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女性ドライバー協議会（杵築）

●活動紹介
・女性や子どももできる「皮むき間伐」をメイ
ンに仲間たちと人工林のお手入れをしてい
ます。「間伐した材を最後まで大切に活かし
きる」をモットーに端材を利用したてしごと
品の制作・販売、てしごと体験会を開催。
・アースデイおおいた 2021 実行委員長。
・2021 年３月、杵築市
大片平を中心に活動する
「森守（もりもり）
」を
森のお手入れ仲間と設立。
月１回程度、親子をメイ
ン対象にした「森を楽し
みながら森を守る」イベ
ントを開催しています。

杵築市女性団体等連絡会議
実行委員会

●活動紹介

連絡先：杵築市教育委員会社会教育課

交通安全啓発のため、街頭指導などをしてい
ます。

●令和３年度の活動

℡0977-75-2413

広報紙「和く輪く」は、杵築市女性団体等連絡会議の取組みとして１年に１回発行しています。

＜街頭指導＞
令和３年７月１５日
杵築幹部交番の前で夕方 5:00～6:00 まで
街頭指導をしました。

ワクワクする気持ちで和やかに手をとりあい「きらり輝く女性の輪今みんなでできることを！」をテーマ
に、情報発信はもちろん実践活動の充実につながる広報紙を目指しています。

令和３年度わくわく女性リーダー研修会

自宅でできる小さな幸せのみつけ方
講

●令和３年度の活動

師：有限会社 佐藤建設

～自宅をパワースポットに～

佐藤里咲 氏

開催日：令和 3 年 11 月 23 日 (火・祝)
＜夏休みの工作応援企画 カンナ de お箸づくり・
竹のカトラリーづくり＞
令和３年
8 月 1 日～7 日
小・中学生対象に、
地元の間伐材を利
用してお箸やカト
ラリーを作る教室
を開催しました。

会
撮影のためマスクを外しています

∞はち

場：杵築市役所 山香庁舎

２階 大会議室
佐藤先生自身の体験
を交えながら、断捨
離 Ⓡ の考え方やコツ
をお話ししていただ
きました。

コロナ禍でおうち時間が増える中、自宅の片付けに
スポットを当てたセミナーを開催しました。

真砂早苗

●活動紹介

佐藤先生

ダルマ、布ナプキン等を販売しています。

ご
ざ
い
ま
し
た

高井 千春
●活動紹介
杵築市猪尾の「あべ笑店」で海産物、地元商
品の販売とイベント出展、貸スペース運営を
しています。これから貸スペースをもっと大
きくしたいと思っています。

杵築市女性団体等連絡会議の
Facebook ページができました！
活動情報などをお知らせしていき
ます。

佐
藤
先
生
あ
り
が
と
う

◆ 参加者の感想 ◆

令和３年９月２７日
令和３年度愛育事業功労者表彰
愛育班活動１０年以上の功労

新庄 良子さん

令和３年１０月５日
第 53 回愛育班員全国大会 母子愛育会会長表彰
河野 マリコさん
４０年以上にわたる愛育班活動の功労

令和３年１１月３日
令和３年度杵築市文化の日記念表彰
（功労者表彰） 宇都宮 八重子さん
杵築市地域婦人団体連合会会長として活動 12 年の功労
令和 4 年 2 月 22 日
令和３年度女性のチャレンジ賞
（団体の部） きつき小町会
地域密着型の取組は、杵築市民だけでなく、市外からも
多くの人を動かした

・身近な誰でも感じている事なのでわかりやすかった。
・講師の方の経験をもとに、具体的な方法を教えていただいて大変助かり
ました。
・年末に向けて実行しようと思います。楽しく身近な例が多く、ためにな
りました。ありがとうございました。
・断捨離のコツがわかりました。まずは多すぎるのを減らすことが大切。
空間を作ること。捨てるときのつまずきワードに気付き、第一歩を踏み
出したいと思う。自分なりの目標を立て断捨離できればと思う。

秦議長

大掃除を控えた
時期で好評でした

大田地域女性団体連絡協議会

杵築市女性団体等連絡会議の加入団体・個人と、
各々が令和３年度に行った活動を紹介します。

杵築市商工会女性部（山香）
●活動紹介

杵築市商工会女性部（杵築）
●活動紹介
1 月 産業祭、みかんまつり
2 月～3 月 ひいなめぐり
10 月 歩行ラリー
10 月 どぶろく祭り

●令和３年度の活動
＜商工会女性部全国大会＞
令和 4 年 2 月 15 日 別府会場
全国の商工会女性部の大会が大分県で開催
されました。現地には 200 人、ウェブでは
2600 人の参加がありました。

杵築市地域婦人団体連合会
●活動紹介

地域のイベントへの参加、部員間の交流

●令和３年度の活動
＜B ブロック（日出・国東・杵築）交流会＞
令和３年１０月 1２日 アスト国東
交流会でフラワーアレンジメント教室を行
い、山香・杵築支部で参加しました。できた
お花はお店の前に飾り、お客様に楽しんでい
ただきました。いい経験ができました。

杵築市山香愛育班

・山香町内社明パレード…車で町内一周し、地
区公民館、郵便局、学校等の公共施設にポケ
ットティッシュ、啓発チラシ、ポスター、広
報紙を配ります。
・あけぼの寮ボランティア…更生保護の対象
者が入所するあけぼの寮へ行き、カレーとサ
ラダを作ります。また、衣類や日用品、年末
にはもち米を送ります。
・公民館活動（夏休み）…おやつ作りボランテ
ィア

●令和３年度の活動
＜ポーセラーツ教室＞
ポーセラーツを実施し、その作品を文化祭に
て展示しました。

●令和３年度の活動 ｚ

お茶友の会

●令和３年度の活動
令和元年撮影

●令和３年度の活動
＜さわやか休憩＞ 令和３年４月６日
運転手さんに「安全運転に気をつけて」
「脇
見運転、スピードの出しすぎ注意、早めの点
灯」などお願いしながら、お茶・ティッシュ・
チューイングガム等を配りました。

地域の方の見守り活動

●令和３年度の活動
撮影のためマスクを外しています

＜山香町内社明パレード＞
令和３年７月５日
保護司、更女の会役員、福祉事務所、老人会
等それぞれの車で町内一周し、公共施設にテ
ィッシュ、啓発チラシ、ポスター、広報紙を
配りました。保護司さんの声掛けで派出所の
おまわりさんも 2 名参加してくれました。
＜あけぼの寮ボランティア＞
令和３年１２月２日 もち米を送りました。
令和４年１月１９日 声かけで集まった衣
類、日用品等送りました。

●活動紹介
社会福祉協議会とタイアップして茶道文化
の継承と認知症予防の為の教室を開催して
います。

●活動紹介

役に立つ情報を印刷して会員に配ったりし
ました。

・総会において小物作りの体験
・年 4 回程度の研修
・料理教室、スポーツ、手芸教室、公民館活動
への協力（炊き出しなど）

●活動紹介

●令和３年度の活動

・山香町散策や料理教室を実施した単位団も
あります。

●活動紹介

女性ドライバー協議会（山香）

県婦連活動、街頭啓発活動、各種研修参加、
結核予防複十字シール活動 など

＜ふれあい交流会（親睦会）＞
令和３年１１月１８日
グラウンドゴルフなどのゲームをして交流
を深めました。

●活動紹介

大分県交通安全協会杵築日出支部

・年 4 回の交通安全週間に街頭指導
（春 2 回・夏 2 回・秋 2 回・冬 2 回）
・毎月、1 日と 20 日に街頭指導
・年 4 回「さわやか休憩」を 4 地区で実施

山香分区更生保護女性会

＜まちかど交流サロン“よろうえ”茶道教室＞
正座をしなくてよい茶道を通して、文化の継
承と認知症予防の為の教室を月２回開催し
ています。
＜初釜行事＞ 令和４年１月９日
梶ヶ浜 大和ハウス集会場で初釜行事を行い
ました。

きつき小町会
●活動紹介
杵築に生まれ育ち、子育てをしながら商売を
する 4 人の女性が、ふるさと杵築を女性ら
しい目線で華やかに彩る活動をしています。

●令和３年度の活動
＜巣ごもり応援企画７弾 きつき DE 手ならい＞
令和 3 年 10 月 20 日～12 月 8 日
市内の事業者を講師に、料理教室や講座など
約５０のイベントを２ヶ月間行いました。野
上邸を利用したイベントも開催しました。
＜みんな DE おつき見＞
令和３年１１月１９日
野上邸にて、月食の鑑賞会をしました。地域
と連携し、オカリナや琴の演奏、庭のライト
アップなども実施。観月祭が中止となった中
で、コロナ禍でも小規模の安全なイベントと
なりました。

