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明倫の心を重んじ
育てよう　大野人

（おおのびと）
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毎月第１・第３火曜日　AM10:00
　　　 　　　   　　　水墨画　土筆の会

　

新 庄 地 区

　 ５日（水）ビン類
　 ６日（木）新聞紙・紙パック
１２日（水）缶類
１３日（木）その他紙類
１９日（水）ペットボトル
２０日（木）ダンボール
２６日（水）缶類
２７日（木）その他紙類

資 源 回 収

休日ゴミ受付日
１月２３日（日）

※ 感染症の拡大状況により、予定が変更になることがあります。公⺠館利⽤の際はマスクを持参してください。

 

新 庄 地 区 以 外

 　５日（水）ペットボトル
１０日（月）新聞紙・紙パック
１２日（水）缶類
１７日（月）その他紙類
１９日（水）ビン類
２４日（月）ダンボール
２６日（水）缶類
３１日（月）その他紙類

明けましておめでとうございます
皆様のご健康とご多幸を
お祈り申し上げます

１ 月 の 予 定

 大野市の成人式が１月９日
（日）、大野市文化会館で開催
されます。
 小山地区の成人は１６名（男
性８名・女性８名）です。おめ
でとうございます。
 新型コロナウイルス感染症拡
大状況等により、成人式が中止
となる場合があります。その際
は大野市ホームページ等でお知
らせします。

　 １日（土）〜３日（月）公⺠館年始休み

　 ６日（木）冬休み書道教室　AM９︓００〜

１２日（水）大正琴　AM９︓００〜

１５日（土）もぐもぐランチ　正午〜

２０日（木）やさしい小山ささえ愛隊　PM７︓００〜

２２日（土）百福の会　PM２︓００〜

２６日（水）大正琴　AM９︓００〜

 １２月２１日（火）、小山福寿会のみなさんに見事な門松を作っていただきました。

旧年中は公民館活動にご協力、ご支援をいただき厚くお礼申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小学生対象の書道教室です。
冬休みの宿題をすませましょう。
◇日時 令和４年１月６日（木）
    １〜３年 午前９時〜１０時
    ４〜６年 午前１０時半〜１２時

◇場 所 小山公⺠館
◇講 師 山口明美さん
◇持ち物 書道道具・半紙・課題・新聞紙・袋 など

開催日時：１月１５日（⼟） 正午〜 （１月は第３⼟曜日に開催します）   
場  所：小山公⺠館⽞関前
お弁当代：大人３００円 子ども１００円
公⺠館⽞関前でお弁当を配布します。（※来られた方の分のみのお渡しになります。）

冬休み書道教室を開催します

もぐもぐランチのお知らせ

 今年も、もぐもぐランチを宜しくお願いします。
 ３年目の昨年はコロナの状況を見ながらお弁当の
配布を続けました。沢山の人が並んで下さり、受け
取れなかった方々には、ほんとに申し訳なく思って
おります。作業スペースが限られていて増産が難し
く苦慮している所です。１日も早くみんなでの会食
が楽しめる様、スタッフ一同待ち望んでおります。
 今年もおいしいメニュー作りに頭をしぼりながら
楽しんで頑張りますので宜しくお願いします。

グループほかほか メンバー 一同
北野・田中・塚田・南居・根賀・前田・松沢・松井

■差し入れのお礼■ 南口さん・印牧さん 
          食材の差し入れありが
          とうございました。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓球を今まで６５年以上

続けて来られ幸せだった。

卓球５段をもらっている。 

 全日本の大会にも多く参

加し北海道で優勝等全日本

の金メダルは自慢です。妻

始め家族の理解に大感謝。 

新庄 羽生邦男 

—感謝のメッセージ— 

寅年生まれの方から心温ま

る感謝のことばが届きました。 

（原文のまま・順不同・敬称略） 

 新春を迎える３月には、

84 才になります。南春日野

に住みついてから 50 年も過

ぎました。好きなスポーツか

らも遠ざかり、庭の立木の世

話と孫の顔を見る毎日です

が、元気いっぱいで～す。 

南春日野 奥島良蔵 

「ありがとう」 

あなたはできないよ。受

からないと言われてきたけ

ど、国家資格とれたのも、

子ども達に恵まれたのも、

そう否定されてきたから、

今の自分がいる。ありがと

う。 

南春日野 北山衣里子 

 私はこの１２年間「あり

がとう」と伝えることがで

きなかった人がいます。 

 それは、親です。いつも

育ててもらっていているの

に、「ありがとう」と伝えら

れませんでした。 

阿難祖領家 榊原菜央 

ぼくは、家族全員にありが

とうと思っています。家族み

んなに助けてもらっている

からです。おむかえに来てく

れてありがとう。ご飯を作っ

てくれてありがとう。ぼくは

とても幸せです。 

     上舌 根賀敦大 

ぼくは、家族にありがと

うの気持ちを伝えます。い

つもごはんを作ったりして

ありがとうございます。こ

れからもよろしくお願いし

ます。 

阿難祖領家 久保善寛 

先生へ 

いつも先生はぼくたちに算

数の問題をどうやってすれ

ばいいか、かい説してくれ

るので算数の苦手なぼくで

もよくわかりました。 

南春日野 村田湧延 

 11 年間私のことを育てて

くれてありがとう。 

 11 年間は、あっというま

で 6 年間の小学校も、終わる

のにあと１年間もないです。 

 これからもよろしくね。 

新庄 澤邊綾香 

 お母さんは、いつも家事

をしてくれます。熱を出し

ているときに、つらくない

ように、ねているところで

体温をたしかめたり、首に

氷をまいてくれたりしてく

れます。いつもありがとう。 

新庄 宮崎美結 

 わたしは、家族に一番、「あ

りがとう」と伝えたいです。

家族だからペットのねこも

です。母、父は一番家事をし

てくれ、兄、弟はいっしょに

遊んでくれます。いつもあり

がとう。 

新庄 齋藤羽海 

 私がありがとうを伝えた

い人は、お母さんです。い

つも六時すぎに帰って来る

のに、夜ご飯を作って、方

の家の家事もしてとても、

大変そうです。これからは、

お手伝いを、したいです。 

新庄 吉本莉心 

 お父さん、いつもいっし

ょにどこかにつれて行った

り、いろいろと買ってくれ

たりしてありがとうござい

ます。毎日仕事で働いてい

るおかげでご飯を食べられ

るのでありがたいです。 

新庄 松田優希 

 

「ひいおばあちゃんへ」 

足が悪いのにマラソン大

会の応えんに来てくれてあ

りがとう。ひいおばあちゃん

が来てくれたからがんばれ

たよ。ずっと一緒にいたいか

ら長生きしてください。 

阿難祖領家 松田唯武暉 

 

 ６回目の年男。ここまで

支援協力してくれた家族に

友人に又町内の方々に感謝

し、残りの人生を楽しみた

いと思います。健康で。皆

さん有難う。 

南春日野 南口正己 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お母さんとお父さんに「あ

りがとう」と伝えたいです。

冬は仕事が多くおそくなる

ことが多いのに、家にかえっ

てまで、家の仕事やならい事

のおくりむかえをやってく

れてありがとう。  

新庄 廣作優妃 

 

 いよいよ還暦。20 年前、

40 歳は朱い夏、汗を流す姿

を次の世代に見せる年だと

言った覚えがある。60 歳は

白秋、人生の実りを楽しむ

年だとか。今まで出会った

全ての方々や出来事に感

謝、感謝です。今後とも宜

しくお願いします。 

阿難祖地頭方 横井一博 

たくさんの感謝のメッセージをご寄稿いただき、ありがとうございました。 

 

 

家族の皆さん、何も出来

なかった私をこれまで支え

てきてくれ本当に感謝しか

ありません。場所や形は違

えど頂いてきたご恩は私の

勇気や自信となりここまで

こられました。本当に有難

う。 

新庄 田中芳恵 

 今私が一番感謝の意を伝

えたいのは、実家の母です。

三年前に、父をそして三ケ

月前には兄を亡くし、我が

子に先立たれた母が、とて

も心配でした。９１才でも、

私には昔のままの母です。

いつまでも元気でいてくれ

る事を願っています。 

新庄 前川美千代 

お母さん、いつも難しい

宿題を教えてくれたり、い

そがしいのにおいしいご飯

を作ってくれたりしてあり

がとう。 

ぼくが大人になったら恩

返ししてあげる。長生きし

てね。これからもよろしく。 

新庄 川島瑠隼 

３６年に一度訪れる五黄

の寅年生れ、７２歳の新春

を迎えました。易断では「静

観運」との事ですが、親戚

の人等から寅らしく無いと

の指導を受け、寅の気概を

持ちたいと思ったものでし

た。 

深井 藪田珠次郎 

親子クリスマス会 ―小山愛育会― 

 １２月１９日（日）、小山愛育会がクリスマス会を開催しま

した。 

 初めに、クリスマスケーキを作りました。スポンジに生ク

リームをたっぷり塗り、それぞれ好きな飾りつけをしてケー

キを完成させました。 

 ケーキ作りの後は、わなげゲームをして遊びました。 

 子ども同士、親同士の交流が深まるひとときでした。 

「心を整えるヨーガ教室」を開催しました 

 

小山公民館健康作り講座「心を整えるヨーガ教室」が１１月１２日

（金）より毎週金曜日、全５回で開催されました。 

講師に飛石めぐみさんをお迎えし、“心を整える”ヨーガというこ

とで、自分の感覚に目を向けながら体を整えました。 

第２回目の１１月１９日（金）教室の日は満月の夜でした。月の満

ち欠けは人体に影響を与えると言われているそうで、満月の夜は自然

とつながることに意識を向けるといいそうです。ゆっくりと深い呼吸

をしながら、体と心を整え、リラックスした時間となりました。 

 


