
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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／初回 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。 

 ※受講希望者は電話（24-8141）でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

日田市東有田公民館 令和３年 ７月 １日 №１２９ 

〒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（+-0） 

人 口：1,603人（△21） 

5月 31日現在（3月末比） 

『思いやりの 美しい心を育む人づくり 地域づくり』 

 

 日田市における新型コロナウィルス感染拡大により、東有田公民館では５月及び６月の主催事業の開催を見送

りましたが、市内の感染状況も落ち着いてきていることから、７月より順次開催（再開）していく予定です。詳しくは

第 4面の月間予定をご覧ください。 

 また、５月１５日発行の公民館だよりひがしありた１２８号で主催事業及び自主学習教室の受講生募集を行い

ましたが、定員に達していない講座・教室について、下記のとおり、再募集を行います。受講を希望されるかた

は、東有田公民館（TEL 24-8141）にご連絡ください。 

 

＊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分から午後 3時くらいまで 

＊場 所 東有田公民館集会室 他 

＊追加募集 ５人程度 

＊参加費 １，０００円（案内ハガキ代、みそ材料代） 

＊申込期間 ７月１５日（木）まで 

＊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  

などで企画中！ 

  

 ひがしありた女性セミナーでは受講者が定員に達

しなかったため、二次募集をします。 

 東有田地区にお住いの成人女性の方ならどなたで

も受講できます。 

 地域や生活、文化など、地域の皆さんといろんな『学

び』をしたいと思います。皆さんの生活が豊かなものに

なる一助になればと期待しています。 

ＱＲコードで楽々アクセス！ 

下記ＱＲコードをスマホなどで読み取

っていただくと、簡単に 

東有田公民館のホーム 

ページに繋がります。 

ぜひ、ご利用ください。 

公民館だよりひがしありた第 128 号（5/15 発行）でお知らせした

自主学習教室受講生募集記事に誤りがありました。お詫びして訂正

いたします。 

（誤）エアロビクス教室 時間：第 1､3 水曜日 午前 9時 30分から 

（正）エアロビクス教室 時間：第 1､3 水曜日 午後 7時 30分から 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度のパソコン教室は、昨年に続き「スマ

ートフォンの使い方講座」を実施。６月２１日（月）

から２５日（金）までの５日連続講座で行いまし

た。 

 講座では、スマホの基本操作や便利な機能･アプ

リなどの使い方を学習。梅雨時期なので、災害情報

のインターネットサイトやアプリを実際に使う練

習などを行いました。 

今回は平日午後の講座により、高齢者の方の参

加が多く、操作や用語に慣れていないため、四苦八

苦していましたが、 

日を追うごとに上 

達する様子が見ら 

れました。 

便利なスマホを 

今後もぜひ、活用 

してもらいたいと 

思います。 

 ６月２５日（金）、東有田地区の自治会長及び人

権啓発推進員の学習会を行いました。 

 学習会では、北友田三丁目集会所の指導員、山

本政信さんに「これからの人権問題」と題してご

講演いただきました。 

 学習会では部落差別など従来からの課題の他、

近年多発する自然災害にかかわる差別問題や、科

学の進歩に起因する差別など、“新しい”人権課題

などを学習しました。 

この学習会は年度当初に毎年実施しており、今

後、各町内で開催 

される集金常会など 

の際に、人権学習会 

の実施をお願いして 

います。 

6 月 17 日（木）、有田小学校 5 年生児童が小学校

近くの田んぼで田植え体験を行いました。 

田植え体験は、毎年、諸留町、荏隈吉則さんの田

んぼを一部お借りして、田植えシーズンの恒例行事と

して実施しています。 

田植え初体験の児童も多く、初めて田んぼに入る

子もいて大騒ぎす！田んぼの中は足跡だらけにな

り、苗を植えるのも 

四苦八苦…。それ 

でもなんとか予定 

通り、植え終わりま 

した。 

秋には稲刈り、 

収穫が待っていま 

す。豊作になること 

を願っています。 

 

平成 28 年度に作成した『東有田地区ガイドマップ』

を、日田市の周辺地域活性化対策事業の補助金を活

用し 3000部増刷しました。 

初版の在庫が少なくなったため増刷したもので、こ

れまで東有田地区での全戸配布や市内公共施設へ

の設置、地区外の方への配布などを行いました。 

今後はあらためてガイドマップの活用方法を検討

し、有効活用をしていきたいと思います。 

青少年事業（ありた陸上・ムクの樹）が始まります！ 

 新型コロナの影響により１学期間を活動自粛している青

少年事業ですが、７月に募集、夏休み期間より活動を開

始します。募集チラシを学校経由で募集しますので、ご確

認をお願いします。 

東有田公民館だより 第１２９号 【第２面】             令和３年７月１日発行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東有田公民館だより 第１２９号 【第３面】             令和３年７月１日発行 

東有田公民館では、淡窓図書館の本を借りることが出

来ます！ 借り方は 2パターン。 

①東有田振興センター窓口横にある書架の本を借りる 

東有田公民館では、淡窓図書館の「団体貸出」制度を

利用して、２カ月ごとに図書を市民の皆さんに貸出してい

ます。様々なジャンルの図書を準備していますので、ぜ

ひ、ご利用ください。 

２カ月ごとに図書の入替をしています。希望の図書が

あればお声掛けください。 

②淡窓図書館の遠隔地図書貸出サービスを利用する 

淡窓図書館に直接足を運ばなくても、公民館を通して

本の貸し出しと返却ができるサービスを実施しています。 

 貸出期間は２週間。一人１０冊まで借りることが出来ま

す。毎週水曜日が納品・返却日となっています。 

利用希望の方は公民館職員までお声掛けください。 

タイトル 著者 

鷺と雪１    （大活字本） 北村 薫 

鷺と雪２    （大活字本） 北村 薫 

鷺と雪３    （大活字本） 北村 薫 

夜の橋 上   （大活字本） 藤沢 周平 

夜の橋 下   （大活字本） 藤沢 周平 

ビタミンＦ 上  （大活字本） 重松 清 

ビタミンＦ 下  （大活字本） 重松 清 

阿蘭陀西鶴 上  （大活字本） 朝井 まかて 

阿蘭陀西鶴 中  （大活字本） 朝井 まかて 

阿蘭陀西鶴 下  （大活字本） 朝井 まかて 

蛍草 上     （大活字本） 葉室 麟 

蛍草 下     （大活字本） 葉室 麟 

今度生まれたら 内館 牧子 

すぐ死ぬんだから 内館 牧子 

あなたはオバサンと呼ばれてる 内館 牧子 

女は三角 男は四角 内館 牧子 

百花 川村 元気 

四月になれば彼女は 川村 元気 

月の満ち欠け 佐藤 正午 

長く高い壁 浅田 次郎 

帰郷 浅田次郎 

フリーター、家を買う 有川 浩 

海の底 有川 浩 

レインツリーの国 有川 浩 

他力 五木 寛之 

生き抜くヒント 五木 寛之 

真実の航跡 伊東 潤 

潮待ちの宿 伊東 潤 

ツバキ文具 小川 糸 

食堂かたつむり 小川 糸 

カンパニー 伊吹 有喜 

熱海･湯河原殺人事件 西村 京太郎 

魔界京都放浪記 西村 京太郎 

消滅 恩田 陸 

毎日着られる着物リメイク 志水 美香 

すすっと瞑想スイッチ 齋藤 孝 

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 

 

 知っていますか？東有田公民館には図書室があること

を…。狭い部屋の中には、幼児向けの図書や児童向け

の図書、そして一般の方向けの小説やエッセイなどを置

いています。 

 中には昭和６２年からの 

公民館広報バックナンバ 

ーや主催事業や地域活 

動の写真など、地域の方 

には懐かしい資料が残っ 

ています。閲覧自由です。 

子ども向けの緑化推進活動普及啓発図書を寄贈いただ

きました。 ※窓口横の書架に置いています。 

＊じゅえきレストラン 《写真・文：新開孝》 

＊たねのずかん～とぶ・はじける・くっつく 

 《絵：高森登志夫 文：古矢一穂》 

＊どんぐりノート 《作：いわさゆうこ・大滝玲子》 

＊もりのえほん 《作：安野光雅》 

＊あなたが世界を変える日 12 歳の少女が環境サミット

で語った伝説のスピーチ《著：セヴァン･カリス=スズキ》 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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） 

今年度の巡回健診は新型コロナウイルス感染予防

のため、定員を設定し、事前に申込書の郵送予約が

必要です。申込書は東有田公民館に設置しています

ので職員にお声掛けください。 

なお、東有田地区の巡回健診は、９月１０日（金）、

羽田多目的交流館にて実施予定。（受付時間：8：30

～11：00）定員８０人となっています。申込書の送付期

限は７月３１日（土）となっています。詳しくは、『令和３

年度健診ガイド』（ウェルピア、公民館に設置）をご確

認ください。 

東有田地区の県道日田玖珠線沿いを通ると、ゴミを

拾いながら歩いている方をよく見かけます。 

日の本町中組の井上敏之さん（75 歳）が、週 3 日ゴ

ミ拾いの美化活動をしています。 

井上さんは自治会の役員をされているときから、ゴミ

拾いを始められ、１０年以上活動をしているとのこと。 

また、東有田地区以外の市内各所でも週３日、美化

活動を行っておられるそうです。天気の良い日も悪い

日も継続されておられる美化活動…。本当に頭が下が

る思いです。心より感謝申し上げます。 

日によっては大きなゴミ袋がいっぱいになることもあ

り、なかなかゴミが 

減らないそうです。 

散乱ゴミのほとん 

どは人為的なもの 

…。公民館としても 

環境啓発に務めた 

いと考えています。 

7/8（木）10:00～ めだかの学校 

7/13（火）19:30～ ありた陸上教室保護者説明会 

7/14（水）10:00～ 女性の料理教室 

7/16（金）9:30～ 日田生活支援センター巡回相談会 

7/15（木）10:00～ 子育てサロン 

7/16（金）13:30～ ひがしありた女性セミナー第 1講  

7/20（火）18:00～ ありた陸上教室開講式 

7/21（水）10:00～ 男の料理教室 

7/28（水）11:00～ めだかの学校羽田分校 

7/29（木）19:00～ ムクの樹体験クラブ＆ムクの樹

ジュニア合同保護者説明会 

8/5（木）10:00～ めだかの学校 

8/11（水）10:00～ 

8/12（木） 9:00～ 

ムクの樹体験クラブ・デイキャン

プ活動（羽田多目的交流館） 

8/19（木）10:00～ ムクの樹体験クラブ＆ムクの樹

ジュニア合同活動 

8/25（木）10:00～ めだかの学校羽田分校 
 

※ありた陸上は毎週火曜日＆金曜日午後 6時から実施 

（予定日：7/27､30、8/3､6､10､17､20､24､27､30） 

東有田公民館だより 第１２９号 【第４面】             令和３年７月１日発行 

5 月のはじめ、東有田地区消防コミュニティセンター

の軒にできたツバメが巣。ツバメが巣立った後、スズメ

が営巣を始めました。泥を主体としたツバメの巣に、枯

草を加えて自分たちの寝床を作っています。今のとこ

ろヒナを目で確認することができませんが、親が餌を

運んでいる様子です。 

また、庭の剪定作業後、庭木の中にヒヨドリの巣を

発見。親鳥が卵を産むしています。巣立つのはいつ

頃でしょうか…。 

公民館裏のグラウンドでもいろんな野鳥の声がしき

りに聞こえてきます。水路に流れる水の音と合わさり、

自然豊かな東有田のサウンドに心癒されます。 


