
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日田市東有田公民館 令和３年５月１５日 №１２８ 

〒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：605世帯（+2） 

人 口：1,603人（△7） 

3月 31日現在（前月比） 

『思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり』 

 

 東有田公民館の運営について審議する東有田公民館

運営委員会は、令和３年度の常任委員会（第１回）を４月

１５日（木）に実施。通常委員会（総会）は４月２６日（月）に

実施する予定でしたが、市内における新型コロナウィルス

感染症の新規陽性者の増加により、急遽書面決議としま

した。 

 会議では令和２年度の事業実施報告及び収支決算報

告と、令和３年度事業計画案及び収支予算案が審議され

承認されました。 

 新型コロナウィルスの感染情勢が収まらない状況ではご

ざいますが、運営委員会の承認をもって、令和３年度の事

業が始まります。 

 今号では第２面、第３面で主催事業や自主学習教室の

受講生募集をしますので、ぜひご確認ください。 

令和３年度基本運営方針 

【基本理念】 

「思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり」 

【基本目標】 

(1)子どもから高齢者まで、住民が自ら学び、互い

に学び合うことで、一人ひとりの人格を磨き、豊か

な人生を送れるような学習の機会を提供します。 

(2)誰もが利用しやすい開かれた公民館づくりと情

報発信の充実を図ります。 

(3)育友会や子ども会等の各種団体や家庭･学校

と連携･協働して、青少年の健全育成に取り組み、

各種講演会や研修視察等を行います。 

(4)住民参加の地域づくり事業への支援や地域活

性化事業への推進に努めます。 

(5)住民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、差別

のない住みよい地域づくりを推進します。 

 日田市においてコロナの感染が急拡大

しています。特に変異株のウイルスによ

る陽性者確認が多く、１０万人当たりの

新規感染者数は４５人（5/6 現在）となり、

首都圏に匹敵する程の状況であり、医療

現場もひっ迫しているとのことです。 

 住民の皆様にはこれまで以上の感染対

策をお願いするとともに、再度右記対策

の徹底をお願いします。 

 なお、現在、市内地区公民館では休館等

の措置はありませんが、今後コロナの情

勢により自主学習教室や主催事業等の休

止を中止する可能性があります。日田市

や東有田公民館のホームページ、広報紙

等にてお知らせいたしますのでご確認を

お願いします。 
＊日田市ホームページ    city.hita.oita.jp 

＊東有田公民館ホームページ hita-k.org/higashiarita/ 

新型コロナウイルス感染症封じ込めに向けた 

日田市市民の皆様へのお願い 

【対 策】 

１．基本的な感染防止対策の再徹底 

（マスクの着用、手洗い、３密の回避） 

２．会食は家族もしくは少人数（４人まで） 

・短時間でマスク会食を徹底・大人数での会食は控える 

３．家族以外とのカラオケは利用自粛 

４．結婚披露宴等のライフイベントは感染対策を徹底 

不特定多数が集まる場に出かける場合は特に注意 

５．県をまたぐ不要不急の往来の自粛 

事業主の皆様 

・事業別ガイドラインの遵守・徹底 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 吉田 和美 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／1回 若干名 

三味線教室 品川 敏昭 毎週木曜日 午後 7時から 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 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 

    

 

東有田公民館だより 第１２８号 【第２面】 

キリトリ 

 令和３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ください。 

または、東有田公民館（電話 ２４－８１４１）にご連絡をお願いします。 

 なお、新型コロナウィルスの感染状況により、講座開始時期を変更する場合がありますが、ご容赦

願います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊実施日 毎月第３水曜日 午前１０時から  ＊実施日 毎月第２水曜日 午前１０時から 

＊期 間 令和３年６月～令和４年１月  ＊期 間 令和３年６月～令和４年１月 

＊講 師 園田 豊士氏（パティオふじ）  ＊講 師 高倉 喜久子氏（栄養士） 

＊対 象 東有田地区在住の成人男性  ＊対 象 東有田地区在住の成人女性 

＊年会費 ４，０００円（材料代として）  ＊年会費 ４，０００円（材料代として） 

＊定 員 １０人程度   ＊定 員 １０人程度  

※両教室とも募集期間は５月１７日（月）から６月１５（火）までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東有田公民館だより 第１２８号 【第３面】 

 今年度より『ひがしありた女性セミナー』という名称に

“衣替え”して開催します。 

 女性セミナーでは、新しいライフスタイル（中には古

い？伝統的な）を提案し、皆様方の暮らしがより一層

豊かなものになるための“学び”を準備します。どうぞ、

お気軽にご参加ください。 
 

＊対 象 東有田地区にお住いの成人女性 

＊実施期間 令和３年７月～令和４年３月（全５回） 

午後１時３０分から 

＊場 所 東有田公民館集会室 他 

＊定 員 ２５人 

＊参加費 １，０００円（案内ハガキ代、消耗品代） 

＊申込期間 ５月１７日（月）～６月１５日（火） 

＊内 容 ・みそづくり ・日田の環境にやさしい工

場見学（東有田地区） ・地域学習  

などで検討中！ 

  

今や最新の情報がスマートフォンから入手する時

代。便利なスマホを使いこなしましょう！ 

お申込みは東有田公民館（TEL 24-8141）にご連絡

をいただくか、第２面の申込用紙にご記入いただき、

公民館にご提出ください。 
 

＊対 象 東有田地区にお住いの方 

＊内 容 スマホの基本操作･各種設定、インタ

ーネットの使い方、便利アプリの使い

方など 

＊実施日時 ６月２１日（月）～２５日（金）５日間連続 

午後２時から午後４時まで 

＊場 所 東有田公民館集会室 

＊定 員 ８人 ※定員に達し次第締切り 

＊参加費 1,100円（教材テキスト代として） 

＊申込期間 ５月１７日(月) ～ ６月１１日(金) 

※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。 

※講座中いくつかの無料アプリをインストールします。 
 
ご不明な点がございましたら東有田公民館にお問い

合わせください。【電話 24-8141】 

『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。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。 

それぞれ地域の教室サポーター 

の皆さんと楽しく脳トレや唱歌、 

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） 

＊実施日：毎月第２木曜日午前１０時から 

＊参加費：３００円／回（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時から 

＊参加費：３００円／回（お菓子代） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東有田公民館だより 第１２８号 【第４面】 

 ひた生活支援相談センターでは、様々な理由で

生活にお困りの方や、病気などで不安を抱えてい

る方、就労などで困っている方の相談会を開催し

ます。相談は無料で予約は不要です。 

＊期日 令和 3 年 7 月 16 日（金） 

＊場所 東有田公民館図書室 

＊時間 午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分 

お問い合わせ･ご連絡は、0973-22-5299 

（ひた生活支援相談センター 相談員 江藤） 

 ４月１４日（水）、鮎漁解禁（5/20）に向け、日

田漁業協同組合が初めて有田川（東有田地区では

２ヶ所）に鮎の稚魚（体長１２ｃｍ程度）３０ｋｇ       

を放流しました。 

        

※市内河川で鮎釣り 

等を行うには日田漁 

協同組合遊漁券が必 

要です。 

着任のごあいさつ  濵田 宗則 
 

この度４月１日付の人事異動で、東有田公民館

主事として着任しました。 

これまでの経験を活かし、積極的に地域に足を

運び、地域の方の声をお聞きしながら、公民館事業

に活かしたいと思っております。地区の皆様のご

意見をお聞かせください。 

東有田地区の皆様がより一層 

気軽にご利用いただけるよう 

頑張りたいと思います。 

宜しくお願い申し上げます。 

離任のごあいさつ  佐藤 聡臣 
 

４年間お世話になりました東有田を離れ、西有

田公民館へと異動することになりました。皆さま

には心から感謝申し上げます。西有田でも東有田

での経験をもとに頑張りたいと思います。 

東有田地区と皆さまの、今後益々のご活躍を祈

念しております。ありがとうございました。 

こんにちは。有田警察官駐在所の中井暢人と申

します。令和３年３月２５日付けの異動をもちま

して配属となりました。日田警察署での勤務は初

めてで、全国的に有名な日田市の暑さを今まで一

度も体験したことがなかったので今年は覚悟した

いと思います。 

 私はまだ齢３５歳という若輩者でありますの

で、皆さんより知識、経験は未熟であり、それが原

因でご迷惑をおかけするかもしれません。 

しかしながら、私なりに一生懸命東有田地区の安

心･安全のため頑張っていこう 

と思っていますので、今後とも 

よろしくお願いいたします。 

OITA えんむす部出会いサポートセンターは、大

分県が行う結婚応援プロジェクト。若者の出会いを

本気で応援しています！ 

会員制による 1 対 1 のお見合いや、会員向けセ

ミナーの開催、婚活イベント情報等の発信など、さ

まざまな出会いの場を提供しています。入会から結

婚まで、スタッフが誠意をもって 

サポートします。気軽に会員登録をしてみません

か？ 

詳しくは、ホームページ（oita-enmusubu.com）

をご確認ください。 

《編集後記》 
 

 コロナの感染対策で、子どもから大人までそれぞ

れ思い思いのマスクを着けている。最近は、マスクを見

ることも楽しみになってきた。様々なマスク、おしゃれな

マスク、可愛いマスク、ワンポイントのマスク等…。 

何はともあれ、コロナの早期終息を願うばかりです。 

（館長） 


