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 2月3日（水）光岡小学校5年生の地

域学習活動「史跡巡り」が行われま

した。史跡巡りには毎年、男の居場

所会員の皆さんに説明や見守り活動

でご支援していただいています。 

 今年度の史跡巡りはコロナの影響

により、岳林寺と吹上観音堂の2か所

をクラスごとに見学することになり

ました。 

 岳林寺では住職さん、吹上観音堂

では地域の方がそれぞれ歴史や仏像

などの説明をしてくれ、貴重な学習

となりました。 

 私たちが住む身近な場所に、この

ような『お宝』があることを知り、5

年生児童の皆さんも驚いている様子

でした。 

イラスト著作権がくげい 

 また、2月21日（月）には3年生の絵手紙体験が
行われ、5名の地域の方に指導支援をしていただき
ました。 

 3年生児童の皆さんには初めての絵手紙体験。初
めに絵手紙とはどんなものかを教えてもらい、地
域の先生手づくりの「絵手紙の描き方」を参考に
チャレンジしていました。 

 ご指導いただいた地域の皆さんも、終わった
後、口々に“楽しかった！”と言っておられ児童
の皆さんとのふれあいを楽しまれた様子でした。 

 光岡公民館のホームページでも公民館事業等

の報告や講座募集などを行っていますので、ぜ

ひチェックしてみてください。ホームページで

は写真もたくさん掲載していま

す！『光岡公民館』で検索いた

だくか、右のＱＲコードをス

マートフォン等で読み込んでア

クセスしてください。 

 

令和2年度学校支援協育事業   ※数字は延べ人数 

実施日 内 容 支援者数 

10月12日（月） 
  から3日間 

5年生 ミシン掛け指導 9人 

10月20日（火） 
  から3日間 

6年生 ミシン掛け指導 9人 

12月17日 2年生 折り紙指導 3人 

2月3日（水） 5年生 史跡巡り支援 6人 

2月21日（月） 3年生 絵手紙体験指導 5人 

※このほか、1年生の昔遊び支援、三隈中学校での書道

指導支援が予定されていましたが、中止となりました。 



光岡公民館だより１６４号（２面） 

 光岡ヒカリっ子塾第9回は1月16日（土）、みそづく

りを行いました。 

 3年連続のみそづくりにつき、6年生はある程度作業

が分かっているようで、麹の臭いがお気に召さない様

子…。大人には良い香りなのですが…。 

 この日は13kgの仕込みみそをつくりました。出来上

がりは3～4か月後。美味しいみそができますように！ 

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”光岡っ子お助け隊を実施しており、光岡地区の方

にご登録をお願いしています！ 

 ご登録いただいた方には、第１面に掲載した学校支

援協育事業や公民館での青少年事業の支援活動を

お願いできればと考えています。 

 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（TEL 23-8984）までお尋ね

いただくか、光岡公民館のホームページでご紹介し

ています。右のＱＲコードでご確認く

ださい！ 

※右のQRコードはお助け隊専用と

なっていますのでご注意ください。 

  

難読 山としても有名な東有田地区にある月

出山岳。なんて読むか知っています

か？「かんとうだけ」と読みます！なんで！と

思った方、説明は登山口横の看板に書いています

ので、ぜひ確認に行って、登ってみてください！ 

 2月20日（土）前々日に降った雪がまだ残る月出

山岳に登りました。この日は二組の保護者の方も

参加。まだまだ風が冷たく寒い日でしたが、頂上

からの景色はバツグンでした！ 

 光岡土曜学びの教室は1月及び2月にそれぞれ2回

ずつ実施しました。 

 休みの日にわざわ

ざ公民館まで来て勉

強しようと思う皆さ

んの努力はすごい！

この努力はきっと報

われると信じていま

す！ 
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すずめ 
の学校、コロナに負けず頑

張ってます！認知症予防講座

「光岡すずめの学校」は毎月第2水曜日午前10時か

ら光岡公民館で実施中！ 

 音読や計算、脳トレ以

外にもいろんな楽しい活

動をしています。あなた

も参加してみませんか！ 

光岡公民館だより１６４号（３面） 

 1月28日､29日及び2月25日､26日にそれぞれ男の
厨房を実施しました。まだまだコロナの影響によ

る分散開催しています…。 

 献立は、1月が大根の重ね蒸し、ブリとネギの照

り炒め、など４

品。2月は鶏むね

肉レンジチャー

シュー、白菜と

ベーコンの塩バ

ター蒸しなど4品

でした。どれも

お美味しかった

です！ 

男の 居場所では、第１面に掲載した通り、2

月3日（水）に光岡小5年生の地域学習

活動「史跡巡り」において説明及び見守り活動を

行いました。 

 コロナの影響により例年とは違う活動形態と

なったことにより説明する時間が短縮されました

が、このような機会を通して、地域の方の係わり

や想いが、児童の皆さんに伝わったのではないか

と思います！ 

 てるおか女性セミナー第7講は、1月19日（火）
に実施。この日は『ひたを学ぶ②～移住者からみ
たひた』と題し、NPO法人リエラ代表の松永鎌矢
さんにお話しいただきました。 

 災害ボランティア活動をきっかけに中津市から
移住された松永さんには、移住者としての目線で
日田をいろんな角
度からお話しいた
だきました。 

 また後半は、リ
エラでの活動や災
害に関するお話し
をしていただき、
防災や避難につい
てのお話しを詳し
くしていただきま
した。 

 第8講は2月16日（火）人権学習としてDVDを鑑
賞。テレビでもおなじみの菊池幸夫弁護士が講演
した「コロナに脅かされる私たちの人権」を鑑賞
しました。 

シニア 向けのスマートフォン講座を2月

25日（木）からの計6日間実施し

ました。講座は、前半がスマホの基本操作や用語

の解説、便利アプリや防災アプリの使い方、後半

はSNSのラインの使い方を学びました。 

 既にスマホを利用されている方が対象でした

が、知らなかった機能をたくさん学ぶことができ

たようです。 

 ライン講座で

は、チャットや無

料電話、仮想のラ

イングループをつ

くっての交流を体

験。メッセージや

写真を送り合うな

ど楽しい交流の時

間になりました。 



 地区公民館では、まだまだコロ

ナ対策が必要です。ご利用の際には、感染防止策

として、手指消毒やマスクの着用はもちろん、

“マイスリッパ”のご持参をお願いしています。 

何卒、ご協力の程、よ

ろしくお願いいたし

ます。 

 光岡公民館に車いすが設置されました。使用を

希望される方はご来館の際に事務所にお声掛けく

ださい。 

 なお、光岡公民館の玄関エントランスには段差

があり、車いす等を利用

される方にはご不便をお

掛けしております。玄関

エントランスには、車い

す等でのご来場の都度設

置するスロープを準備し

ておりますので、公民館

職員にお声掛けをお願い

します。 

光岡公民館だより１６４号（４面） 

 石松愛明さん（南友田町）が、1月27日（水）ス

クールガード活動2000日を達成されました。 

 石松さんは教職を退職後、光岡公民館の館長を6

年間勤められ、館長退任後の平成21年度からス

クールガードとして、新治町の国道交差点に毎朝

立たれているとのこと。 

10年間 で2000日を達成した石松さんは

「日々成長する

子どもを見るの

が楽しい」とや

りがいを感じて

いるそうです。 

 今年3月で一区

切りをつけると

のこと。長年た

いへんお疲れ様

でした。 

3/16（火） 19：00 てるおか女性セミナー第9講 

3/19（金）10：00 男の居場所 

3/21（日）10：00 光岡ヒカリっ子塾活動発表会 

3/25（金）10：00 光岡老人大学第4講 

 新型コロナウイルスの影響により延期された、

令和3年日田市成人式が下記の通り実施されること

になりました。 

 昨年12月末までに参加の申込みをした方は不要

ですが、新たに市外在住で式典への出席を希望さ

れる方は、社会教育課生涯学習推進係㉒6868（ア

オーゼ内）に申込みが必要です。 

 

 

 

 

 

【注意】新型コロナウイルス感染症等の影響

により中止または式典内容等を変更する場合

があります。 

＊と き ５月２日（日） ※予定 

  式典 午前11時～（受付開始 10時～） 

＊ところ 日田市総合体育館 

 清岸寺町に新しい公園「清岸寺ふれあいパー

ク」が完成しました！ 令和3年3月1日より共用を開

始しています。 

 清岸寺ふれあいパークには、グラウンドはもち

ろん、ブランコ、滑り台などの子ども用遊具やバ

スケットボールのゴールなどが設置され、子ども

から大人まで楽しむことができる公園となってい

ます。 

 トイレや休憩所

も設置されてお

り、市民の憩いの

場として活用がで

きそうです！ 


