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今回の表紙 

『薬草園再活用（なると金時栽培風景）』 
 

今年は、春の温もりをあまり感じさせないスタートとなりました。

寒い日、暑い日とが交互に訪れ、寒暖の差に体調を崩される方も多

かったのではないでしょうか？公民館に従事している３人は全員体

調を崩しました。皆様におかれましても、体調管理には十分気をつ

けていただき、充実した日々を過して欲しいと願っています。 

さて、今年最初の館報は新年度に入ったこともあり、これからの

計画等を記事にしました。 
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芝 光恭元泉公民館長 

１０年間大変お疲れ様でした。 

  

退任挨拶 

平成１２年４月より２２年３月までの

１０年間、館長として職務を与えていた

だき、多くの方々とご交情できましたこ

とに対して衷心よりお礼申し上げます。 

 今後は、農業・神主として人々の為に

なるよう努力してまいります。 

 皆様方には大変お世話になり、良い思

い出が多くでき、感謝致しています。あ

りがとうございました。 

 泉公民館の二宮昌俊新館長、藤原裕二

主事、池田厚子管理人をよろしくお願い

申し上げ、今後の発展を祈っています。 

 

 芝 光恭 

新館長新任挨拶 

  

公民館活動でおもうこと 

長い間、さまざまな人たちにより積み

上げられてきた活動は、根強く定着し実

を上げています。公民館主催行事や共催

事業、生涯学習講座、健康教室などのほ

か、保育園、小、中学校の連携など、地

域全体で学校教育を支援する体制づくり

が行われています。これらの事業には、

地域の人々が積極的に参画しています。

特に、地域事業における専門家による指

導や支援の充実が図られ、保育園児、小

学生たちにとって貴重な体験活動となっ

ています。また、老人クラブの方々の活

動も献身的で充実した取り組みがなされ

ており、目を見張るものがあります。 

 現在の日本社会に見られる少子高齢

化、情報化、環境問題、防災教育への対

応などの多くの社会的課題など、泉の地

域にもその波が押し寄せています。今後

は、それぞれの事業の見直し、改善をは

かっていかなければなりません。 

 公民館は人が集まる役割を持ってい

ます。場所を提供するばかりでなく、人

と人が集うことが重要であり、その関わ

りの中で知識や教養に終わらせるので

はなく、生活に結びついた学びができる

場でもあるのです。そして人と人、人と

グループを結びつけます。地域の人の能

力や得意分野を生かす活動をすること

によって、人との結びつきを強力なもの

にします。人と地域、また行政などを結

びつけていくことも公民館の大きな役

割であると思います。公民館は地域の人

たちの「学び」の拠点です。多いに利用

して欲しいと願っています。 

 今後は、公民館運営審議会の機能をい

かしつつ、地域の方々の提言やご意見を

積極的に取り入れ、それぞれの事業を継

承しながら、より良い方向に努力をして

いきたいと思います。どうぞ御指導御鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

泉公民館 館長 二宮 昌俊 

平成２２年度 

泉公民館関係団体役員委員決定 

 今年度の各種団体等の新しい役員・委

員さんが決まりました。 

 

泉公民館運営審議会 

渡邊 眞次（鬼北町議会議員）※ 

浅野 祥代（泉小学校長） 

平丸  弘（泉自治会長） 

松浦 宗弘（老人クラブ泉支部長） 

新倉 美紀（上川向日葵の会） 

二宮 恵一（泉青年学級代表） 

二宮 昌俊（泉公民館長） 

藤原 裕二（泉公民館主事） 

※は委員長 

 

泉自治会 

○役員 

会 長  平丸  弘（出目） 

副会長  松岡 寛孝（興野々） 

監 事  芝  貞弘（小倉） 

 監 事  松浦  智（出目２谷喜来） 

○連絡協議会委員 

平丸  弘（出目一区長） 

二宮 賢三（出目二区長） 

松岡 寛孝（興野々区長） 

新家 悦生（岩谷区長） 

池田 善一（上川区長） 

山吹 吉三（小西野々区長） 

芝  俊彦（小倉区長） 

芝  照雄（鬼北町議会議員） 

渡邊 眞次（鬼北町議会議員） 

二宮 昌俊（泉公民館長） 

藤原 裕二（泉公民館主事） 
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老人クラブ泉支部 

支 部 長  松浦 宗弘（出目） 

副支部長  渡邊 澄夫（岩谷） 

事 務 局  赤松 啄未（興野々） 

女性部長  渡邊 益美（岩谷） 

体育部長  谷口 敏雄（小倉） 

理  事  益田 光夫（出目） 

理  事  井芝 千章（上川） 

監  事  井芝 千章（上川） 

監  事  竹場  久（小西野々） 

泉地区担当保健師の紹介 

 こんにちは。平成 22 年 4 月から泉地区担

当保健師になりました山下あずさです。 
今年の春、砥部にある大学を卒業してこ

ちらで働かせていただくことになりました。 

  花いっぱい運動（２／２７） 

 

 
（２）主催、支援事業 

 ○たかのす学級 

  開講式（５／８） 

太鼓教室（５／８） 

  カヌー教室（６／１２） 

  野外キャンプ（８／６～７） 
まずは、地区のことと皆さんのことを知

ることから始めようと思います。健康診断、

健康パトカー、赤ちゃん訪問などで接する

機会があると思いますので、見かけたらぜ

ひ声をかけてください。 

  釣り大会（８／２８） 

  しめ飾りづくり教室（１２／２４） 

  切り絵教室（１／１５） 

  思い出アルバムづくり（３／５） 

閉講式（３／５） 
分からないことだらけで不安もあります

が、一つ一つ頑張っていきますので、よろ

しくお願いします。 
 

 
 

平成２２年度 

 泉公民館及び関係団体事業計画 

（１）主催、協力事業 

○泉自治会 

  泉地区部落対抗球技大会（６／６） 

  広見川等統一河川清掃日（７／４） 

  納涼盆踊り大会（８／１４） 

  泉地区敬老行事（９／１４） 

泉大運動会（９／１９） 

  第２回環境美化デー（１０／２４） 

  遺跡まつり（１１／２８） 

 

連絡先 保健福祉課保健係  
℡４５－１１１１ 内線６１４

○ふれあい体験学級 

  軽スポーツ教室（５／２２） 

  釣り大会（８／２８） 

  交流クロッケー大会（１０／２３） 

  クリスマス会（１２／１８） 

  しめ飾りづくり教室（１２／２４） 

  奉仕活動（２／１９） 

○ふれあい農園事業 

  塩水選（５月） 

播種、箱苗づくり（５月） 

トンネルづくり（５月） 

  田植え（５．６月） 

  稲刈り（１０月） 

脱穀（１１月） 

  収穫行事（２月） 

 ○高齢者学級 

  健康料理教室（１２月） 

 ○生涯学習講座 
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  牛鬼面づくり教室（６～９月） 
今後の予定 

<平成２２年６月> 

１１日 球技大会反省会 

１２日 たかのす学級カヌー教室 

１４日 泉自治会文化部会 

１５日 ふれあい農園事業田植え 

２１日 泉自治会連絡協議会 

２８日 納涼盆踊り大会実行委員会 

２９日 牛鬼面づくり教室開講 

 

 
 

<平成２２年７月> 

 ２日 老人クラブ理事会 

４日 広見川等統一河川清掃日 

５日 泉自治会婦人部会 

１２日 泉青年学級打合せ会 

１６日 クロッケー夏季大会 

    泉自治会体育部会 

２０日 海の日 

２６日 納涼盆踊り大会実行委員会 

 

 

  男の料理教室（１０月） 

  切り絵教室（１～２月）  

  

（３）後援、関係団体関連事業  

 ○老人クラブ泉支部  

  クロッケー泉公民館長杯（５／２０）  

  クロッケー泉郵便局長杯（６／４）  

  クロッケー夏季大会（７／１６）  

  クロッケー城戸杯（８／９）  

  クロッケー泉公民館長杯（９／２４）  

  クロッケー秋季大会（１１／１２）  

  健康料理教室（１２月）  

  老人クラブと児童の交流（１２月）  

 ○泉青年学級  

  野外研修（８／６～７）  

  納涼盆踊り大会（８／１４）  

 ○関係事項  

  公民館運営審議会（５、１２、３月）  

  公民館報発行（２ヶ月に１回）  

  

お知らせコーナー 
 

 
  
 寄付御礼   
○泉自治会へ  
 秋元 茂 様（小西野々）  
 高田 時彦 様（上川）  
○岩谷老寿会へ  
 渡邊 治 様（岩谷）  
  
ひよこ保健師のプチ講座  
今年度の健康診断の日程は、以下のよう

になっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 

興野々： ５月２８日（金）

小西野々・小倉： ７月 ８日（木）

岩谷・上川：１０月 ７日（木）

出目：１０月２０日（水）

全地区（日曜日健康診断）：１１月２１日（日）

 今回から泉公民館報を、藤原が担当す

ることになりました。何分、初めてのこ

とであり、十分にお伝え出来ないかもし

れませんが、精一杯頑張ります。 

 又、館報に載せたいという内容・写真

等ございましたら、ご提供ください。よ

ろしくお願いいたします。 

今年度より社会保険の扶養になられてい

る 40～74 歳の方も健康診断を受診できる

ようになりました。健康の確認、また病気

の早期発見・早期治療のためにも、がん検

診と共にぜひ受診してください。（ただし、

一部対象外の社会保険があります。）現在、

回覧を回して参加申し込みをとっておりま

すので、社会保険の被扶養者（家族）の方

で健康診断を希望される方は『鬼北町役場 
保健福祉課（４５－１１１１）』までご連絡

ください。 

発行者 

泉公民館 

鬼北町大字岩谷 275 番地 

TEL・FAX（0895）47-0353  


