
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ３１ 年 度 
 

事 業 計 画 書 
 

（平成 31年 4月 1日から令和元年 3月 31日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人日田市公民館運営事業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 度 
 

事 業 計 画 書 
 

（令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人日田市公民館運営事業団 

 



 

一般財団法人日田市公民館運営事業団令和２年度事業計画について、定款第９条第１項の

規定により評議員会の承認を求めるもの。 

 

1． 評議員会、理事会、監査等の開催計画 

期  日 会議名 内    容 

令和２年５月中旬 監 査 
・令和元年度 事業報告 

・令和元年度 決算報告 

令和２年６月上旬 
第 1回定例 

理事会 

・平成元年度 事業報告について 

・平成元年度 決算報告について 

・理事、評議員等の候補者の推薦について 

・定時評議員会の招集について 

令和２年６月下旬 
定時 

評議員会 

・平成元年度 事業報告について 

・平成元年度 決算報告について 

・理事、評議員等の選任について 

令和２年１１月～１２月 事務検査 ・事務局職員による現地事務検査 (全館で実施) 

令和３年１月中旬 
第１回臨時 

理事会 

・定款第２６条第５項に基づく事業報告について 

・令和２年度 収支予算補正第１号について 

・臨時評議員会の招集について 

・理事会と公民館運営委員会連絡会等との意見交換会 

令和３年１月下旬 
第 1回臨時 

評議員会 

・令和２年度 前期分事業報告について 

・令和２年度 収支予算補正第１号について 

令和３年３月中旬 
第２回定例 

理事会 

・令和３年度 事業計画について 

・令和３年度 収支予算について 

・新任館長の採用について 

・臨時評議員会の招集について 

令和３年３月下旬 
第２回臨時 

評議員会 

・令和３年度 事業計画について 

・令和３年度 収支予算について 

・令和３年４月１日の職員配置について 

 

 

 

 

 

 



 

２．館長採用試験 （人事委員会) 

区分 期日 内   容 

２期目への 

館長継続試験 
１１月 

面接試験 ８館 

（日隈、朝日、西有田、東有田、小野、夜明、中津江、天瀬） 

１期目の 

館長採用 

１２月１日 

※〆切 

１２月末 

各公民館運営委員会へ館長候補者推薦依頼 

２期目の任期満了 ５館  

（咸宜、桂林、若宮、三花、前津江） 

２期目への館長継続試験不合格館 

１月中旬 地区推薦の館長候補者面接試験 

２月 新任館長公募 

３月 公募 １次（筆記試験）、２次（筆記試験） 

                ※公募による試験は必要に応じて実施 

 

３．公民館運営委員会連絡会の開催計画 

会議名 期日 内   容 

第１回連絡会 ５月上旬 

・事業団からの報告事項について 

   令和元年度 事業及び決算について 

   令和２年度 事業計画及び予算について 

・連絡会役員の一部改選について 

・情報交換 

第２回連絡会 １０月中旬 ・情報交換 

意見交換会 １月中旬 ・理事会及び事業団職員等との意見交換会 

 

 

４．館長及び公民館主事会議の開催計画 

区  分 期日 場  所 

館長・公民館主事 

合同会議 
４月１０日(金) アオーゼ  (市の各担当者からの事業説明) 

ブロック長・次長会議 毎月 ２５日 

アオーゼ   館長会議 毎月 １日 

公民館主事会議 毎月 １５日 

  

 



 

５．職員研修 

  ① 事業団主催研修 

期日 内     容 会場 

４月６(月)～ 

   ９日(木) 

新任職員研修 

館長 ２人 

 

・日田市の教育行政基本方針と公民館の役割             

(社会教育課) 

・人権・同和教育 (人権・同和教育室) 

・公民館の事業紹介 (２館)  

・指定管理と各種規程について (事務局) 

・各館の平成３０年度事業について (事務局) 

アオーゼ 

各公民館視察 全 館 

５月中旬 
職員研修推進 

委員会 

・令和元年度の評価 

・令和２年度の研修計画の審議 
アオーゼ 

 

② 県公連等主催研修 

月 日 内     容 会場 

5 28(木) 公民館関係職員研修会 
 

6 3(水)、４(木) 新任社会教育主事研修会 
 

7 10(金) 社会教育主事専門研修会  

8 27(木)、28(金) 
全国公民館研究大会 (第 42回) 

九州地区公民館研究大会 (第 71回) 
熊本市 

10 20(火) 大分県公民館研究大会 (第７１回) 日出町中央公民館 

2 19(金) 社会教育関係職員等合同研修会  

未定 (2回) 公民館職員テーマ別研修会  

 

６．社会教育課主催事業 

月 日 大会名等 会場 

11 21(土) 日田市青少年健全育成大会 

パトリア 1 10(日) 日田市成人式 

3 13(土) 日田市社会教育振興大会 

 

７．全館合同事業  

月 日 大会名等 会場 

9 ５(土) 第８回 ワールドフェスタ inひた (青少年対象) 総合体育館 

 



令和２年度　公民館別実施事業一覧表 (※は再掲。事業数にはカウントされません。)

1 2 3 4 5 6

青少年学習 成人学習 高齢者学習 社会人権同和学習 家庭教育学習 環境学習

咸　宜 13 9,218 ⑤咸宜っ子体験教室（15回）
⑥成人セミナー（9回）

⑦料理教室（仮称）（2回）

⑧敬天セミナー（9回）

⑨すずめの学校（12回）

⑩自治会等人権学習会

　※咸宜っ子体験教室（1回）

　※成人セミナー（2回）

　※敬天セミナー（2回）

⑪子育て支援講座

⑫みどりの教室（4回）

　※咸宜っ子体験教室（1回）

　※成人セミナー（1回）

桂　林 6 4,573

⑤チャレンジスクール（11回）

⑥ジュニアチャレンジスクール（9回）

⑦放課後子ども塾（10回）

⑧桂林学びの教室（10回）

⑨遊学館成人事業（7回）

⑩遊学館料理教室（2回）

⑪遊学館寿考事業（8回）

⑫すずめの学校（11回）

⑬町内人権学習会（6回)

　※チャレンジスクール

　※ジュニアチャレンジ

⑭家庭教育講演会（1回）

⑮桂林環境学習事業

　※チャレンジスクール

　※ジュニアチャレンジスクール

日  隈 11 3,978
⑤ひのくまSST倶楽部（16回）

⑥日隈っ子なつの体験教室（4回）

⑦学校支援事業（1回）

⑧成人セミナー（9回）

⑨パソコン教室（5日×2回）

⑩料理教室（6回）

⑪デジカメ・スマホカメラ教室（4回）

⑫スイーツ教室（4回）

⑬高齢者セミナー（9回）

⑭すずめの楽公（5町内×11回）

⑮町内人権学習会（7回）

　※ひのくまSST倶楽部

　※成人セミナー

　※高齢者セミナー

　※自主学習教室

⑯子育て応援学級（1回）

⑰キレイキレイ大作戦（2回）

⑱三隈川サミット（1回）

　※ひのくまSST倶楽部

若  宮 8 3,301

⑥椋の木体験教室（13回）

⑦若宮放課後子ども広場

　　（月2回予定）

⑧若宮公民館女性セミナー（8回）

⑨男の料理教室（4回）

⑩パソコン教室（5回）

⑪防災講演会（1回）

⑫寿考教室（6回）
⑬町内人権学習会（3回）

　※若宮女性セミナー

⑭家庭教育講演会（2回）

⑮子育て応援講座（10回）

⑯児童室整備事業

　※椋の木体験教室

　※若宮放課後子ども広場

三  芳 10 5,484
⑤コスモスっ子教室（14回）

⑥陸上教室（4回）

⑦子ども料理教室（3回）

⑧成人セミナー（8回）

⑨国際料理教室（5回）

⑩パソコン教室（10回）

⑪ステップ教室（24回）

⑫久津媛クラブ（8回）

⑬すずめの学校（12回）

⑭町内人権学習会（10回）

　※成人セミナー
⑮家庭教育講演会（1回） 　※コスモスっ子教室

高  瀬 12 3,786
⑤高瀬みどりの少年団（21回）

⑥ふるさと探訪（1回）

⑦女性セミナー(9回）

⑧男の料理教室（11回）

⑨アクティブシニア教室(6回）

⑩認知症予防事業（16回）

⑪町内人権学習会(12回

　町内人権啓発推進員合同会議（1回）

　※女性セミナー

　※アクテイブシニア教室

⑫子育て支援講座（2回）

⑬家庭教育講演会(1回）
　※高瀬みどりの少年団

光　岡 10 8,527

⑤光岡ヒカリっ子塾（14回）

⑥通学合宿（4日×1回）

⑦光岡土曜学びの教室（13回）

⑧夏休み子ども絵画教室（5日×1回）

⑨夏休み学びの教室（5日×1回）

⑩てるおか女性セミナー（10回）

⑪男の厨房（9回）

⑫パソコン教室（5日×2回）

⑬光岡老人大学（6回）

⑭光岡すずめの学校（12回）

⑮町内人権学習会（１０回）

光岡地区人権啓発推進協議会（10回）

　※光岡ヒカリっ子塾（1回）

　※てるおか女性セミナー（1回）

　※光岡老人大学（1回）

　※自主学習教室（1回）

⑯「家読」のススメ推進事業

⑰子育て講演会（1回）

⑱子育て応援講座（1回）

　※光岡ヒカリっ子塾（1回）

　※てるおか女性セミナー（1回）

朝  日 6 1,856

⑤あさひチャレンジ倶楽部(13回)

⑥あさひトラック＆フィールド(40回)

⑦放課後子ども教室(25回)

⑧中高生サポーター(2回)

⑨あさひレディースセミナー(6回)

⑩成人セミナー(6回)

⑪パソコン教室(6回)

⑫あさひ自己啓発サークル(8回)

⑬朝日大学(7回) ⑭町内人権学習会(6回) ⑮家庭教育講演会(1回)
　※あさひチャレンジ倶楽部

　※朝日大学

三　花 8 4,633 ⑤三花チャレンジ教室(14回)

⑥みはな女性セミナー(8回）

⑦男の料理教室（7回、含む配食サ)

⑧史跡・巨木・名水を巡る会(5回)

⑨成人学級(3回)

⑩音楽の夕べ(1回)

⑫暁大学(6回)

⑬みはな『すずめの学校』

・本校3回開催、分校9カ所で開催）

⑭町内人権学習会（8回）

　自治会長推進員会議（1回）

　※三花チャレンジ教室

　※みはな女性セミナー

　※暁大学

⑪文化講演会（１回）

⑮青少年健全育成大会(1回)

⑯家庭教育講演会（1回）

⑰子育て支援(3回）

⑱ 花いっぱい運動

西有田 12 2,970

⑤わんぱく教室（15回）

⑥ありた陸上教室（70回）

⑦ありた水泳教室（5日）

⑧パソコン教室（5日×2回、3日×1回）

⑨遊食教室（10回）

⑩彩食教室（10回）

⑪女性セミナー（10回）

⑫ヤンチャクラブ（4回）

⑬西有田アカデミー！（8回）

⑭生き生きクラブ（5回）

⑮ウォーキング教室（10回）

⑯にこにこ学級（5回）

⑰町内人権学習会（12回）

　町内推進員打合せ会（1回）
⑱おとな塾（5回）

⑲環境学習会（3回）

公民館
自治

会数

人口(人)

R2.2.29

現在



令和２年度　公民館別実施事業一覧表

咸　宜

桂　林

日  隈

若  宮

三  芳

高  瀬

光　岡

朝  日

三　花

西有田

公民館
7 9 8 10 11 12

自主学習教室 その他の学習 公民館まつり ふるさとまつり まちづくり事業 その他事業

⑬公民館サークル（34教室） ⑭咸宜公民館ふれあいまつり（1回）

⑮ふるさと咸宜学（5回）

⑯防災セミナー（1回）

⑰世代間交流グラウンドゴルフ大会（1回）

⑱青壮年会連絡会（1回）

⑲学校支援

⑳地区内団体活動支援
6

⑯自主学習教室（32教室） ⑰桂林ふれあい祭

⑱桂林サポート隊（9回）

⑲桂林ぶらりと歩こう会（11回）

⑳桂林地域活性化事業（4回）
6

⑲自主学習教室（16教室） ⑳公民館まつり（1回）

㉑日隈校区親善マレットゴルフ大会（1回）

㉒防災講座（1回）

㉓くまサンクラブ（6回）

8

⑰自主学習教室（17教室） ⑱若宮公民館まつり ⑲地域づくり講座 ⑳学校支援事業 14

⑯自主学習教室（21教室） ⑱子育て応援講座（2回） ⑰三芳公民館祭り

⑲三芳を歩こう（1回）

⑳防災士連絡協議会（2回）

㉑歴史探訪（1回）

㉒三芳見守り隊

㉓学校支援事業

㉔育友会講演会
14

⑭自主学習教室（1８教室） ⑮高瀬三世代ふるさと祭
⑯淡窓ウォークｉｎたかせ

⑰高瀬の歴史（6回）

⑱学校支援事業

⑲地域連携事業
12

⑲自主学習教室（23教室）

⑳光岡ふれあいまつり

　　（隔年実施につき、今年度の実施な

し）

㉑男の居場所（12回）

㉒学校支援協育事業（14回）

㉓菜の花ウォーキング大会（1回）

㉔光岡っ子お助け隊（1回）

7

⑯自主学習教室(9教室) ⑰防災学習（1回） ⑱あさひふるさとまつり（１回）
⑲あさひ体験教室(1回)

⑳地域活動支援（各町めだかの学校等）
12

⑲自主学習教室（１6教室）

㉑まちづくりグループ(5回)

㉒自治公民館活動(10回)

㉓壮年会・女性等連絡協議会(4回)

㉔石坂石畳道ウォーキング大会

㉗東京五輪・パラウォーキング大会

㉕学校支援事業（２回）

㉖防災講演会（１回）
6

⑳自主学習教室

　（12教室）
㉑第38回西有田まつり（1回）

㉒西有田めぐり（1回）

㉓西有田の歴史を学ぶ会（12回）

㉔西有田防災・防犯教室（3回）

12

広報



令和２年度　公民館別実施事業一覧表 (※は再掲。事業数にはカウントされません。)

1 2 3 4 5 6

青少年学習 成人学習 高齢者学習 社会人権同和学習 家庭教育学習 環境学習
公民館

自治

会数

人口(人)

R2.2.29

現在

東有田 9 1,637

⑤ムクの樹体験クラブ（13回）

⑥ムクの樹体験Jr（4回）

⑦ありた陸上教室（65回）

⑧ありた水泳教室（5回）

⑨成人セミナー（5回）

⑩男の料理教室（8回）

⑪女性の料理教室（8回）

⑫パソコン教室（5回）

⑬東有田ウォーキング教室（6回）

⑭いきいきステップ運動教室（20回）

⑯生きがい大学（3回）

⑰めだかの学校（24回）

⑱世代間交流グランドゴルフ（1回）

⑲町内人権学習会（9回）

　人権推進委員、公民館利用合同研修（1

回）

⑳子育て支援事業（8回）

㉑学校支援事業（3回）
　※ムクの樹体験クラブ（1回）

小　 野 4 732
⑤チャレンジ教室（12回）

⑥夏休みわくわく子ども教室（10日）

⑦成人セミナー（9回）

⑧男の肴教室（4回）
⑨こととい大学（10回）

⑩町内人権学習会（4自治会）

　※チャレンジ教室

　※夏休みわくわく子ども教室

　※成人セミナー

　※こととい大学

⑪家庭教育講演会

　※チャレンジ教室

　※夏休みわくわく子ども教室

　※成人セミナー

　※こととい大学

大　鶴 7 1,315

⑤大明チャレンジ教室（10回）

⑥水泳教室（1回5日間）

⑦通学合宿（1回3泊4日）

⑧サマーキャンプ中学生ボランテイア（2回）

⑨女性セミナー（5回）

⑩成人セミナー（2回）

⑪男の料理教室（7回）

⑫寿大学（5回）

⑬大鶴グランドゴルフ大会（4回）

⑭町内人権学習会

　※女性セミナー（1回）

　※成人セミナー（1回）

　※寿大学（1回）

　※自主学習教室

⑮子育て応援講座（2回） 　※大明チャレンジ教室（1回）

夜　明 3 859
⑤大明チャレンジ教室（８回）

⑥大明児童の水泳教室（１回５日間）

⑦大明児童の通学合宿（１回３泊４日）

⑧夜明料理教室（６回）

⑩ふるさと歴史学習会（10回）

⑪成人セミナー（４回）

⑫夜明寿大学（７回)

 （うち各自治会での開催3回を含む）

⑬夜明認知症予防サロン支援

  (各自治会公民館）

⑭各町内人権学習(3回）

　※自主学習教室代表者学習(1回）

　※成人セミナー（1回）

⑮子育て支援講座(3回）

（夜明地区社協との共催を含む）
　※大明チャレンジ教室

五 和 8 2,526 ⑥五和チャレンジ教室（35回）

⑦男の料理教室（11回）

⑧よるごはん（10回）

⑨女性セミナー（10回）

⑩成人セミナー（6回）

⑪幸齢者教室（3回）

⑫幸齢者マナビ塾（11回）

⑬町内人権学習会（10回）

　※五和チャレンジ教室

　※女性セミナー

　※幸齢者マナビ塾

　※成人セミナー

⑭家庭教育・子育て支援事業（1回）
　⑮花いっぱい運動

　※五和チャレンジ教室

前津江 4 930
⑤まえつえジュニア倶楽部（15回）

⑥チャレンジ水泳教室（5回）

⑦まえつえセミナー（8回）

⑧女性セミナー（6回）

⑨男の料理教室（4回）

⑩スマートフォン講座（5回）

⑪幸齢者学級（5回）

⑫めだかの楽公（11回柚木3回）

⑬地区人権学習会（4回）

⑲前津江町人権講演会（1回）

　※まえつえジュニア倶楽部（1回）

　※幸齢者学級（1回）

⑭家庭教育講演会 　※まえつえジュニア倶楽部（5回）

中津江 4 741
⑤津江っ子チャレンジクラブ（9回）

⑥津江小・中教育講演会

⑦料理教室（7回）

⑧スイーツ教室（6回）
⑨いろいろチャレンジ教室（8回）

⑩町内人権学習（5回）

　※津江っ子チャレンジクラブ（1回）

　※いろいろチャレンジ教室（1回）

　※自主学習教室（1回）

⑪家庭教育支援（11回）
　※津江っ子チャレンジクラブ（1回）

　※いろいろチャレンジ教室（1回）

上津江 4 730
⑤津江っ子チャレンジクラブ（7回）

⑥津江小・中学校講演会（1回）

⑦女性セミナー（4回）

⑧料理教室（4回）
⑨たかさご学級（5回） ⑩人権学習（5回） ⑪家庭教育学習（11回） ⑫環境学習講座（4回）

大　山 8 2,555
⑤大山っ子チャレンジ教室（9回）

⑥子ども体験教室（2回）

⑦中学生ボランティアスタッフ

⑧男の料理教室（8回）

⑨女性セミナー(8回)

⑪ITに触れよう！（パソコン教室）

　 （1回5日間×2回）

⑫いきいき大学（8回）

⑬人権学習会（8回）

　※大山っ子チャレンジ教室（2回）

　※女性セミナー（1回）

　※男の料理教室（1回）

　※いきいき大学（1回）

⑭家庭教育支援（1回）
　※大山っ子チャレンジ教室（２回）

　※子ども体験教室（１回）

天　瀬 15 4,393 ⑤ｔｅａｍあまがせ（10回）

⑥輝（キラキラ）塾（8回）

⑦男の料理教室（8回）

⑧成人セミナー（2回）

⑨パソコン教室（4日×2回）

⑩寿学級（24回）

⑪サークル笑顔（24回）

⑫あまがせ笑楽康（24回）

⑬地域人権学習会（10回）

　※寿学級（7回）
⑭家庭教育講演会（1回） 　※ｔｅａｍあまがせ（1回）

52 70 37 20 29 8

216

事業数 647

１～６の必須事業



令和２年度　公民館別実施事業一覧表

公民館

東有田

小　 野

大　鶴

夜　明

五 和

前津江

中津江

上津江

大　山

天　瀬

事業数

7 9 8 10 11 12

自主学習教室 その他の学習 公民館まつり ふるさとまつり まちづくり事業 その他事業
広報

㉒自主学習教室

（8教室）
㉓第36回東有田ふるさとまつり 7

⑫自主学習教室（2教室） ⑬小野小学校との連携（1回） ⑭小野ふる里ふれあい祭り

⑮小野まちづくり協力隊（5回）

⑯防災まちづくり講演会（4回）

⑰まちづくり座談会（4回）

⑱小野の歴史冊子作製事業（5回）

12

⑯自主学習教室（13教室） ⑰公民館まつり（1回） ⑱ふるさとまつり（1回）
⑲ウォーキング大会（1回）

⑳静修そばうち道場（8回）
12

⑯自主学習教室(9教室） ⑰第36回夜明ふるさと祭り

⑱防災講演会(1回）・まちづくり講演会（1回）

⑲幼老共生事業(1回）

⑳第4回麦踏み交流フェスタ

その他支援サークル・共催事業

　桜守の会、三日月サークル・食推協

　夜明史談会、さくらんぼの会

　夜明振興協議会

8

⑯自主学習教室（24教室） ⑰五和公民館まつり（1回）
　※振興協議会と共催

　　公民館まつりと同時開催
⑲地域活性化事業（３回） ⑳共催事業（3回） 12

自主学習教室（13教室）

⑰幼児教育支援（リトミック講座）（6

回）

⑱男女共同参画講座（1回）

⑳学校支援

⑯前津江公民館まつり
㉑あいさつ運動（11回）

㉒まちづくり講演会（1回）
㉓スポーツ交流会（1回） 7

⑫自主学習教室（8教室） ⑭中津江ホール活用事業（2回） ⑬公民館教室発表会（1回） ※中津江村ふるさとまつり
⑮地域活性化支援事業（6回）

⑯歩こう走ろう会（1回）
12

⑬自主学習教室（14教室） ⑭上津江公民館フェスティバル（1回） ⑮上津江産業文化祭（1回） ⑯上津江スポーツ大会（3回） ⑰学校支援 13

⑯自主学習教室（全22教室） ⑰大山公民館まつり（1回）
⑲若者交流支援（2回）

⑳高齢者交流支援（4回）
⑱学校支援（2回） 6

⑯自主学習教室（29教室） ⑰あまがせ公民館まつり ⑱地域活性化事業（回数未定） ⑲学校支援（2回） 6

340 7 11 10 45 18

まつり事業 21 内、学校支援　　8

192


