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地区の皆さんの交流を目的とした趣味の教室、
公民館サークルを開講しています。
只今、教室生を募集中です。
ぜひこの機会に、生涯向き合える趣味を見つけてみませんか？

「協力」することが大事！ 課題解決ゲーム「パイプライン」に挑戦中

「スクラム教室」 12 年ぶり復活！
若宮小児童を対象に、様々な
体験活動を行う「スクラム教
室」、今年度は 6 月からスター
トしました！ この事業、若宮
公民館設立時に始まりました
が、途中「椋の木体験教室」に
名称が変わり、今回 12 年ぶり
に「スクラム教室」として復活
しました！

ームに分かれて、課題を解決し
ていくゲームに挑戦しました。
最初は難しかった課題でした
が、チーム内で相談・協力する
ことで、クリアすることができ
ました。
また、7 月には 2 回目の講座
「おもちゃ作り」も実施。川述
裕治さんを講師に迎え、8 つの

教室には 4～6 年
生の 13 名が参加。
初回活動のレクリ
エーションでは、チ
ームに分かれて、課

木片（立方体）を使って、いつ
までも回り続ける
不思議なキューブ
を作りました。
今年度の「スクラム教
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今年度の「スクラム教室」は、
来年 3 月まで SUP 体験や山登
りなど 13 回の活動予定。みん
なで協力しながら、いろんなこ
とに挑戦していきます！

「おもちゃ作り」の様子
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地球にやさしい暮らし方
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地区の皆さんの交流を目的とした趣味の教室、

6/15（水）、今年度 1 回目の ました。
公民館サークルを開講しています。
「女性セミナー」を開催。大分
講演では、節電やリサイク
県環境教育アドバイザーの綿 ル 、 食 品 ロ ス な ど を 通 じ て
只今、教室生を募集中です。
末しのぶさんを講師に迎え、 CO2 削減の方法を。実習では、
「地球にやさしい暮らし方！ 風呂敷の活用法としてエコバ
ぜひこの機会に、生涯向き合える趣味を見つけてみませんか？
～今日から素敵なエコライフ ッグとしての使い方を教えて
～」と題して講演と実習を行い いただきました。
ました。
節電やリサイクル、食品ロス

答えはどこに？ 落語の中に！

などを通じて CO2 削減の方法
高齢者を対象とした「寿考教
を紹介していただきました。
室」もスタート。6
月、7 月に
また、風呂敷をエコバッグと
1して使える方法を教えていた
回ずつ開催しました。
6/21（火）に開催した 1 回目
だき、皆さん持参した風呂敷
の講座では、
大分県人権問題講
で、エコバッグ作りに挑戦しま
師団の進
美保子さんに来てい
した。
ただき、「答えは落語の中にあ
った」と題して講演していただ

った」と題して人権講演をして
いただきました。
矢野大和さんの弟子でもあ
るという進さん、落語「井戸の
茶碗」の話を例に挙げ、楽しく
お話していただきました。

ぼうさい落語で楽しく学習♪

きました。
矢野大和さんの弟子でもあ
7/7（木）、多発する自然災害
るという進さん、落語「井戸の
に備えるため「防災セミナー」
茶碗」の話を例に挙げ、楽しく
を開催しました。講師には、久
お話していただきました。
留米市から福々亭 金太郎さん
（筑後川防災施設くるめウス
館長 川嶋 睦己さん）に来て
いただき、「ぼうさい落語で発
しい時間を過ごしました♪

見！「じぶん減災」」と題して、
落語を交えながら口演してい
ただきました。
住民個人の防災意識として
普段から注意をしておくべき
ことなど、わかりやすく楽しく
学習することができました。

7 月の「子育てサロン」は、
本町
2 丁目が優勝
おやつ作りを開催！コロナ禍

～ボウリング大会～

6/17（金）、日田アストロボ
のため、予約制・定員
10 家族
ウルで、若宮地区ボウリング大
（先着順）とします。参加希望
会が開催されました（主催：若
の方は公民館まで申し込みを
宮スポーツ協会）
。
してください。
皆さんの参加を
若宮地区の全 8 町内が参加
お待ちしております。
し、楽しみながらも優勝目指し
て頑張りました。
7月
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公民館事業の紹介

族（先着順）とします。参加希
望の方は公民館まで申込みを
落語を例に楽しく講演
してください。
皆さんの参加を
お待ちしております。
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若宮地区の全 8 町内から、幅
広い年齢層の方が参加し、楽し
みながらも優勝目指して頑張
りました。

今後の予定

20 日(水) 女性セミナー 第 2 講
23 日(土) ～ 24 日(日) 日田祇園
25 日(月) すずめの学校
29 日(金) スクラム教室 第 4 講

5/15 号をご覧になら
れるか、若宮公民館
までお問い合わせく
風呂敷を使ってエコバッグ作り
ださい。

令和 4 年 4 月 29 日（金）、
川原町水天宮祭が行われまし
族（先着順）とします。参加希
た。水天宮とは、水と子どもを
望の方は公民館まで申込みを
守護し、水難除け、漁業、海運
してください。
皆さんの参加を
創作落語を交えながらの口演
などの発展にご利益があると
お待ちしております。
して川辺に祭られることが多
いお宮です。川原町公民館の敷
地域の出来事
地内にもあり、川原町の関係者
の皆さんがお参りをしました。
優 勝：本町 2 丁目
また終了後には、
準優勝：若宮町公民館裏の三
令和 4 年 4 月 29 日（金）、
３ 位：東町
1 丁目
隈川で、
参加した子どもたちと
川原町水天宮祭が行われまし
稚鮎の放流を行いました。
た。水天宮とは、水と子どもを
守護し、水難除け、漁業、海運
などの発展にご利益があると

8月

して川辺に祭られることが多
2 日(火) ～ 10 いお宮です。
日(水)の期間中
5 日間
川原町公民館の敷
夏休み子ども広場
地内にもあり、川原町の関係者
12 日(金) 子育てサロン
の皆さんがお参りをしました。
17 日(水) スクラム教室
第 5 公民館裏の三
講
また終了後には、
隈川で、参加した子どもたちと

