
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
【自主学習教室受講生募集】 

自主学習教室名 代表者名 時 間 受講料 募集人数 

ヨガ教室 小山 弘子 第 1､3 火曜日 午前 10 時から 1,000 円／1 回 若干名 

エアロビクス教室 松本 千穂 第 1､3 水曜日 午後 7 時 30 分から 500 円／1 回 若干名 

囲碁教室 髙倉 治忠 毎週水曜日 午後 1 時から なし 若干名 

卓球教室 大石 すみ子 毎週木曜日 午前 9 時 30 分から 300 円／初回 若干名 

三味線教室 品川 敏昭 

毎週木曜日  

4 月～10 月 午後 7 時から 

 11 月～3 月  午後 1 時 30 分から 

1,500 円／月 若干名 

東有田活きいきステッ

プ運動教室 
濱田 つや子 第 2､4 金曜日 午前 10 時から なし 若干名 

盆栽教室 後藤 信幸 
第 2 日曜日 午後 7 時 30 分から 

 ※現在コロナの影響により休会中 
500 円／1 回 若干名 

  ※教室により、別途資料代等費用が必要なる場合があります。 

  ※都合により、開催日、開催時間が変更になることがあります。 

  ※受講希望者は申込用紙を公民館にご提出いただくか（郵便ポスト投函可）、電話（24-8141）でお申し込み

ください。 
 

 

主催事業・自主学習教室受講申込書 

講座・教室名 氏 名 住 所 電話番号 

    

日田市東有田公民館 令和４年５月１５日 №１３４ 

〒877-1371 日田市諸留町 52 番地 

TEL 24-8141 FAX 27-7433 

mail  h-aritak@hita-net.jp 

世帯数：602 世帯（-2） 

人 口：1,531 人（-20） 

4 月 30 日現在（1 月末比） 

『思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり』 

 

 

 令和４年度の自主学習教室及び公民館催事業の受講生を募集します。受講を希望される方は、下の

申込用紙に必要事項を記入の上、東有田公民館にご提出いただくか、ご連絡（電話 ２４－８１４１）

をお願いします。 

キリトリ 

©がくげい 



 

【主催事業講座 受講生募集特集】 

男の料理教室 女性の料理教室 

＊実施日 

＊期 間 

＊講 師 

＊対 象 

＊年会費 

＊定 員 

＊募集期間 

毎月第４火曜日午前 10時から 

令和４年６月～令和５年１月まで（全６回） 

園田豊士先生（パティオふじオーナー） 

東有田地区在住の成人男性 

３，５００円（材料費・通信費） 

１０人程度 

令和４年５月１６日（月）～５月３１日（火） 

＊実施日 

＊期 間 

＊講 師 

＊対 象 

＊年会費 

＊定 員 

＊募集期間 

毎月第２水曜日午前 10時から 

令和４年６月～令和５年１月まで（全６回）

髙倉喜久子先生 

東有田地区在住の成人女性 

３，５００円（材料費・通信費） 

１０人程度 

令和４年５月１６日（月）～５月３１日（火） 

ひがしありた女性セミナー 大人のスマホ講座 

 ひがしありた女性セミナーは、いろんな『学び』を通し

て、あなたの“自分磨き”を応援します！ 

あなたのスマホ、使いこなせてますか？ 

『大人のスマホ講座』では、スマートフォンの基本操作

から、LINEや便利アプリなどの使い方を学習します。 

＊対 象 

＊実施期間 

 

＊定 員 

＊会 費 

＊募集期間 

東有田地区在住の成人女性 

令和４年７月～令和５年１月（全５回） 

第３金曜日 午後１時３０分から 

２５人程度 

１，０００円（案内ハガキ・消耗品代） 

令和４年５月１６日（月）～５月３１日（火） 

＊対 象 

＊実施期間 

 

 

＊定 員 

＊会 費 

＊募集期間 

東有田地区在住の方 

令和４年６月１５（水）、１６日（木）、１７日

（金）、２０日（月）、２１日（火） ※全５回 

午後２時３０分～午後４時３０分まで 

８人 

１，１００円（テキスト代） 

令和４年５月１６日（月）～５月３１日（火） 

＊内 容 防災講座、市内探訪ツアー、自分にでき

る SDGs などを予定 

 ※古い機種のスマートフォンは講座内容に対応でき

ない場合があります。 

 ※講座中いくつか無料アプリをインストールします。 

めだかの学校  

めだかの学校は高齢者の方を対象とした認知症予

防教室です。東有田公民館で行う「本校」と羽田多目

的交流館で行う「羽田分校」で実施しています。 

 それぞれの地域の教室サポーターの皆さんと脳トレ

や唱歌、茶話会を和やかな雰囲気で行っています。楽

しいひと時を地域の皆さんと過ごしませんか？ 

【めだかの学校本校】東有田公民館集会室 

＊実施日：毎月第２木曜日午前１０時から 

＊参加費：３００回（茶話会お菓子代） 

【めだかの学校羽田分校】羽田多目的交流館 

＊実施日：毎月第４水曜日午前１０時３０分くらいから 

       ※１０月～３月までは午後３時くらいから 

＊参加費：３００円（茶話会お菓子代） 

その他、令和４年度東有田公民館主催事業予定 【今後、随時募集します！】 

＊ムクの樹体験クラブ ＊ムクの樹体験クラブジュニア ＊ありた陸上教室（以上、小学校児童対象） 

＊東有田中ジュニアリーダー養成講座（仮）※新規事業（東有田中学校生徒対象） 

＊大人のムクの樹体験クラブ（大人の体験学習） ＊ひがしありた塾（東有田の歴史、自然、産業などを学ぶ）  

＊東有田公民館リノベーション（地域の方がより便利に公民館を使っていただくために） ※新規事業（成人対象） 

東有田公民館だより 第１３４号 【第２面】           令和４年５月１５日発行 

＊各講座の申込みは１面の申込書を提出いただくか、電話に

よる申し込み（２４－８１４１）をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東有田公民館だより 第１３４号 【第３面】            令和４年５月１５日発行 

 

 東有田地区の“気になるひと”をご紹介する新企画『聞いてみて

ん！ひがしありた人』をスタート！記念すべき第１回目にご登場

いただくのは月出町の阿部康夫さんです。 

 阿部さんは椎茸農家として長年にわたり従事され、昨年１１月

に市政功労者表彰を受賞され、この度、その道一筋に業務に励

んだ人と認められた方に与えられる黄綬褒章を受章されました。 

今回は阿部さんの椎茸農園にお邪魔してお話をおうかが

いしました。 

 阿部さんは２８才のときに椎茸の生産を始められ、今年で４５

年になられるそうです。 

 現在、月出町の山中にて４か所の農地で約２万本のホダ木

で生産しているとのこと。椎茸は取引相場の変動や天候によ

って収穫量も異なるため、ご苦労も多いそうですが、収穫が多

かったときはやり甲斐を感じるそうです。今年は残念ながら、

冬の寒さもさほどなく、雨も少なかったことから椎茸も小ぶりの

ものが多く、数も少ないとのことでした。 

 ご夫婦での作業はとてもたいへんですが、体が動くうちはま

だまだ頑張ると、意気込まれています。これからも阿部さんの

ご活躍を祈念します。 

 ４月のとある日、月出町でタケノコ掘り体験をさせていた

だきました。 

 月出町では４月に月出山まちづくり委員会が恒例のタケ

ノコ掘り体験会を行う予定でしたが、コロナ感染拡大のた

め直前に中止。今回は公民館だよりの取材として、まちづ

くり委員会さんのご厚意で体験させていただくことになりま

した。 

 広い竹林にニョッキリと生えているタケノコ。さて、どんな

タケノコを掘ればよいのやら…。まちづくり委員会の会員さ

んによると、形がずんぐりとしているもので、穂先の黄色い 

 

ものが良いそうです。 

 タケノコは専用のクワで、タケノコの向きを確認しなが

ら収穫します。親子で掘ると楽しいだろうな、と思いまし

たし、収穫の喜びを感じました。 

 タケノコ掘り体験は、コロナ禍以前４０～５０人くらいの

方が参加されるほどの人気イベント…。 

来年は開催できることを願うばかりです。 

©がくげい 

 所有している空き家を日田市空き家バンク事業に登

録して、賃貸や売買をすることができます。 

この事業は、日田市への定住を目的として空き家を

お探しの方に、登録された空き家情報を提供する制度

です。詳しくは下記にお問い合わせください。 

・日田市ひた暮らし推進室 電話 ２２－８３８３ 

・NPO法人リエラ 電話 090-1452-4110 

 

【こんな方におススメ】 

☑今後住む予定がない  ☑近い将来解体しようかと迷っ

ている  ☑管理が大変 

【空き家バンクに登録できる条件】 

☑登記済み  ☑相続がされている、または手続きをして

いる  ☑住むことができる 

 登録は無料！成約になれば所有者に３万円（日田市空き家

活用奨励金）がもらえます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/20（金）9:30～ ひた生活支援センター巡回相談会 

5/25（水）10：30～ めだかの学校羽田分校 

5/31（火）19：00～ ありた陸上教室保護者説明会 

6/8（水）10:00～ 女性の料理教室 

6/9（木）10：00～ めだかの学校本校 

6/12（日）9：00～ ありた陸上教室陸上記録会参加 

6/15（水）～17（金） 大人のスマホ講座（14:30～） 

6/20（月）～21（火） 大人のスマホ講座（14:30～） 

6/22（水）10：30 めだかの学校羽田分校 

 

東有田公民館だより 第１３４号 【第４面】            令和４年５月１５日発行 

 

棚田地域の活性化や棚田の機能に対する理解・協

力を目的として、優良な棚田を認定する取組「つなぐ

棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ～」に、月出町の

棚田が選定されました。 

月出山の棚田は地域一体となった農地保全や地域

の子どもが一緒に田植え・稲刈り体験と合わせ、伝統

文化である「もぐら打ち」 

「粥試し」など行事を絶 

やすことなく繋げる取り 

組みなどが評価されたと 

のこと。 

おめでとうございます！ 

 東有田地区の皆様におかれまし 

ては、ご健勝のこととお喜び申し 

上げます。 

 さて、この度４月１日付けで、 

酒井前センター長の後任として 

まいりました財津智昭と申します。 

 新型コロナウイルスの感染拡大の収束の気配が見

えてこない状況で、各種総会や行事が中止または縮

小している中ではございますが、東有田地区の振興

発展のために少しでもお役に立てればと考えておりま

す。 

 センターにお越しの際には、お気軽にお声をかけ

てください。 

 よろしくお願いいたします。 

高齢者のペダル踏み間違いによる交通事故が

全国的に多発しています。 

日田市では、このような高齢者のペダル踏み間

違いによる事故を防止するために、自家用車の安

全運転支援装置の設置に対し、補助制度を設け

ています。 

■対象者 

 ・申請時に６５才以上となる者 

 ・自動車運転免許証を保有している者 

 ・市税等を滞納していない者 

 ・暴力団員ではない者 

■対象となる安全運転支援装置 

 ・ペダルの踏み間違い等による急加速を抑制する装置 

 ・車線逸脱及び先行者に 

接近した際に警告音を発 

するドライブレコーダー 

■補助率 

 設置費用の１／２ 

（各上限２２，０００円） 

【お問い合わせ】 

市民課 生活安全係  

電話 ２２－８２０４ 

（市役所１階） 

©がくげい 

6/28（火）10:00～ 男の料理教室 

※ありた陸上教室 毎週火曜・金曜 18：00～ 

  6/3（金）から開始 

 

5/17（火）10:00～ 認知症予防教室 両組集会所 

5/19（木）9:00～ 認知症予防教室 入美公民館 

5/24（火）9:30～ 認知症予防教室 熊の尾公民館 

6/2（木）10：00～ 認知症予防教室 平島公民館 

6/16（木）9:30～ 認知症予防教室 入美公民館 

6/21（火）10:00～ 認知症予防教室 両組集会所 

 


