
芭蕉翁句碑の拓本調査

クロモジの葉摘みを体験

SBC 佐藤喜明さん（写真右）の説明を熱心に聞く興
田中生徒たち。

クロモジ香る特産品を！新事業

　８月 26日に興田中学校２学年の社会体験
学習として、市之通自治会の協力により市之
通自治会館（宝来館）をお借りし、興田でク
ロモジによる産業化を目指す若者グループ
SBC（SpiceBushCompany；及川貴弘代表）
が予め用意していたクロモジの枝から葉を収
穫する体験を行いました。
　この日は生徒 18 名が SBC の指導の下で
黙々と作業を行い、生の葉で約 30kg を収穫
し、その場で乾燥させました。同時に枝から

興田中 2学年社会体験学習から

小さな実も採集し、後に休眠打破※させてからポットに植えて、SBC による苗木づくりも行わ
れる予定です。
　興田地区振興会としては、クロモジの生態説明
や実際に市販されている商品例を紹介しながら、
精油と芳香蒸留水の使われ方などについて解説し
ました。生徒たちは化粧水やハンドクリームのサ
ンプルを手に塗り、爽やかな香りを楽しみながら皆喜んで
いました。
　また、９月１日には小森集会所にて大東中学校２学年６
名の社会体験学習も同様に行われました。
　興田地区はクロモジが豊富に自生しており、少しでも関
心をもって頂ければ幸いです。

※休
きゅうみんだは

眠打破…休眠状態にある種子など

が、一定期間低温にさらされるなどの

刺激を受けた後、活動状態になること。

　市教育委員会文化財課の協力を頂き、８月 26日に下構地内
にある芭蕉翁句碑の拓本調査を行いました。
　碑に刻まれた文字は地面にも潜り込んでおり、調査によって
傷つくことが無いように土を丁寧に除去することから作業が始
まりました。あらわになった句碑の表面には、興田連メンバー
22名の俳号と詠んだ句、石を刻んだ石工などが刻まれており、
貴重な資料となりました。
　今後は興田史談会を中心として、内容などの詳細について調
査をすることになります。

碑がきれいになると全貌が明ら
かに。
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本紙で伝えきれない情報はホームページと SNS で発信中！「興田地区振興会」で検索！

～ 未来へつなぐ　住みよい興田 ～

興田地区振興会だより
№７１　令和３年９月２７日

連絡先　興田市民センター内
振興会事務局　74-2201



～ひまわりで興田を明るく元気に！～ひまわりの里をめざして

24時間365日受信登録受付中！

登録・受信無料！（パケット料金は個人負担）だいとうメール
　だいとうメールは、大東地域内のイベントなど、ふるさとの有益な情報満載
です。大東地域外に住んでいる方でも受信登録できます。
　受信登録方法はとっても簡単。右の二次元コードをカメラで読み取るか、「apply@daito-
mail.com」を直接入力し、空メール（タイト
ルも本文も無し）を送信するだけ！
　登録手順に自信がない方は、携帯電話販売
店またはだいとうメール運営協議会事務局

（0191-75-2229）にお問い合わせください。

土日の印刷機使用を試験的に開放第３回
理事会から

　９月 17日に第３回理事会を開催しました。
協議内容は下記のとおりです。
①興田地区文化祭について
②土日の印刷機使用開放について
③興田地域づくり計画の見直しについて

①�　例年通りの文化祭形式は中止し、週替わ
りの展示形式で行うことを報告。
②�　平日に申請と支払いを済ませている事が
前提で、土日の午前８時 30分から午後５
時 15分まで印刷機の使用開放を試験的に
導入する旨を説明。（詳細は興田市民セン

　鳥による食害対策として、鷹カイト２基を設置し、さらに花の周辺で鳥が宿れる枝葉を除去
しました。これらの理由からか、被害は想定よりも少なく、効果があったと思われます。
　９月 11日にはボランティア 12名によって収穫作業を行い、その場で種を外しました。こ
の時点で種は湿気を多く含む為、開発センター食堂にてブルーシートと古新聞の上に種を広げ、
扇風機と除湿器で５日間乾燥させました。最終的に約 15㎏の収量となりました。

鳥が宿れる花の周りの葉を除去（左）。そのままに
しているものは無残にも食べられています。 刈ったひまわりを網にこすりつけて種を外します。

ターだより 317 号をご覧ください。）
③�　現時点での計画の見直し進捗状況を報告
し、興田地域づくり計画見直し策定委員会
を結成することを決定。

　その他、
興田地区振
興会（興田
市民センタ
ー）ホーム
ページの公開（４ページ参照）が始まったこ
とを報告しました。
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統計情報 世帯数
（戸）

男　性
（人）

女　性
（人）

合　計
（人）

令和３年８月末 1,173 1,441 1,483 2,924

前　月　比 2 －1 －1 －2

前年同月比 －9 －38 －41 －79



有害鳥獣の生態を暴く！（イノシシ編①）
　７月 21日の有害鳥獣対策意見交換会で配布された資料の一部を４回に分けて掲載します。
【出典元：大分県中部振興局生産流通部　集落営農・水田畑地化班（旧�集落営農・農地活用班）
『鳥獣被害対策情報第１号　主な獣害の生態』令和３年４月発行から】
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鳥獣被害対策情報第１号 令和３年4月発行

（これが分かれば荒らしのパターンも一目瞭然！）

主な害獣の生態 Shut The Beast!

１）イノシシ ～農業被害の約９割をもたらす害獣～

-1-

②子だくさん、エサの量次第で増加

成獣

出産！

約２年で半数くらいが成獣に
（エサが多いと成獣も増加）

毎年一回4～5頭

成獣となった春～夏

（まれに秋）に

⑥（⑤に関連）視力は0.1程度、見えている範囲は青色・青に近い色を除き、全て白黒

として認識 ※青い色・光は見えているだけでしかありません。

人間の見え方
イノシシの見え方
（推定）

脅し目的のピンクテープも「白いひも≒特に危なく
ないもの」にしか見えていません。

①成獣の大きさ・体重・足あとの特徴

⑤エサ等は、鼻で判断し目で確認

※においへの感度は犬並、その他の感覚

も鼻に集中（電気、突起物も）

周りのものを鼻で
判断（におい、硬
さ、種類等）

!

電気柵で感電する
部分もやっぱり鼻

物

体

エサ等のある場所
を目で確認

ガイシの
向き

④雑食性、植物を中心に幅広くエサ探し

※収穫の残りや残飯も狙っています！

青色部分
（例：電気柵）

・両目は横向き、視野は広いが正面を見るのは苦手

・視力は0.1程度、はっきり見える距離は約100ｍ以内

視界は青色以外全て白黒

③本来は昼行性で、朝夕は特に活発、寝るのは満腹時 ※｢夜行性｣は人間側の思い込み

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 時

ＺＺＺ

あ～腹一杯
またあした

丸一日ほぼ エサ探し

腹減った エサ！エサ！

成獣（生後２～３年
最長10年程度）

体長140～170cm
※尻尾除く

体重
60～
80kg

足裏にひづめあり

（前：中・薬指相当

後：人差し・小指相当）

※足あとは多くが

前のひづめのみ

🍚🍚何でも

食べたい♪
水稲

大豆

果物（柿・栗・ミカン等）

雑草

ミミズ
（昆虫も）

麦 野菜



　史跡巡り健康づくりウォーキングの最終回を下記のとおり開催する予定です。秋深まった興
田路を楽しく和気あいあいと歩いてみませんか。（詳細は10月号でも改めてお知らせしますが、
内容を一部変更する場合があります。）
　日時…令和３年 11月 19日（金）　集合；午前８時 50分　出発；午前９時
　集合場所…大東開発センター
　コース…�①大東開発センター⇒≪バス移動≫⇒②中川寺⇒③安昌寺⇒≪バス移動≫⇒④滝不

動⇒≪バス移動≫⇒⑤大東開発センター（歩くのは②から③までの約３㎞）
　費用…無料　　募集定員…20名

第４回史跡巡り健康づくりウォーキング　～中川村コース～！開催予告！

興田地区振興会（興田市民センター）ホームページを開設！

http://www.okita.fun
Check�it�out�!

第３回史跡巡り健康づくりウォーキングのご案内
　日時…令和３年 10月８日（金）　集合；午前８時 50分　出発；午前９時
　集合場所…大東開発センター
　コース…�旧天狗田村コース　（約４㎞）
　　　　　�大東開発センター⇒≪バス移動≫⇒久子沢道

どうそ

祖神宮（ドッコサマ）⇒天狗田神社
（天狗田祠

し ひ

碑）⇒天狗田生活改善センター⇒≪バス移動≫⇒天狗田体育館（トイ
レ休憩）⇒興田神社⇒大東開発センター

　　　　　※雨天時はバレーボール記念館内（屋内用運動靴をご持参ください）
　費用…無料　　募集定員…30名
　持ち物…飲み物、タオル、帽子、マスク、万歩計（貸出有ります）、熊鈴（お持ちの方）
　申し込み…興田地区振興会事務局（☎ 74-2201）

　最近の調査から、歯周病が糖尿病・心臓病・肥満などの生活習慣病と関係し、歯周病の治療
がメタボリックシンドロームや全身の疾患の改善に役立つことがわかってきました。また、歯
や口を清潔に保つことは、感染症予防にも有効だと言われています。健康のためにも、歯の正
しいケア方法に関するお話しを聞けます。
　日時…令和３年 10月 23日（土）　午後２時 30分～午後４時
　　　　※午後２時 30分まで「いきいきサロン交流会」を開催した後、講演会へ移行します。
　講師…佐藤歯科医院　院長　佐藤博幸先生（摺沢）
　演題…『体の健康はお口の健康から』
　会場…大東開発センター　　費用…無料　　募集定員…30名程度
　申し込み…興田地区振興会事務局（☎ 74-2201）

健康づくり講演会のご案内
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