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光岡 老人大学受講生の募集を右記の通り行います。 

 例年6月から始まる老人大学ですが、本年度は、

新型コロナウイルス感染予防による休館や活動制限

が続き、7月に入ってようやく主催事業を始めること

ができ、老人大学も10月からのスタートとなりました。 

 今年度は全4回で実施予

定。新型コロナウイルスの動

向により最後まで“完走”で

きるか分かりませんが、こん

なときこそ、老人大学で交

流や懇親を深めましょう！ 

 7月6日から7日にかけて降り続いた大雨により、三隈川が氾濫する災害が発生。光岡地区にも大きな傷

跡を残しました。特に北友田3丁目では、入江地区や北友田三丁目集会所周辺の住宅、子ども園、スー

パーマーケットなどが被災。床上をはるかに超す浸水被害となりました。 

 被災された皆様におかれましては、衷心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早く復旧されるこ

とを願っております。 

＊実施月 令和2年 10月、11月、12月、令和3年3月 

（全4回を予定しています） 

＊対 象 光岡地区にお住まいの高齢者の皆様 

＊参加費 １，０００円（年会費） 

※講座により別途負担金をいただくことが 
あります 

＊申込み 光岡公民館までお電話でお申込みください。
（電話 ２３－８９８４） 

※各老人クラブから申込みできます。 

＊募集期間 令和2年8月17日（月）～9月15日（火）まで 

【今年度の予定】＊人権学習 ＊日田の歴史学習＆健康体

操 ＊矢野大和氏講演会 ＊1日バス研修 

※都合により講座内容が変わることがあります。 

手づくり のお味噌を作ってみ

ませんか？ 

 私たち日本人の食事にはたくさんの発酵食

品があります。中でも一番身近な食材はお味

噌ですね。お味噌は栄養価の高い大豆を原料

に、体の免疫機能を上げる効果が期待でき

る、大人にも子どもにも食べてもらいたい食

品です。 

 皆さんもお味噌を作ってみませんか？手づ

くりのお味噌は“香り高く”、甘くてとって

も美味しいです！ このチャンスに、ぜひ、

チャレンジしてください！ 

 

１．実施日 第1回：令和2年  9月17日（木） 

第2回：令和2年10月15日（木） 

第3回：令和2年11月19日（木） 

 それぞれ午後7時から開始 

２．場 所 光岡公民館 

３．費 用 500円／1人（味噌出来上り約1kg） 

４．募集人数 各10人 ※先着順となります 

５．申込方法 各回10日前までに、お電話、もしくは

メールで受付けます。※電話番号等は

下記をご参照ください。 

 お若い方の 
参加大歓迎！ 



光岡公民館だより１６０号（２面） 

認知 症予防事業『光岡すずめの学校』

を、9月9日（水曜日 午前10時）か

ら再開します。新型コロナウイルスの影響で

中止となり半年余り…、久しぶりの活動を楽

しみにしています。 

 また、新規参加者も随時募集しています。

光岡公民館（23-8984）までご連絡下さい。 

＊実施日 毎月第2水曜日午前10時から 

※9月は9日（水）に実施します 

＊場 所 光岡公民館集会室 

＊会 費 100円（資料代として）  

 ※弁当400円（希望者） 

＊内 容 体操、歌唱（懐かしの唱歌）、計算ドリル、

音読、脳トレなど 

料理 の腕を磨き、レパートリーを増や

しませんか！ 

 男の厨房（料理教室）の受講生を下記の通

り募集します！ 

 コロナ渦による自粛生活がこれから無いと

も限りません…。備えあれば患いなし！ 楽し

く料理を学びましょう。 

＊実施日 令和2年10月～令和3年2月まで 

※基本第4水曜日午前10時から 

 第1講を10月28日を予定 

＊会 費 3,000円（5回分の食材費ほか） 

＊対 象 光岡地区にお住いの成人男性 

＊募 集 9月30日（水）までに光岡公民館（23

-8984）にご連絡ください。 

地域 の子どもたちは 地域で育てよう！光岡

地区の『未来を担う』貴重な人材を地域

のみんなで育てましょう！ 

 コミュニティスクールという言葉を聞いたいこと

ありますか？ 今年度から市内全ての小中学校でコ

ミュニティスクールが導入されました。 

 コミュニティスクール（学校運営協議会制度）と

は、保護者や地域の皆さんの声を学校運営に活かし

ていく仕組みで、学校と保護者、地域の皆さんで、

地域の子どもたちの成長を支え、学校運営の課題を

どう解決するのかを話し合い、地域とともにある学

校の実現を目的としています。 

 

 学校では教科学習のほか、地域を知る学習や体

験的な学習など、幅広い学習活動を行っていま

す。昨今、子どもの体験不足や地域とのかかわり

の薄さが指摘されているからこそ、このような学

習は必要。しかし、教科学習と違い、学校の先生

方だけでは教えることができないことがたくさん

あります。そこを補うのが『地域の力』です！ 

 光岡っ子お助け隊は子どもたちが“確かな成長”

をするためのお手伝いをする地域の人材バンク的役

割として立ち上げるものです。 

 地域の皆さんの『力』を貸してください！一人で

も多くの方のご参加をお願いします！ 

 参加を希望される方は光岡公民館（23-8984）まで

ご連絡をいただくか、下記申込用紙を公民館までお

出しください。よろしくお願いいたします。 

 キリトリ 

氏 名 住 所 電話番号 

日田市 

        



光岡公民館だより１６０号（３面） 

令和 2年度の光岡ヒカリっ子塾が、7月22日

（水）に始まりました！今年度は夏の

キャンプなど一部の活動ができませんが、1年間

楽しい活動にしたいと思います。 

 第1回は恒例の親子食育学習会。今年は“煮干

し”について学習をしました。 

 煮干しは和食に欠かせない出汁（だし）の代表

的な材料。価格も安く、含まれる栄養もとっても

豊富で日本人には欠かせません！ 

 今回はその煮干しの“解剖”がメインイベン

ト！親子で協力して、脳、心臓、目(水晶)肝臓等

いろんな臓器を取り出

しました…。 

 魚もヒトも同じ脊椎

動物。同じような内

臓･器官があり、同じ

命です。感謝の心でい

ただきましょう！ 

  

文書 作成ソフト「ワード」の初級・中級講座を7月27日（月）から31日（金）の5

日連続講座として実施しました。 

 今回は、チラシや案内文の作成を目的とした講

座。表や図の挿入など募集や案内チラシを作る

際に効果的なスキルを学習しました。 

9月11日（金）は『警察相談の日』 

県民 の皆様に相談専門電話【＃9110】を
より知っていただくために、9月11日

を『警察相談の日』と定めています。 

 DV、ストーカー、振り込め詐欺（架空請求･融
資保証金詐欺･オレオレ詐欺･還付金詐欺）、悪
質商法、日常の困りごと、トラブルなどの相談
に応じます。専用ダイヤル【＃9110】におかけ
ください。 

怒り の制御、できてますか？ 

令和2年度てるおか女性セミナーの第1

講を7月21日（火）に実施。この日は“怒り”に

ついて学習する「アンガーマネジメント」講座を

行いました。 

 アンガーマネジメントとは、アンガー（怒り）

をマネジメント（管理）すること。アメリカで生

まれた、怒りの感情と上手に付き合うための心理

教育、心理トレーニングのことです。 

 講師は大分市の（有）ファニーフェイス代表取

締役の山村美穂子先生。 

 “コロナ離婚”な

る新語が生まれるほ

ど、感情のコント

ロールが難しい世の

中…。怒 り を 制 御

し、笑顔あふれる生

活を送りたいもので

す！ 

自主 学習教室が7月10日より活動を再

開。7月22日（水）には料理教室も

再開し、ほとんどの教室が活動を始めました。（光

岡ニコニコステップ運動教室の活動再開は未定） 

 しかし、まだまだコロナ対策が必要！『新しい生

活様式』を意識した行動や、手指、使用した机や

イス、道具の消毒などをしなければなりません。 

 とはいえ、公民館に響く教室生の皆さんの楽し

そうな声に安心感をいただいています！ 

北友 田1丁目自治会の清掃活動の一環とし

て、8月9日（日）、光岡公民館周りの雑

草取りをしていただきました。 

 毎年、雑草が伸びるこの時期に作業をしていただ

き、キレイにしていただいております。心から感謝申し

上げます。  

 写真がなくてごめんなさい…。 



光岡公民館だより１６０号（４面） 

日田 市では空き家を活用した移住・定住
を促進し、地域の活性化を図るため

に、空き家バンク事業を実施しています。 

 この事業は日田市への定住を目的として空き
家をお探しの方に当事業に登録された空き家情
報を提供する制度です。 

 空き家バンク登録の対象となる物件は…、日
田市内にある一戸建ての住宅とその敷地のう
ち、次のすべてに当てはまるものです。 

① 居住するために個人が取得したもの 

② 居住していない、または近く居住しなくな
る予定のもの 

③ 居住することができるもの 

 空き家活用奨励金などの優遇措置もあります
ので、ぜひご活用ください。 

 詳しくは、ひた暮らし推進室移住促進係（22
-8383）にお問い合わせください。 

令和3年日田市成人式を下記の通り実施します。 

※日田市の住民基本台帳に登録されている人に

は12月上旬に案内が送付されます。未登録の人

で式典に参加を希望する人は下記に申込みが

必要です。【申込期限：11月27日（金）】 

社会教育課生涯学習推進係 

  TEL 22-6868 FAX 22-6869 

  mail skkyoiku@city.hita.jp 

※光岡公民館でも参加申込みを受け付けます。 

◎成人式の司会者、二十歳の決意発表、ステー

ジ発表者等も募集しています。申込みは上記社

会教育課に連絡ください。 

【申込期限：9月11日（金）】 

 

＊と き 令和3年1月10日（日） 

＊式 典 午前11時から（受付：午前10時から） 

＊ところ パトリア日田 

＊対 象 平成12年4月2日～ 

  平成13年4月1日に生まれた方 

結婚 を希望する若者を応援するため、

大分県では「OITAえんむす部出会

いサポートセンター」を開設し、会員制によ

る1対1の「お見合い」を行っています。 

 また、県内6か所を巡回し、会員登録・お相

手検索ができる「出張えんむす部」を日田市

において下記の通り開催します。 

＊開催日時 7/26、8/9、9/27、11/8、12/27、
1/10、2/28（いずれも日曜日） 

11：00～17：00 

＊ところ 日田市複合文化施設 

アオーゼ2階会議室3 

お問い合わせ等は…、 

 出張えんむす部専用TEL  070-4699-6372 

 URL http://app.oita-enmusubu.com/cravan 

※センターのホームページから予約が必要です。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程
が変更になる可能性があります。 

8月20日（木） 

 午前10時から 
光岡ヒカリっ子塾 川の調査隊 

8月21日（金） 

 午後7時から 

てるおか女性セミナー第2講 

これからの新型コロナウイルス 

8月28日（金） 

 午後7時から 

光岡公民館自主学習教室 

合同開講式 

9月8日（火） 

 午後7時から 

てるおか女性セミナー第3講 

方言（日田弁）を学ぶ 

9月9日（水） 

 午前10時から 
光岡すずめの学校 

9月12日（土） 

 午前10時から 
光岡ヒカリっ子塾 科学で遊ぼう 

9月17日（木） 

 午後7時から 
みそづくり講座（第1回） 

※毎年9月の第1日曜日に実施しています『校区体育
祭』は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と
なりました。 


