染症の発生で、近年経験したこと
のない対応に追われ、当館も3月から5月まで休館せざるを得ない状況となりました。
また、6月から制限付き開館後も、利用制限の継続と感染対策上多くの事業が中止の事態
となっています。現在幾分緩和されたとはいえ、未だ収束の気配が見えそうもなく、今後も
引き続き利用者の皆様方のご協力を必要としています。
更には、7月初旬には豪雨被害により光岡地区においても多くの爪痕を残す被害が発生。
被災されました皆様方には心からお見舞い申し上げます。
昨年は激変の一年となりましたが、今年は一日も早く新型コロナ感染症の収束と災害も少
ない年である様、「今年こそ平穏な年に」と願うばかりです。
最後となりましたが、新しい年が、皆様方にとって幸多き年でありますよう心から祈念申
し上げ、新年のあいさつといたします。

イラスト著作権がくげい
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ことから数人が外に出られ、子どもたちとふれあ
うことができました。
光岡ヒカリっ子塾第8回を12月5日（土）に行い
ました。

ント。カードは事前に子どもたちが作成。心のこ

この日のテーマはボランティア体験活動。高齢
者施設でプランターの花の寄せ植えと児童手書き
のクリスマスカードをプレゼントして、高齢者の
皆さんに喜んでいただこう！というものです。

花の

寄せ植え作業後は、クリスマスカードのプレゼ
もった力作揃いです！外に出てきてくれた高齢者
の皆さんには直接カードを渡すことができ、とっ
ても喜んでもらえました。児童の皆さんもほっこ
りとした気持ちになったのではないでしょうか。

寄せ植えは、現地でプランターへの植
え込み作業を行いました。高齢者の皆

さんが見守る中、チューリップの球根とパンジー
やビオラなどの花苗を植えました。
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザへ
の感染配慮や冬場で外気温が低いこともあり、当
初は高齢者の方は室内からの見守っていただくこ
ととしていましたが、天気が良く気温も上がった

学校

支援協育事業として今年度実施した
のは、10月に実施した5､6年生への家

庭科ミシンかけ指導と今回の折り紙指導の2回。12
12月17日（木）、光岡小学校への学校支援事業
として、2年生の図工の時間に折り紙指導を行いま
し た。こ の 日 は
光 岡 地 区 の 方4
人に指導いただ
き、コ ッ プ や イ
カ 飛 行 機 な ど4
種類の折り紙を

月に三隈中学校の書道（毛筆）指導が2回予定され
ていましたが、県内の新型コロナウイルス感染拡
大で中止となりました。年明けには、光岡小での
絵手紙指導や昔遊び、歴史学習などが予定されて
います。特に昔遊びや絵手紙の指導には地域の方
のご支援が必要です！ご支援いただける方は、是
非とも公民館にご連絡下さい。あなたからの連絡
をお待ちしています！！！

作りました。

光岡っ子お助け隊にご登録ください！
光岡公民館では、小中学校の学校支援活動や子
どもの体験活動サポートを目的とした“人材バンク
事業”光岡っ子お助け隊へのご登録をお願いしてい
ます！
光岡地区の子どもたちの健やかな成長のため、皆
さんの力を貸してください！
詳しくは光岡公民館まで。（TEL 23-8984）

国語や算数など、苦手教科の克服を目的に実施
している「光岡土曜学びの教室」。教室では、勉
強ばかりではな
く、卓 球 や レ ク リ
エーションなどの
楽しい活動も行っ
ています。
12月12日（土）
は少し遅い芋掘り
をしました。
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男の居場所の皆さんはテキパキと作業し、今年
も公民館玄関前に立派な門松が出来上がりまし

正月

を迎える準備ができました！ 12月の

た！男の居場所の皆さん、ありがとうございま

男の居場所は毎年恒例の門松づくり
を行いました。

寒波が押し寄せ、今年初雪となった16日（水）竹
の切り出し作業を実施。真っ直ぐ伸びた竹を選び切
り出し、公民館駐車場で各
パーツに切り分けました。
門 松 の 組 み 立 て は18日
（金）に 行 い ま し た。毎
年、門松づくりをしている

12月の男の厨房は17日（木）及び18日（金）に
実施しました。
今回の献立は、豚肉とじゃがいもの重ね蒸し、
鶏南蛮、白菜とツナ
の味噌マヨ和え、手
羽先の韓国風甘辛唐
揚げの四品。今月も
とても美味しゅうご
ざいました！

光岡老人大学第3講を12月3日（木）に実施。お
馴染み、矢野大和さんの“口演会”です。
今年の3月、令和元年度最後の老人大学でご口
演いただく予定が新型コロナウイルスの影響で主
催事業が全て中止。
楽しみにしていた受
講者の皆さんもガッ
カ リ し て い ま し
た…。そ の 分、今 回
とても楽しみにして
おられた方も多かっ
たことと思います！

笑い

てるおか女性セミナーでは毎年恒例になった
「みそづくり」を12月3日（木）に実施。
3年 連 続 の み そ
づくりとなり、受
講生の皆さんも
すっかりベテラン
さん!? 作業をテキ
パキこなします！
出来上がりは3
月くらいでしょう
か。仕上がりがともて楽しみです！

12月の「光岡すずめの学校」を12月9日（水）
に実施しました。
12月は例年クリスマス会
を実施していましたが、今
年は新型コロナの感染リス
クを考慮し中止…。それで
もサポーターさんが持ち寄ったクリスマスプレゼ
ントがあり、もらった参加者も大喜びでした！

光岡すずめの学校参加者＆サポーターを募集！

が絶えない口演会。笑いの中にも示

光岡公民館では、光岡すずめの学校に参加す

唆に富んだ学びがあり、笑って、学

る高齢者の方、また運営をお手伝いいただくサ

んで、とても有意義な時間となりました！

ポーターを募集しています。詳しくは光岡公民
館（TEL23-8984）にご連絡下さい！
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凍結期の交通事故防止!!
寒さが厳しい1月は、積雪や凍結した道路での交
通事故が心配されます。凍結期の事故を防ぐため
に次の行動を実行しましょう！
【車の点検・整備】
運転前のバッテリー、タイヤ、チェーン
等の点検･整備
【交通情報の入手等】

『５つの場面』に気をつけよう
場面① 飲酒を伴う懇親会等
場面② 大人数や長時間におよぶ飲食
場面③ マスクなしでの会話
場面④ 狭い空間での共同生活
場面⑤ 居場所の切り替わり

①ラジオや情報版等での天候や交通規制等の
情報入手
②チェーン装着や速度規制等の指示を守る
【安全運転の徹底】
①冬用タイヤやチェーンの装着
②「急発進」「急ブレーキ」「急ハンドル」
を絶対にしない

新型コロナウイルスの伝播は主に『クラス
ター』を介して拡大することが分かっていま
す。上記に注意して行動しましょう!!!

③道路状況の確認（陽のあたらない場所での
凍結の危険）
④橋の上やカーブ、トンネルを通行する前の
確実な減速
⑤下り坂での十分に減速とエンジンブレーキ
の使用
⑥上り坂の途中でのアクセル踏み込みは危険

光岡公民館は12月29日（火）から1月3日（日）
まで休館です。
1月4日（月）から通常通りの開館となりますので、宜
しくお願い申し上げます。
1/29（金）10：00

男の厨房第3講（金曜班）

1/9（土） 9：00

光岡土曜学びの教室

2/9（火） 10：00

光岡子育てサロン

1/10（日）11：00

令和3年日田市成人式式典

2/10（水）10：00

光岡すずめの学校第118回

1/12（火）10：00

光岡子育てサロン

2/13（土） 9：00

光岡土曜学びの教室

1/13（水）10：00

光岡すずめの学校第117回

2/16（火）19：00

てるおか女性セミナー第8講

1/15（金）10：00

男の居場所

2/19（火）10：00

男の居場所

1/16（土）10：00

光岡ヒカリっ子塾第9回

2/20（土）10：00

光岡ヒカリっ子塾第10回

1/19（火）19：00

てるおか女性セミナー第7講

2/25（木）10：00

男の厨房第4講（木曜班）

1/23（土） 9：00

光岡土曜学びの教室

2/26（金）10：00

男の厨房第4講（金曜班）

1/28（木）10：00

男の厨房第3講（木曜班）

2/27（土） 9：00

光岡土曜学びの教室

