
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 芳 公 民 館 だ よ り 

第 号 令 和 ３ 年 ８ 月 １ 日 発 行 

発行：日田市三芳公民館  〒877-0038 日田市下井手町９８９ 

☎ ０973-22-1491 📠 ０973－22－1495 

い日々が続いています。皆様この真夏日和をどのように過ごされてい

るのでしょうか。そんな暑さが厳しい中、令和３年７月２８日（水）、コスモスっ

子教室第２講「企業訪問」が行われました。 

 今回のコスモスっ子では、今日田市内で勢いのある注目企業の「日本フ

ォレスト㈱」さんと「三隈工業㈱」さんの２社にお願いし、企業訪問させてい

ただきました。「見学」とは違い、働いている方々にも関心を持ってもらい、

自分の視野を広げてもらう事が目的です。 

 まず向かったのは「日本フォレスト㈱」さん。価値のなくなった木材や廃棄

予定の木材などを利用し、環境にやさしい新たなるクリーンエネルギー発電

開発をされている企業です。現地へ到着後、映像を交えての座学を行い、

事前に子どもたちから集めた質問に対しても回答をしてもらいました。当日

は繁忙期ということもあり、安全のため作業現場のほうは立ち入りができな

かったのですが、現場の方のご厚意で大型ショベルカー（エンジン停止状

態）の運転席に乗せていただける貴重な体験をさせていただきました。 

 そして、次の訪問先の「三隈工業㈱」さんへ移動。段ボールシートを元に、

様々な段ボール製品やフェルトなど受注・生産・出荷、配送車の運転手雇

用も行っており、小ロットからでも受注可能な幅の広いスムーズな対応が魅

力の企業です。こちらでも座学と映像視聴のあと現場見学。作業員の方々

の働く様子や、段ボールができるまでの工程を、教えていただきました。見

学後は手作業で段ボール作りを体験。意識していなくとも、生活の中で必ず

といっていいほど利用する段ボール。どのように作られているのか解ること

で、視野が広がったのではないでしょうか。日本フォレスト㈱の皆様、三隈工

業㈱の皆様、貴重な体験をありがとうございました！ 

暑 

コスモスっ子教室「第２講 企業訪問」 

三芳公民館/主催事業/青少年学習 イラスト ©がくげい 

公 イベントレポート 
KOUMINKAN EVENT REPORT 民 館 

令和３年度開催予定の「三芳ふるさと祭り」は、主催団体である三芳地区振興協議会の常任委員会
で協議の結果、開催する目的を達成することが困難と判断したため、令和３年度中開催は中止となりました。

次回開催は令和４年度秋頃を予定しています。 

 

S A L L i A 講 演 会 
「許すことが私に与えてくれたもの 

～生きづらさを経て、仏像オタクニストになった理由～」 

令和３年９月１５日（水） １９時００分から～ 

三芳公民館集会室 入場無料 

年齢性別問わずどなたでも入場可能です！ 

     SALLiA さんのプロフィール オフィシャル HP→ 

別府出身 歌手・シンガーソングライター・仏教オタクニストとして活躍中 

※女性セミナー 成人セミナー合同講座です。 

久津媛クラブ 第２講 

「脳元気生活講座」 

講師：久留米ヤクルト㈱ 

令和３年８月６日（金）  

１０時００分から～ 

三芳公民館集会室 

入場無料 ６５歳以上どなたでも！ 

子育て応援講座 前期 

三芳地区社会福祉協議会共催 

「おかあさんのためのリラックスヨガ」 

講師：櫻木 京子さん 

令和３年８月２７日（金）  

１０時００分から～ 

三芳公民館集会室 

入場無料 子育て中のおかあさんな

らどなたでも！お子さんとどうぞ！ 

ヨガマットかバスタオルをご持参ください 
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三芳 自治会別人口・世帯（R３．６．３０現在） 日田市役所 HP より参照   ※高齢化率 R３．３．３１現在  日田市 

 刃連 下井手 三芳小渕 大部 桃山 小ヶ瀬 日高 神来 求 古金 合計  合計 

人口 ↓1,6８９ ↑７０３ ↑５７１ ↓2１３ →３7４ →15０ ↓6５２ ↑3３７ ↑18３ →47６ ↓５，３３６  ↓6３,３３０ 

世帯 ↑７０７ ↑２８６ ↑23７ →103 →１９３ →6７ →2７８ ↑1５８ →7２ →1８９ ↓２，２８１  ↓27,4６５ 

高齢化率 ↑３１.２１% ↓２８.1４% ↑37.８３% ↑3７.２７% ↑3４.３0% ↑4９.０２% ↓３９.９４% ↓5３.７８% ↑3９.０１% ↑3２.49% ↑3５.３３%  ↑3５.４6% 

※矢印は前回集計より増減を表しています。 

 

 

三芳公民館における新型コ

ロナウイルス感染拡大防止

対策にご協力ください！ 

●入館時は必ずマスク着用！ 

●体温を専用用紙へ記入！ 

●手指の消毒の徹底！ 

●人と十分な距離感を保ち利用すること！

（１～２ｍ） 

●使用した公民館スリッパの消毒！ 

●１時間に１度１０分程度の換気！ 

その他対策事項もまだまだあります。詳しく

は公民館へ来館された際に館内張り紙等

をご確認ください。 

 

ご案内 N O T I C E 

８月   

２ 日（月） ステップ教室 

６ 日（金） 久津媛クラブ 第２講 

１６ 日（月） ステップ教室 

１９ 日（木） コスモスっ子教室 第３講 

２０ 日（金） すずめの学校 

２５ 日（水） 成人セミナー 第２講 

２７ 日（金） 子育て応援講座 前期 

  

９月   

６ 日（月） ステップ教室 

１０ 日（金） 子育てサロン（予定） 

１３ 日（月） ステップ教室（予定） 

１５ 日（水） （新）女性セミナー 第１講 

  成人セミナー第３講 

１７ 日（金） すずめの学校 

２３ 日（木） コスモスっ子教室 第３講 

※３日予定 久津媛クラブ 第３講 

※予定は変更・または中止になる場合があります。 

 

予定表 E V E N T  S C H E D U L E 

８月の公民館予定表に 
変更はありません☺ 

イラスト ©がくげい 

 

「健康体操講座」 

三芳公民館／主催事業／久津媛クラブ第１講 

令和３年７月２日（金）、久津媛クラブ第

１講が行われました。 

講師に日田市社会福祉協議会の新川

美奈子さんを迎え、椅子に座ったままでで

きる健康体操を教えていただきました。 

座ったままでも十分に「効いている！」と

実感できる体操が多く、楽しくそれでいて効

果抜群の講座となりました。参加された

方々はご自宅に帰ってからも是非継続して

行ってほしいと思います。 

 

 

三芳公民館／主催事業／成人セミナー第１講 

令和３年７月２１日（水）、成人セミナー

第１講が行われました。 

講師は市内で活動中の山田由美さん。 

香りのオイルを調合し、好みの香りのオイ

ルを作製。石鹸の素に色をつけ、オイルを

たらし、ひたすらこねていきます。最後は成

形して仮完成！自宅に持ち帰って数日乾

燥させれば完成です！市販品でも作成で

きるとの事で、自宅にもどってからもチャレン

ジしてもらいたいですね。 

■三芳公民館よりお願いとお知らせ 

●公民館に置かれている傘の整理について 

 三芳公民館玄関表左手に傘立てに、もう何年間も置きっぱなしの傘がいくつかありま

す。屋外設置のためか風化している物もあります。そこで、公民館を気持ちよく利用してい

ただくためにも、1度清掃も兼ねて整理を実施予定です。つきましては、公民館を利用さ

れたことがある方で、傘を紛失したもしくは置き忘れに心当たりのかる方は、令和３年８月

３１日（火）までに傘の回収をお願いします。期日が過ぎてもなお残っている傘について

は、処分対象となります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

●公民館駐車場のご利用について 

 三芳公民館前駐車場は白線がひかれ、駐車できる箇所が定められています。道路側

（通学路側）にも左右で２台分車が駐車できそうなスペースがありますが、安全のため駐

車できるようにはなっていません。特に角の場所へ駐車されますと、歩行者の確認がしに

くく、車が曲がり角を通りにくくなる事もあり、非常に危険です。公民館をご利用の際は、ほ

かのスペースか、旧三芳公民館跡地駐車場へ駐車していただけるよう、ご理解とご協力

をよろしくお願いします。 


