
　当日は陽気に恵まれ、用意した衣装に着替
えて撮影が行われました。スタッフなど大勢
に囲まれてカメラを向けられた子ども達は緊
張していましたが、撮影が進むにつれて表情
も和らぎ、自然な笑顔がこぼれました。
　また、ボランティアとして千厩高校写真部
員も協力し、プロカメラマンの撮影技術を目
の当たりにしていました。

興田小僧　～未就学児思い出撮影会～

仰山流山口派丑石鹿踊りの方々と撮影する子ども
達。（顔に画像処理を施しています。）

大掛かりな機材と人が子ども達を囲んでいます。

　11 月７日、興田神社にてコミュニティ部
会事業「興田小僧」を行い、興田保育園年長
児など 14名と保護者が参加しました。
　この事業は、中止となった興田地区文化祭
の特別企画展の代替企画で、興田出身のプロ
カメラマン小
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さんが撮影し、成長の記
録と思い出づくりを行うものです。

第４回史跡巡り健康づくりウォーキング
　11 月 19 日に第４回史跡巡り健康づくりウォー
キング（旧中川村コース）を実施し、今回も好天に
も恵まれ、21名が参加しました。
　一行はバスで中川寺まで移動し、三十三観音堂を
見学後に安昌寺まで歩きました。いずれも住職の中
村長雄さんに詳しく解説して頂きました。

　再びバスに乗り、野田地区の滝不動へ。ここには、大
おお

祐
すけ

という男が神のお告げを聞いて家を
飛び出し、約３年かけて京都から仏像を持ち帰り、その仏像が本尊として祀られたという昔話
が残っています。また、スレート状の蛇紋岩を縫って流れる清流が見事な名所でもあります。
　今回で最終回となりましたが、気持ちよい晩秋の中川路を元気に歩いてきました。

安昌寺の本堂で中村住職から説明を受ける参
加者。

興田小校内マラソン大会フォト
レポート

興田小学校校内マラソン大会が行われました。
　教育文化部会では児童の健やかな成長を地域で応
援する目的で、昨年度にノボリ旗を製作しました。
　この日は保護者や地域の方々が多数訪れ、用意し
たノボリ旗を片手に沿道から声援を送りました。 学年毎のカラフルなノボリ旗で応援しました。

気持ちの良い秋空が広がる 11月４日に
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本紙で伝えきれない情報をホームページ（www.okita.fun）と SNS（@okita.fun）で発信中！

～ 未来へつなぐ　住みよい興田 ～

興田地区振興会だより
№７３　令和３年１１月２５日

連絡先　興田市民センター内
振興会事務局　74-2201



有害鳥獣の生態を暴く！（ニホンジカ編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】２）シカ ～農業･林業共通の害獣～
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足裏に「ひづめ」あり

（中・薬指相当のみ）

※足あとは、ほぼ全て

この形①成獣（雄・雌）及び幼獣の大きさ、足あとの特徴

150～200cm 100～150cm

成獣（雄）

平均寿命４～６年

成獣（雌）

平均寿命６～８年

幼獣（～生後１年）

毎年５～６月に１頭出産

※エサが多ければ生き

残る個体も増加

シカを見て何もしない
まま放置すると･･････

③用心深い一方、危険がないと学んだ途端やりたい放題に（自動車等すら無視！）

怖い怖い･･･

向かって来たら

どうしよう！

向かって来
なければ、
どうと言う
程のことも
ない！

どうと言
程のこと
ななない！

勝手放題勝手放題

させてさせて

もらおうか☆

な・なん
とぉ～💧💧

②昼夜問わず活発に動き回る習性、移動・食害・休息も（一部の雄を除き）群れ行動

※群れは、ほとんどの場合「独立した雄のみ」または「雌と子供」のいずれか

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

２４時間ずーっと群れて 何かしてる生き物

とにかく繊維質
が好き･･････

大豆（主に葉）

雑草

④草食性、樹皮等以外は牛（複数の胃を持つ）の食べるものとほぼ共通の繊維質

水稲・麦
（主に出穂前） 樹皮

新芽

葉等

牧草
人工林等の

果樹（例：ミカン）の
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新年交賀会を中止し新春講演会を第５回
理事会から

　11 月 18 日に第５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興田地区新年交賀会について
②専門部会連絡調整会議から
③興田地域づくり計画の見直しについて

①�　前回結論に至らなかった件ですが、他地
区の状況などを鑑み、大多数の理事の意見
により、新年交賀会は中止としました。ま
た、代替事業を行ってほしいとの意見も尊

重し、新春講演会を１月中に行うことが決
まりました。日程や講師など詳細について
は事務局一任となりました。
②�　主に休眠こいのぼり利活用事業について
理事から意見を伺い、進めてよいことに決
まりました。（P4参照）
③�　興田地域づくり計画見直し検討委員会委
員案について承認を求め、了承されました。
近日中に委員会を招集し、検討を進めてい
きます。

パックラベル掲示中！
　11月 23日に興田地区内の 80歳以上のひ
とり暮らし高齢者を対象とした手づくり弁当
宅配事業を行うにあたり、今年度も興田小学
校児童による元気が出るメッセージとイラス
ト付きパックラベルを描いて頂きました。
　このラベルを大東開発センター１階ロビー
に掲示中です。お越しの際は是非ご覧くださ
い。児童の心温まるメッセージを見れば、気
持ちがほっこり優しくなれるはずですよ。

専門部会連絡調整会議から 部会間を横断して議論深める
　11 月 12 日、第１回専門部会連絡調整会
議を開催しました。この会議は部会長らが集
まり、事業の報告や次の段階に向けての議論
と部会間の調整などを図るものです。
　今回はこれまでの事業の振り返りの他、教
育文化部会が数年前から検討している「休眠

こいのぼり利活用事業」に関し、興田児童公
園内のポール設置許可を得るためには安全に
配慮した堅牢なものにする必要があり、次年
度に大きく予算を振り分けて進めることが了
承されました。改めて第５回理事会でも理事
に了承されました。

感謝 さくら新聞店様から紙折り機を寄贈
　11 月 5 日にさくら新聞店
（千田敏明代表）様から紙折
り機１台をご寄贈いただきま
した。大切に使わせていただ
きます。ありがとうございま
した。

統計情報 世帯数
（戸）

男　性
（人）

女　性
（人）

合　計
（人）

令和３年10月末 1,169 1,437 1,465 2,902

前　月　比 －1 0 －6 －6

前年同月比 －15 －42 －53 －95
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【作り方】
①�えのきだけの石づきを切って、８等分に割く。
②肉を広げ、えのきだけを大葉で包むようにしてから、端から斜めに巻いていきます。
③�②に茶こしなどで小麦粉を薄く均等にふりかけます。（両面）
　※薄く均等にすることで、調味料もうまくからみ、ふっくらとした仕上がりになります。
④�フライパンを熱し薄く油をひき、中火で全体に焼き色がつくように焼きます。
　※�肉の巻き終わり部分から焼き始めます。菜箸で触り過ぎないよう、フライパンをゆすり、
肉を適度に転がしながら焼くのがポイントです。肉から出てきた余分な油をキッチンペー
パーなどでふき取ります。

⑤�一度火を止め、ポン酢・はちみつを加え、再び加熱し、肉を転
がしながら、調味料を絡めます（中火～弱火）。
⑥器に盛って、彩りにカイワレ大根を乗せ、トマトを添えます。

料理の周りだけに味をつけています。小麦粉
を薄く振ったことで、少ない調味料もよくか
らみます。中の具は他の素材に代えても楽し
めます。

不定期連載 減らそう塩分！伸ばそう寿命！
えのきポークロール主菜

【材料】（4人分）
豚バラ薄切り� 長いまま（200 ｇ）
えのきだけ� 大１袋（200 ｇ）
大葉� ８枚
小麦粉� 大さじ１（9ｇ）
サラダ油� 小さじ 1（3ｇ）
ポン酢� 大さじ 3（45cc）
はちみつ� 大さじ 1（20ｇ）
カイワレ大根� 適宜（少々）
トマト� 1/2 個（1人 1/8 切れ）
《１人分》エネルギー 154kcal、タンパク質 9.1 ｇ、
脂質 9.1 ｇ、食塩相当量 0.9 ｇ

今回も、一関市食生活改善推進員協議会大東支部考案の減塩レシピからメニューを紹介します。

休眠こいのぼり大募集！
　教育文化部会では、おうちにしまったまま
で今後使う予定が無い「こいのぼり」を募集
しています。集めたこいのぼりは、興田市民
センター敷地内にポールを立て、４～５月の
子どもの日付近に掲げる予定です。

【募集内容】
★�口

くち

紐
ひも

等に破損が無いもの。吹き流しはOK、

矢車・ポール等は不要です。可能であれば
入っていた箱のままで持参ください。
★集める対象地域は不問です。
※�集めたこいのぼりは返却しません。
※謝礼等はありません。
※お名前の表示及び公表はしません。
【申し込み・問い合せ先】
興田地区振興会事務局（電話 74-2201）

豚ロース薄切り
でもOK!

よろし～く
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