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日隈公民館では去る４月２６日（火）公民館運営委員会通常委員会(総会)を開催しました。

新型コロナの感染拡大防止のため、２年間開催できませんでしたが、３年ぶりにお集まりいた

だき、令和３年度の事業報告、令和４年度の事業計画等について審議していただき、委員の皆

様の承認を得ることとなりました。

本年度も感染防止に努めながら、日隈校区の皆様が利用しやすい施設であるとともに、地域

課題解決を推進することを目標に公民館事業を進めていきます。

★★★★★ 令和４年度の日隈公民館の主な講座 ★★★★★

◎青少年講座

・ひのくまＳＳＴ倶楽部

・日隈っ子なつの体験教室

◎高齢者講座

・高齢者セミナー

・高齢者スマホ教室

◎成人講座

・成人セミナー

・パソコン・スマホ活用講座

・料理教室

・ひのくま歴史セミナー

◎第２２回 日隈公民館まつり

◎学校支援

・あいさつ運動

・三隈川サミット

・地域講師派遣支援

◎町内人権学習会

◎まちづくり団体支援 …など

日田市川開き観光祭が５月２１日と２２日に開催され、３年ぶりの

「音楽大パレード」では隈地区でも多くの皆さんが沿道にあふれました♪
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元ポリ口演家　すぎちゃん口演会

■ 成人セミナー

地獄と極楽

■ 三隈川サミット

■ 高齢者セミナー

令和4年6月1日号　（№１45）

■ 自主学習教室代表者会議

公民館の利用説明と人権学習

今年の『三隈川サミット』もオンライン開催

４月２８日(木）日隈公民館の自主学習代表

者の皆様にお集まりいただき、令和４年度の

自主学習教室の開講式を兼ねて代表者会議を

開催しました。

後半は人権学習会を開催し、ＤＶＤ『ドラ

マで学ぶ人権問題の事例集』を見て、代表者

の皆さんで人権について互いに話し合い考え

ました。

５月２５日(水）高齢者セミナーの第１回を開催。本年

度の始まりは、大分市から井上杉夫さんをお招きして口

演をしていただきました。井上さんは上津江出身で、大

分県警を長く務め、２年前に定年退職し現在は口演家と

して活躍されています。

コロナ差別や老老介護、子や孫に対してなどの身近な

人権問題について、楽しく、わかりやすくお話ししてい

ただきました。

日隈公民館では日隈小学校・日田市社会科部会と共催で、

市内の小学４年生を対象に、日田市を流れる三隈川の環境

問題について考える『三隈川サミット』を行っています。

コロナ禍により今年もＺＯＯＭを使って市内の小学校を

つなぐことで開催する運びとなり、５月２６日（木）川の

環境学習の取り掛かりとして、「ひた水環境ネットワーク

センター」の高倉貴子さんをお招きし日隈小学校から三隈

川についてのお話をしていただきました。

５月２７日(金）成人セミナーの第１回を開催。

中津市本耶馬渓町弘法寺住職の吉武隆善さんをお

招きし、『地獄と極楽』と題して講演していただ

きました。

辛い、苦しいと思いながら“この世の地獄”と

ならない様に、みんなで仲良く楽しく協力して一

つになって笑い合えるそんな極楽の人生を送れる

ように心掛けていきましょう。



イラスト著作権 / がくげい

中央通3丁目 196人
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◎ 日田市全体の高齢化率　…　36.1％

■ 日田市市民課からのお知らせ

98人 50.0% (+0.3%)

亀山町 97人 41人 42.3% (+3.8%)
※ （ ）内は令和３年３月３１日との比較

堀田町 329人 117人 35.6% (+0.1%)

中央通2丁目 187人 65人 34.8% (-0.5%)中ノ島町 275人 122人 44.4% (-1.4%)

大和町 201人 88人 43.8% (+2.0%)中釣町 796人 169人 21.2% (-0.1%)

三隈町 104人 56人 53.9% (+1.7%)日ノ隈町 582人 130人 22.3% (+1.2%)

65歳以上 高齢化率 （前年比）

亀川町 899人 209人 23.3% (-0.7%) 本庄町 255人 106人 41.6% (+3.4%)

高齢化率： 30.6% (+0.2%)

自治会名 人口 65歳以上 高齢化率 （前年比） 自治会名 人口

令和4年6月1日号　（№１45）

■ 日隈校区の高齢化率 （65歳以上）

令和4年3月31日現在
人口： 3,921人 65歳以上人口： 1,201人

◎ 高齢者の安全運転を支援します！

◎ 特殊詐欺防止機能付き電話機の設置費用補助

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歳以上となる者 ・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

・車線逸脱およ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２分の１（各上限２２，０００円）

お問合せ：市民課 生活安全係 ２２－８２０４（市役所１階）

特殊詐欺防止機能付き電話機および機器を令和５年３月１５日までに設置する人を対象に、

購入費用の一部を補助します。

■補助要件 ・市内に住所を有し、かつ居住している者

・満６５歳以上の人のみで構成される世帯に属する者

・過去に県警等から電話機を貸与されたことがない者

・同一世帯に属する者が、市税を滞納していないこと

■補助対象 特殊詐欺防止機能付き電話機および機器

※対象機器であるか確認する必要があるため、購入前に必ず市民課まで

ご連絡ください。

■補助額 対象経費の３分の２（上限１０，０００円）

お問合せ：市民課 生活安全係 ２２－８２０４（市役所１階）
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『高齢者スマホ初心者教室』 申　込　用　紙
氏　　名 住　　所 電話番号

令和4年6月1日号　（№１45）

■　公民館講座 参加者募集 その１

料理教室 参加者募集

■　公民館講座 参加者募集 その２

✂ 切り取り ✂

開催期間：６月～２月まで（全６回）

開催時間：平日の午後７時～午後９時３０分

講 師：弥永 裕之 氏

対 象：男女問いません

追加募集：２名（先着順）

年 会 費：３，０００円

申込方法：日隈公民館へ直接電話でお申込み

ください。【２２－６９８２】

（平日９:００～１７:００の間）

本年度の料理教室（全６回を予定）の受講

生に空きがありますので、新規の受講生を

募集します。普段なかなか使わない野菜を

使ったレシピや、ひと工夫でぐっと美味し

くなるレシピを学んでみませんか？

第１回は６月１５日（水）または１６日

(木）スタート予定です。

日隈公民館では、高齢者の皆様を対象にスマートフォンの初心者向け、基本操作の講座を開催

します。基本的な操作からアプリのインストールまで毎週月曜日の３回連続講座です。スマホ

をもっと便利に使いこなしたい皆様の参加をお待ちしています！

■ 開催日時 ①６月２０日 ②６月２７日 ③７月４日

毎週月曜日 午前１０時００分～１２時００分

■ 開催場所 日隈公民館 学習室

■ 講座内容 スマートフォンの初心者講座 講師：矢幡正人さん

基本的なパソコン用語、各種設定の方法、文字の大きさの変更、

カメラや動画の撮り方、アプリのインストール方法 など

■ 対 象 日隈校区在住の高齢者の方

■ 募集人数 ８名（先着順とさせていただきます）

■ 申込方法 下記の申込用紙に記入の上、日隈公民館まで提出してください。

※平日午前９時～午後５時までの間、電話でも受け付けています。

※ 受講料は無料です。マスクを着用し、ご自身のスマホを持って参加してください。


