
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まつりは中止となりますが、

例年「公民館まつり」の際に開

催していた作品展を下記の内

容で開催いたします。公民館で

開講している「実用書道教室」

「南画教室」、さらに「生きがい

サロン」参加者の作品を展示し

ますので、是非ご覧になってく

ださい。 

 

10 月の「女性セミナー」は研

修旅行。るるパーク（大分農業

文化公園）と杵築の城下町散策

に行ってきました。 

るるパークでは、たくさんの

コキアが真っ赤に色づき見頃

を迎えていました。コキアと

は、ふんわりとした丸い形が特

徴の、ほうき草とも呼ばれる一

年草。キレイで可愛らしい姿

に、参加者の皆さん癒されてい

たようです。 

コキアは夏場は爽やかな緑

色を、またこれからは金色から

銀色と色を変えていくそうで

す。違う時期にも見てみたいで

すね。 

キレイでかわいい！ 深紅のもこもこ 
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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？ 

 

 

 

「若宮公民館まつり」 中止と 「作品展」 開催のお知らせ  

10 月に開催予定としており

ました「若宮公民館まつり」は、

出演者および来場者の安全・安

心を確保した運営が難しいと

判断しまして、中止とさせてい

ただきます。 

楽しみにしてくださってい

た皆さまには大変申し訳ござ

いませんが、ご理解とご協力の

ほど宜しくお願いいたします。 

 

 

 

を迎えていました。コキアと

は、ふんわりした丸い形が特徴

の、ほうき草とも呼ばれる一年

草。夏場は爽やかな緑色に、秋

は真っ赤に染まり、その後金色

から銀色と色を変えていくそ

うです。 

違う時期にも見てみたいです

ね。 

 

うです。 

キレイに染まったもこもこ

とした可愛らしい姿に、参加者

の皆さん癒されていたようで

す。違う時期にも見てみたいで

すね。 

 

「南画教室」、および「生きがい

サロン」参加者の作品を展示し

ますので、是非 

ご覧になってく 

ださいね。 
 

期間：11/7（月）～11/11（金） 

時間：午前９時～午後５時 
※ 自主学習教室時は午後５時以降も入場できます。 

※ 11/7 は午前 11時から、11/11 は午後 4時までです。 

場所：若宮公民館 研修室 

 

真っ赤でもこもこ！可愛らしいコキア 是非ホームページでカラー版をご覧になってください 
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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？ 

 

 

公民館事業の紹介 

 

放課後の子ども達の安全・安

心な居場所づくりとして、地域

の方の参加と協力を得ながら、

学習やいろいろな体験活動を 

実施する「若宮放

課後子ども広場」。

９月に始まり、来 

９月の体験活動は、運動会が

近いため、かけっこ教室を開

催。スポーツクリエイターの見

月和哉さんに講師として来て

いただき、ハードルを使った

り、鬼ごっこを交えたりしなが

ら、楽しく走りの練習をしまし

た。 

放課後使って、学習と体験活動  
 

 

 

 

 

族（先着順）とします。参加希

望の方は公民館まで申込みを

してください。皆さんの参加を

お待ちしております。 

 

 

 

 

令和 4 年 4 月 29 日（金）、

川原町水天宮祭が行われまし

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

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。

また終了後には、公民館裏の三

隈川で、参加した子どもたちと

稚鮎の放流を行いました。  

 

 

 

年２月まで毎月２回開催して

いきます。 

９月の体験活動は、運動会が

近かったため、かけっこ教室。

ミニハードルを使ったり、鬼ご

っこを交えたりしながら、楽し

く走りの練習をしました。 

 

 

今後の予定 

年越しそばは自分で打つ！？ 
 

昨年度からスタートした「そ

ば打ち教室」。今年も９月から

スタート。12 月まで毎月１回

の講座を開催していきます。 

講師は昨年同様、隈町で「そ

ば宿かわせみ」を営む森島正喜

さんです。まずは森島さんに実

演していただき、その後、教室

生がそれぞれ 5 名分のそば打

ちをしました。今回は 1回目の

そば打ち、お手本のような細い

そばを作るのはなかなか難し

かったようです。が、12月まで

には上達して、美味しい年越し

そばを作りましょうね。 

 

 

 

 

 

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

ださい。 

 

 

 

演していただき、その後、教室

生がそれぞれ５名分のそば打

ちに挑戦しました。 

細いそばを作るのは難しか

ったようですが、12 月までに

は上達して、美味しい年越しそ

ばを食べましょうね。 

事業報告／若宮放課後子ども広場 

事業報告／そば打ち教室 

10/ 17 (月) ウォーキング教室 ウォーキング講座 講師：わかみやコミュニティケアセンター 

 18 (火) 寿考教室 映画観賞会 PLAN75 会場：日田リベルテ 

 19 (水) そば打ち教室 講師：そば宿かわせみ 森島正喜さん 

 23 (日) スクラム教室 くじゅう登山（久住山） 

 24 (月) すずめの学校 認知症予防講座 

 26 (水) 放課後子ども広場 運動遊び 講師：わかみやコミュニティケアセンター 

11/  7 (月) ウォーキング教室 亀山公園・高瀬地区へのウォーキング 

  9 (水) 放課後子ども広場 折り紙教室 講師：川述裕治さん 

 11 (金) 子育てサロン ママヨガ教室 講師：櫻木恭子さん 

 12 (土) スクラム教室 車いす体験（障がい者理解） 講師：Beeすけっと 

 16 (水) そば打ち教室 講師：そば宿かわせみ 森島正喜さん 

 16 (水) 女性セミナー 講習「プロから学ぶお掃除講座」 講師：ダスキンすえたけ 末竹快健さん 

 18 (金) 寿考教室 研修旅行 ガランドヤ古墳、日本丸館、ぼくらの美術館、ほか 

 25 (金) スクラム教室 デイキャンプ 講師：わかみやコミュニティケアセンター 

 

 

10 月の「スクラム教室」は、

庄手川で「SUP（サップ）体験

＆川遊び」。当初８月に計画し

ていましたが、大雨のため中止

となった活動です。 

SUP とは、ボードの上に立

ち、パドルを漕いで水面を進む

アクティビティです。10 月と

いうことで寒さが気になりま

したが、日中は 30℃越えの暖

かい 1日。キレイな景色に囲ま

れて、川の水が冷たくて、とて

も気持ちの良い活動になりま

した！ 

庄手川で水上さんぽ 
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望の方は公民館まで申込みを

してください。皆さんの参加を

お待ちしております。 

 

 

 

 

令和 4 年 4 月 29 日（金）、

川原町水天宮祭が行われまし

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

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。

また終了後には、公民館裏の三

 

ウォータースポーツの一つ。10

月ということで寒さが気にな

りましたが、日中は 30℃越え

の暖かい１日。キレイな景色に

囲まれて、川の水が冷たくて、

とっても気持ちの良い活動に

なりました！ 

 

事業報告／スクラム教室 

そばを細く切っています 

練習の成果は発揮できたかな？ 

SUP楽しかったです♪ 


