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■ 令和３年度がスタート！

◇ 退任のご挨拶 穴井　久満

■ 新任・退任のごあいさつ
◇ 新任のご挨拶 江田　隆生
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春とはいえ暑い日が続く今日この頃、皆様方におかれましてはますますご清祥の

こととお慶び申し上げます。平素より公民館運営にご理解、ご支援をいただき厚く

御礼申し上げます。

この度、日隈公民館長に着任したことを大変光栄に感じるとともに緊張もしていま

す。新型コロナ感染拡大防止対策の中でも何ができるのか、どう工夫すればよいの

かを考え、地域の皆様から信頼され、気軽に足を運んでいただき生きがいや健康

増進等のお手伝いができるように努めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

春光天地に満ちて快い時候、皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、私ことで恐縮ではございますが、３月末で３年間勤務しました館長を退職いたしました。日頃より

皆様方からの多大なご支援・ご協力を賜り、心からお礼申し上げます。

在職中は、公民館が地域のコミュニティの核となるように、防災対策や人権学習、そして関係団体と連

携したまちづくり・人づくりを重点的に取り組んでまいりました。しかし、この1年間は、新型コロナの感染

拡大防止のため、様々な事業が実施できず、本当に残念であり皆様方には大変申し訳なく思っています。

今後は、自分の夢の実現に向かって次のステージを歩みつつ、日隈校区の方々とのご縁を大切にして

いく所存です。皆様方のご多幸とご健勝、そして日隈校区のますますのご発展を祈念いたします。

亀山公園の桜も例年よりも早い開花となりました

新年度の日隈公民館は新体制でスタートします



イラスト著作権 / がくげい

ふわふわのシフォンケーキ！

■ スイーツ教室

令和3年4月15日号　（№138）

■ 日田市社会教育等功労者表彰

■ ひのくまＳＳＴ倶楽部

令和２年度　閉講式

■ 日隈校区の人口・世帯数

人口： 3,961人 世帯数： 1,762世帯
自治会名 人口 世帯数

亀川町 859人 368世帯 堀田町 319人 150世帯

自治会名 人口 世帯数 自治会名 人口 世帯数

大和町 206人 109世帯

日ノ隈町 609人 224世帯 亀山町 104人 52世帯

141世帯 中央通3丁目 199人 99世帯

中央通2丁目 187人 98世帯

中釣町 799人 312世帯 本庄町 267人

【2】

　　　日田市HPより
　　　　　　　　令和3年3月31日現在

中ノ島町 295人 146世帯 三隈町 117人 63世帯

３月１３日（土）第４８回日田市社会教育振興大会がパトリア

日田で開催されました。新型コロナ感染拡大予防のため、表彰式

典のみ執り行われ、日隈校区からは隈２丁目在住の長嶋静雄氏が

社会教育功労者として表彰されました。

長嶋氏は、約３００年の伝統を誇る日田祇園祭の９基の山鉾の

それぞれの外題を決め、それに基づきそれぞれの人形やその衣装

を製作し、さらに各山鉾の組み立て方の指導も行っています

受賞にあたり、長嶋氏は、このような賞を受賞できたことを大

変光栄に思い、山鉾を見る人たちに喜んでもらえるようにいっそ

う精進していきたいと思いを語ってくださいました。また、祇園

祭を通して、子ども達が故郷を愛する心が育ってくれることも

願っていることを話してくださいました。おめでとうございます。

３月１１・１２日、加納富貴子さんを講師に、令和２年度

最後の第４回スイーツ教室を開催。アールグレイのシフォン

ケーキとクレープを作りました。

シフォンケーキは作り方は簡単でほとんど手間がいりませ

ん。できあがったシフォンケーキは、粉砕した紅茶を混ぜて

焼くことにより、黄金色の生地に香がたっていました。また、

卵白をしっかり泡立てていたので、焼き上がりはしっとりし

てふわふわでした。

クレープもシフォンケーキも簡単に出来ますので、どちら

もぜひ、ご家庭でも楽しんでください！

３月２７日（土）ひのくまＳＳＴ倶楽部を開催。令和２年

度の閉講式を行いました。

はじめに人権ＤＶＤ を見て、相手の気持を考え、大切に

することを学びました。続いて、１年間のひのくまＳＳＴ倶

楽部での学んだことや思い出を振り返り、最後に館長から修

了証書が渡されました。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症のため、回数も

少なく、楽しみにしていたキャンプやバス研修もできません

でしたが、限られた活動を、みんなよく頑張りました。



内　容

■ 受講生募集！

募集要項

年間計画 年間計画

№ 実施月 内　容 № 実施月

講演「悪質商法撃退講座講座」

2 6月 講演「高齢者の人権について」 2 6月 講演「防災について」

1 5月 運動・講話「健康体操」 1 5月

世代間交流「昔あそび」 3 7月 講演「男女共同参画について」

4 9月 講演・運動「健康づくり教室」 4 9月 バス研修「日田市再発見！」（日田市内）

3 7月

バス研修（場所：未定）

5 10月 日帰りバス研修（場所：未定） 5 10月 講演「遺言について」

6 11月 講演「日田の歴史」 6 11月

講演「女性のための講演会」（女性限定）

7 12月 世代間交流「もちつき大会」 7 12月 ものづくり講座「ガーデニング教室」

8 1月 ものづくり講座 8 1月

申　込　用　紙
✂ 切り取り ✂

9 2月 懐かしの映画鑑賞会 9 3月 講演・運動「健康づくり教室」

高齢者　・　成人

電話番号希望の講座を囲んでください 氏　　名 住　　所

高齢者　・　成人

高齢者　・　成人

今年度の高齢者セミナー・成人セミナーの受講生を募集します。
募集要項は下記の通りです。皆様のご参加、お待ちしております。

開催時間：夏期 １９：３０～２１：３０

冬期 １９：００～２１：００

※都合により時間の変更があります

対 象：男女問いません

定 員：４０名

費 用：材料代やバス研修等費用がかかります

開催時間：１０：００～１２：００

※都合により時間の変更があります

対 象：日隈校区在住の６０歳以上の方

定 員：４０名

費 用：材料代やバス研修は費用がかかります

申込方法：下記の申込用紙へ記入して日隈公民館までご提出ください

締 切 り：令和３年５月７日（金）

※新型コロナウイルスの感染拡大状況やワクチン接種状況により、年間計画は

変更となる場合がございます。

※活動中の写真を公民館だより、および公民館のホームページに掲載させていただきます。

※活動中の事故等につきましては、公民館で加入しています公民館総合保障制度の範囲内で

対応します。



卓　　球

■ 令和３年度 自主学習教室

新規受講生募集！

№ 開催日時 教室名 対象者 講師または代表者

一般男女 （代表）佐藤典介

4
19：30
　　　～21：30

第1・2・3 三　味　線 一般男女 池辺　睦生

川津真寿美

2
13：30
　　　～15：00

第1・2・3 手　編　み 一般女性 小野ひとみ

1

月

10：00
　　　～12：00

第1・2・3 コアウォーク＆ストレッチ体操 一般男女

3
19：30
　　　～21：30

毎週

小野　琇未

6

水

13：30
　　　～15：30

第1・2・3 絵　手　紙 一般男女 梶原　公夫

7
19：30
　　　～21：30

5 火
10：00
　　　～12：00

第1・2・3 着物着付け 一般女性

第1・2・3 ３B体操 一般男女 福澤　好子

8

木

10：00
　　　～12：00

第1・2・3 フラダンス 一般男女

10
13：30
　　　～15：30

第1・2・3 ピラティス 一般女性 川津真寿美

毛利　寿子

9
13：30
　　　～15：30

第1・2・3 書　　道 一般男女 江田　静子

12
19：30
　　　～21：00

第1・2・3 健康ストレッチ＆太極拳 一般男女 平山　隆祐

11
14：00
　　　～16：00

第1 俳　　句 一般男女 森　明以子

一般男女 後藤　尚美

✂ 切り取り ✂

申　込　用　紙

（代表）上野絹子

14
10：00
　　　～12：13

毎週 囲碁将棋 一般男女 （代表）財津良吉

13

金

10：00
　　　～12：00

第1・3 ステップクラブ 一般男女

15
10：00
　　　～12：14

第1・3 フラワーアレンジメント

希望する教室名 氏　　名 住　　所 電話番号

日隈公民館『自主学習教室』の令和３年度の新規受講生を募集します。

『自主学習教室』に参加して、公民館で仲間づくり、健康づくりしませんか！

☆入会申込みについて（見学も可能です）

自主学習教室申込み受付は通年で（いつでも好きなときに）入会できます

教室への申込みは、下の申込用紙に必要事項を記入後、日隈公民館へ提出してください。

※月謝が必要な教室もあります（各教室で異なります）

※申込用紙を提出後、詳しい内容・入会は教室と直接お手続きしていただきます。


