1-5-31
t e l 0973-22-5413
f a x 0973-28-7003
http//www.hita-k.org/kangi/
E mail kangi b-net.kcv.jp

九州各地で食育や防災についての啓発活動をしている福々亭金太郎さん

敬天セミナー第１講「創作落語で防災について考えよう」
毎回多くの方か らの 申し込みのある 敬天
セミナーですが、今回も申込者が定員を大きく
上回ったため、抽選形式といたしました。コロ
ナ感染症対策で公民館集会室の 入室制限が
解除されるまでは、ご不便をおかけしますが
どうぞご理解ください。さて、今年度第１講は
防災をテーマに、九州各地で創作落語を通し啓
発活動をしている福々亭金太郎さんをお招き
しました。近年は気候変動の影響からか豪雨に
よる災害が頻発していますので、自分の中で定
期的に防災意識を高めておくことは大切です。
防災知識を創作落語で分かりやすく伝えます。
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公民館の話題

子育てサロン参加者 随時募集中
コロナ感染症対策のため、4 月～6 月の「子
育てサロン」は中止となりましたが、7 月か
らは再開の予定です。毎回多彩な内容を予定
しており、親子で一緒に楽しめるリトミック
や、お母さんたちのリフレッシュや交流の場
にもなっています。開催日は毎月第 3 木曜日
の午前 10 時から 11 時 30 分までで、しば
らくは定員を各回 10 世帯の予約制としてい
ます。お申し込みは地域の民生・児童委員か
咸宜公民館（22-5413）まで。

放課後子ども教室 参加者募集中
6 月からスタートした今年度の「放課後子ども教室」。
学校帰りの小学４年生を対象に地域のボランティアさん
が宿題を教えたり、昔の遊びを一緒に体験したりと様々な
学びの場を提供しています。まだ定員に余裕がありますの
で、興味のある方のお申し込みをお待ちしています。
ご連絡は咸宜公民館（22-5413）まで。
「分からない所はあるかな？」

いつも花壇のお手入れ、感謝です！
公民館の道路に面した花壇ですが、いつも季節の花
が咲いていて来館者を喜ばせています。花の植え替え
以外にも、朝の水やりや草取りなどこまめな手入れが
必要ですが、地元の高齢者団体「白寿会」さんがボラ
ンティアでしてくれています。この日は梅原さんが時
期の過ぎたパンジーの植え替えと草取り作業をして
くれました。５月の末とは思えない３０℃を超える暑
さの中でしたが、黙々と作業。お声をかけると「これ
からの季節に合った花に植え替えるつもり」とのお返
事。いつもありがとうございます。
「草はすぐ伸びるからね～」
イラスト著作権
がくげい
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日田市からのお知らせ

里親に関する相談会について
虐待や経済的な理由などにより、実の親と暮ら
すことができない子どもたちを家庭に迎え入れる
方達を里親といいます。またその制度を里親制度
といいます。里親さんには長期間で預かる里親・
短期間で預かる里親など色々な形があります。健

日

時：８月２２日（月）
13：30～15：30
場 所：咸宜公民館 学習室１
問合せ：日田市役所 子ども家庭相談室

やかな育ちの場を必要としている子どもたちのた
めに里親に関して興味のある方は聞きにこられま
せんか。（個別にご説明・相談をいたします）

こんな方におススメです！
今後住む予定がない。
近く解体を考えている。
管理が大変。

電話 0973-22-8230

「空き家バンク」のご案内
日田市では売却または賃貸を希望する空き家所
有者からの申し込みによって登録された物件の情
報を移住・定住を希望する人に提供する「空き家

バンク事業」を行っています。空き家バンクに登
空き家をバンク登録できる条件 録すると以下の支援が受けられます。※家屋の状
機会が少なくなっています
態によっては登録ができない場合があります。
登記済み。
が、教室生の皆さんは毎回楽
相続済みか現在手続き中。 ●市役所の移住相談窓口やホームページ、移住イ
しく作品作りに励んでいま
住むことができる。
ベント等で登録した物件を紹介。
す。今回も、素晴らしい作品
●登録した物件と利用者で売買契約または賃貸契
がたくさん並んでいました。
問合せ：日田市役所 ひた暮らし推進室
約が成立した際に、空き家所有者に「日田市空き
電話 0973-22-8383
家活用奨励金（３万円）を交付。

「OITA えんむす部」のご案内
「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です。対象は２０歳以上概
ね４０代までの独身の方で県内に在住または移住を希望
する方。
「おうちでえんむす部」
「スマホでえんむす部」を
利用すれば自宅に居ながらサポートの利用ができます。
問合せ：OITA えんむす部出会いサポートセンター
電話 097-578-7777
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新たに３つの公民館サークルが始まります♪

童謡コーラス教室
講師：後藤 富貴子さん
練習内容：童謡や唱歌の合唱
練習日：第１～4 金曜日
時間：午前 10 時 30 分～11 時 30 分
場所：咸宜公民館 学習室 1
会費：月額 2,000 円
その他：コロナ予防で定員 12 人まで。超えた場合、キャンセル待ちになります。

日田フォークダンスクラブ
講師：矢野 智子さん

練習内容：フォークダンス・レクリエーション

練習日：第 2～4 月曜日

時間：午前 10 時～11 時 30 分

場所：咸宜公民館 集会室

会費：月額 1,500 円

Stavi/スタビー（初級英会話教室）
講師：梶原 明音さん

練習内容：初心者向け英会話

練習日：第 2・4 土曜日

時間：午後 2 時～3 時

場所：咸宜公民館 学習室 1
会費：月額 1,500 円
その他：現役英会話講師から、シンプルで使いやすいフレーズを中心に学びます。
また、英語圏の文化・マナー・習慣や楽しいゲームなど盛りだくさんです。

お問い合わせ・申込み：咸宜公民館 電話 0973-22-5413

これからの行事予定（６月１５日から７月末まで）
６月

7 日(木)

敬天セミナー

17 日(金) 放課後子ども教室

講演「口の健康」

22 日(水) 成人セミナー

講師 歯科衛生士 原 律子 さん

第1講

講演「気候変動と防災について」

15 日(金) 放課後子ども教室

講師

21 日（木） 子育てサロン（４～６月は中止）

環境カウンセラー 綿末しのぶ さん

23 日(木) すずめの学校

認知症予防教室

25 日(土) 咸宜っ子体験教室

開講式

28 日(火) 公民館清掃（公民館サークル）
７月
1 日(金)

放課後子ども教室

27 日(水) 成人セミナー

第2講

講演「洋酒の歴史とおいしい飲み方」
講師 天領日田洋酒博物館 高嶋 甲子郎さん
28 日(木) すずめの学校

認知症予防教室

29 日（金） 咸宜っ子体験教室

第2講

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、行事が延期・変更・中止となることがあります。
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