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平成２５年４月１日付で、日田市朝日公民館の館長が替わりました。
新旧館長より、それぞれごあいさつ申し上げます。

薫風の季節を迎え、皆様にはますます
ご健勝のこととお喜び申し上げます。
このたび、朝日公民館長を退任いたす
ことになりました。四年間ではありまし
たが、自治会長さんを始め朝日地区皆様
の暖かいご指導ご鞭撻によりまして、何
とか職務を全うできましたこと厚く御礼
申し上げます。
平成二十一年四月、朝日公民館運営協
議会に館長として採用されまして、引き
続き二十三年には一般財団法人日田市公
民館運営事業団の職員として、朝日公民
館勤務を命ぜられ、通算四年間を浅学非
才の身ではありましたが、職務に精励し
てまいりました。
生涯学習、地域活動の中心となるため
の公民館運営に関わり、多くの方々とふ
れあい、交流ができましたことは、よき
思い出となり私の財産でもあります。こ
の間、二度にわたります「あさひふるさ
とまつり」を担当させていただき、朝日
地区皆様のご協力を賜りながら貴重な体
験ができたと感謝申し上げます。
今後は、皆様方のご厚情を大事にしな
がら改めて自己研鑽に励みたいと存じま
す。
これまでのご厚誼に重ねて感謝申し上
げ、朝日公民館のますますのご発展をお
祈り申し上げ、退任のあいさつといたし
ます。

第１６４号
１６４号

２位

４月５日（金）、朝日地
区体育協会総会が開催さ
れました。
年度の総合成
平成
績が発表され、優勝の朝
日町にトロフィーと賞状
が贈られました。
おめでとうございます
４月
日のゴルフ大会
から新年度の各種大会が
スタートしました。

38 点

小 迫 町

32 点

朝日ヶ丘

32 点

４位 君 迫 町

27 点

５位 山 田 町

23 点

６位 二 串 町

11 点

総会前に、光岡駐在所に新
しく赴任された加藤氏よ
り、お話を伺いました。

４月 日（金）朝日地区老人クラブ総会が開
催されました。
平成 年度の事業報告・決算報告と 年度の
事業計画案・予算案が提案され、すべて承認可決
されました。今年度も老人クラブでは活発に活動
を行っていきます。
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【館 長】
山中十士男
【主 事】
市尾小百合

新緑の季節となりましたが、朝日地区の
皆様方にはますますご健勝のこととお喜
び申し上げます。この度、後藤公德館長の
後任になりました山中十士男です。
生まれは日田市三河町（小野）で三十五
年前から朝日ヶ丘に居住し、現在七人家族
で暮らしています。
公民館業務に関わったのは、昨年朝日ヶ
丘自治会長に就任すると共に、朝日公民館
運営委員会の会長を一年間務めただけで、
まったくの素人に近い状況ですが、朝日ヶ
丘での自治会活動や三隈中育友会活動等
の貴重な経験を生かし、市尾主事と共に
①「地域の生活に根ざした事業」
②「住民の教養を高める事業」
③「地域の和を作る事業」
を地区の皆さんの協力を得ながら取り組
んで生きたいと考えています。
朝日公民館では、高齢者の皆さんに御協
力頂いた活動、成人女性対象のレディスセ
ミナー、小学生対象の陸上教室、チャレン
ジ倶楽部等の取り組みが活発に行われて
きました。
これらの事業を踏襲すると共に、更に幅
広い皆さん方が参加できるよう取り組み
を進めていきます。
地域の皆様方が気楽に公民館に立ち寄
り、朝日地区振興のための、ご助言、ご指
導、ご鞭撻を宜しくお願いします。
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１位 朝 日 町
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平成２４年度総合成績

【発 行】
朝日公民館
(改善ｾﾝﾀｰ
改善ｾﾝﾀｰ)
ｾﾝﾀｰ)
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朝日公民館
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・朝日大学 （年６回）
・認知症予防教室サポーター養成講座（年４回）

【人権学習事業】
・町内出張人権学習会（１１月頃予定）

【家庭教育事業】
・朝日小家庭教育講演会（共催）

【国際交流事業】
・国際交流体験バスツアー（９月頃予定）
・日田市国際交流推進員との交流

【まちづくり事業】
・あさひふるさとまつり（１０月２７日（日）開催）
・あさひ体験教室（年３回）
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長 蒲池 靜男 （朝日町自治会長）
（地区社協会長・
熊谷 正義
朝日ヶ丘自治会長）
副 会 長
池田 時雄 （地区体協会長）
白石 弘明 （壮年会連絡協議会長）
新
○
監
事
平川 修
（朝日小学校育友会長）
宮崎 信好 （小迫町自治会長）
山口 計
（二串町自治会長・地区理事）
常任委員 松岡 幸治 （君迫町自治会長）
重石 知信 （山田町自治会長）
竹島 勝幸 （地区老人クラブ会長）
事務局長 山中十士男 （公民館長）
新
○

・あさひトラック＆フィールドクラブ（小学生）
・あさひチャレンジ倶楽部（１０講座）
（小学校４～６年生）
・あさひチャレンジ倶楽部サポーター（中学生）

【高齢者学習事業】

25

会

【青少年健全育成事業】

・ＡＳＡＨＩレディスセミナー（年６回）
・パソコン教室（６月頃予定）
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朝日地区振興協議会役員・委員（敬称略）

主な事業計画

【成人学習事業】

４月 日（木）、朝日地区振興
協議会および朝日公民館運営委
員会の総会が開催されました。
それぞれの総会において、平
成 年度の事業・決算・監査報
告並びに、平成 年度の事業計
画・予算案の審議を行い、いず
れも承認されました。
今年度も地区の皆様と一緒
に、より良いまちづくり活動を
行ってまいります。

長 重石 知信 （山田町自治会長）
新
○
（地区社協会長・
熊谷 正義
朝日ヶ丘自治会長）
副 会 長
池田 時雄 （地区体協会長）
小埜茂土彦 （地区交通安全協会長）
監
事
平川 修
（朝日小学校育友会長）
宮崎 信好 （小迫町自治会長）
蒲池 靜男 （朝日町自治会長）
常任委員 山口 計
（二串町自治会長・地区理事）
松岡 幸治 （君迫町自治会長）
竹島 勝幸 （地区老人クラブ会長）
石井 恭子 （朝日小学校長）
樋口 信二 （朝日保育園長）
新
○
吉田 裕之 （朝日消防分団長）
新
○
白石 弘明 （壮年会連絡協議会長） ○
新
委
員 安心院明子 （三隈中学校育友会代表） ○
新
池田 康成 （青少年健全育成部会長） ○
新
椋本多久巳 （朝日大学代表）
秋吉サチ子 （レディースセミナー代表）
坂本ヒサ代 （地区人権推進委員代表） ○
新
館
長 山中十士男
新
○
主
事 市尾小百合
会
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また、平成 年度は「第
回
あさひふるさとまつり 」 を
あさひふるさとまつり」

（敬称略）

月 日（日）に開催するこ
とが決定いたしました。
ステージへの参加・作品展
示・出店等、たくさんの皆様の
ご参加・ご協力をお待ちいたし
ております！

日田市朝日公民館運営委員会役員・委員

振興協議会

【重点事業】
１、当面する具体的事業の推進
２、公民館事業への支援及び協力
３、朝日地区ほ場整備事業の促進

【推進事業】
①、産業の振興
②、文化・スポーツ活動の支援
③、道路の整備促進
④、交通安全運動の推進
⑤、福祉のまちづくりの推進
⑥、消防後援活動の支援と無火災地区の推進
⑦、健康づくり運動と料理教室の推進
⑧、青少年健全育成活動の推進
⑨、清掃美化運動の推進
⑩、公害防止の徹底
⑪、国際交流によるまちづくりの推進

新規事業のご案内
★認知症予防教室サポーター養成講座
各町内の公民館での「すずめの学校」の運営を
サポートしてくださるボランティアの方を対象と
した講座です。

★あさひ体験教室

世代、性別に関わらず、みんなでいろいろなこ
各講座とも、詳細が決まりましたら広報・回覧チラシ等
とを体験する講座です。
でお知らせいたします。是非ご参加ください♪
わせは、
日田市朝日公民館((☎23
238994/M
/Mail
お問い合わせは
、日田市朝日公民館
-8994
/M
ail asahiasahi-k@m1.bm1.b-net.kcv.jp)まで
net.kcv.jp)まで

