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日 時：平成 30年 11月１日（木）11:00～12:00 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 

 

 

◇案件 

 １．ワーク・ライフ・バランス講演会“イクボス宣言”について（商工労政課）  ・・・１ 

２．「第２回高校生ひたジビエ レシピグランプリ」について（林業振興課）   ・・・・２ 

 

 ◇質疑応答 

 

 

◇おしらせ 

  １．「第 39回日田天領まつり」「第 14 回千年あかり」 について（観光課）    ・・３ 

  ２． ふるさとまつり情報        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

「復興大鶴ふるさと祭」について（大鶴振興センター） 

「第 34回夜明ふるさと祭り」について（夜明振興センター） 

「平成 30 年 前津江町ふるさと祭」について（前津江振興局） 

「第 38回中津江村ふるさと祭り」について（中津江振興局） 

「第 14回上津江町産業文化祭」について（上津江振興局） 

３．11月行事予定表（総務課）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

 ◇質  問 

  １．JR 日田彦山線について（西日本新聞日田支局） 

 

 ◇質疑応答 

 

 ◇出席者 

  市長、商工労政課長、林業振興課長、観光課長、大鶴振興センター長、夜明振興センター長 

前津江振興局、中津江振興局、上津江振興局、まちづくり推進課長 

地方創生推進課長、地方創生推進課シティセールス係主幹（総括） 

 

 

【お問合せ先】 

                  日田市 企画振興部 地方創生推進課 シティセールス係 

                  TEL 0973-22-8627  FAX 0973-22-8250 

日 田 市 平成 30 年 11 月定例記者会見  ― News Release ― 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ワーク・ライフ・バランス講演会 

“イクボス宣言”について 
 

概要 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について理解を深めていただくこと

を目的に、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也さんを講師に迎え、

広く一般市民を対象とした講演会を開催します。また、講演に先立ち、日田市長、日田

商工会議所会頭、日田地区商工会会長の３名が共同で「イクボス宣言」を行い、ワーク・

ライフ・バランスの機運を醸成するとともに、誰もがいきいきと働ける職場を目指しま

す。 

内容 

【日 時】 平成 30 年 11 月 28 日（水）18：30～（開場 18：00） 

【場 所】 パトリア日田 小ホール 

【演 題】 イクボスで企業は変わる！～仕事も育児も楽しむ生き方～ 

【講 師】 安藤哲也 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事 

      1962 年生まれ。二男一女の父親。 

      出版社、書店、ＩＴ企業など９回の転職を経て、2006 年にファザーリング・

ジャパンを設立。「育児も、仕事も、人生も笑って楽しめる父親を増やし

たい」と、年間 200 回の講演や企業セミナー、絵本の読み聞かせなどで全

国を飛び回る。 

【主 催】 日田市 

【定 員】 200 名 

【入場料】 無料 

【その他】 託児ルーム開設（11 月 21 日までに要予約） 

【イクボスとは】部下や同僚の育児や介護、ワーク・ライフ・バランス等に配慮、理解

のある上司のこと。 

【イクボス宣言とは】理解ある上司となることを対外的に宣言するものです。 

添付資料   無  ・  有 （ １ 枚） 

市民への周知  広報ひた 11 月 15 日号、市ホームページ 

注意事項 参加希望者はチラシ、又は市ホームページを確認の上、事前に申込みください。 

問合せ  商工労政課雇用・労働環境係 担当：江田・黒木  ☎0973-22-8239 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―   

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「第２回高校生ひたジビエ レシピグランプリ」について 

 

概 要 

市内の高校生にオリジナリティーにあふれるジビエ料理を創作することで、既成概念

にとらわれない新しい味や食べ方等を創出し、「ひたジビエ」の美味しさを多くの人へ

紹介する、オリジナルジビエ料理の大会「第２回高校生ひたジビエ レシピグランプリ」

を開催します。 

昨年度はシシ鍋でしたが、今回は「煮込料理」に挑戦します。参加チームのレシピは、

ホームページで公開し可能な限り小中学校の給食メニューに活用する予定です。 

内 容 

【参加チーム】 ８チーム 30 名 

日田高等学校  ：ＡＯ２、ジビエ女子 

昭和学園高等学校：ＮＡＩ、１－５男子、ＬＵＳ、ＭＨＴ、昭和っ子、料理人のヒヨ子

【日  程】 

募集期間    10 月１日（月）～15 日（月）まで 

料理講習会   10 月 27 日（土）  場所：桂林公民館 

レシピ等の提出 11 月 12 日(月)まで 協議会事務局(市林業振興課内) 

大会日     11 月 18 日(日)   昭和学園高等学校 調理実習室 

        9:00～料理開始、11:00～審査開始、試食・片づけ、13:00～終了 

表彰式     12 月９日(日)    パトリア日田ロビー(木と暮らしのフェア) 

        11:00～式典開始、11:30～式典終了、最優秀ジビエ料理の提供 

【内容・今後のスケジュール】 

・市内高校生８チーム 30 名の参加申込があり、10 月 27 日(土)に開催した料理講習 

会において、「ひたジビエ」の味や基本的な煮込料理の作り方等を学んでいただき

ました。 

・各チームでオリジナル煮込料理を創作してレシピ等を作成し、事前に提出いただき

ます。 

・大会当日は、各チームで 10 人分のオリジナルジビエ煮込料理を調理し、一人前を

持参した器に盛りつけて提出していただき、審査は、提出されたレシピ等とあわせ

て行い、グランプリ、準グランプリを決定します。 

・表彰式は、12 月９日(日)に開催されます「木と暮らしのフェア」で行います。 

・表彰式後に、グランプリ受賞のジビエ煮込料理を先着 100 名に振る舞います。 

・大会後、各チームのレシピは市のホームページで公開するとともに、市内小中学校

の給食メニュー活用する予定です。   

【主  催】  日田市ジビエ推進協議会、日田市 

添付資料   無  ・  有（   枚）  

市民への周知  市ホームページ 

注意事項  － 

問合せ 
日田市ジビエ推進協議会事務局 

(林業振興課 有害鳥獣対策係)担当：高倉・田村 ☎0973-22-8212 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「第 39 回日田天領まつり」「第 14 回千年あかり」について

 

概要 

江戸時代、幕府の直轄地・天領として、町人文化が花開いた古い町並みが残る豆田地

区を中心に、当時の賑わいを再現する「日田天領まつり」が開催されます。 

また、９日（金）の夜から花月川河川敷等を中心に約３万本の竹灯篭が照らす「千年

あかり」も同時開催され、訪れたお客様を幽玄の世界へと誘います。 

昨年の九州北部豪雨災害からの復興を祈念し、日田に駆けつけ、その勇壮華麗な姿で

市民に勇気と感動を与えた「弘前ねぷた」も昨年に続き参加します。 

内容 

 

【開催日時・場所】 

（天領まつり）  

日 時：平成 30 年 11 月 10 日（土）・11 日（日）10:00～17:00 

場 所：豆田地区、丸山地区 

（千年あかり）  

日 時：平成 30 年 11 月９日（金）～11 日（日）16:30～21:00 

場 所：豆田地区、丸山地区、花月川河川敷 

点灯式：平成 30 年 11 月９日（金）16:00～ 

【内  容】  

（西国筋郡代着任行列） 

日 時：11 月 10 日（土）13:00～16:00／場所：豆田地区、丸山地区 

（天領屋台） 

日 時：11 月 10 日（土）・11 日（日）10:00～21:00／永山布政所跡小公園 

（弘前ねぷた） 

 日 時：11 月 10 日（土）18:00～20:30／11 日（日）10:00～11:00 

【主  催】天領まつり・日田まつり振興会、千年あかり・千年あかり実行委員会 

 

添付資料   無  ・  有 （ １ 枚）パンフレット 

市民への周知  広報ひた 11 月１日号に同封するまつりパンフレットで告知 

注意事項  － 

問合せ  観光課観光振興係 担当：鹿毛・伊東  ☎0973-22-8210 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

復興大鶴ふるさと祭について 

 

概要 

 復興を願う大鶴地区において、「復興大鶴ふるさと祭」が開催されます。地元の歌謡

や鼓笛隊の演奏をはじめ、大鶴の食が満載の出店も楽しめます。 

 さらにスペシャルゲストとして、津久見市出身の演歌歌手 川野夏美さんや豊ノ島関

に出演いただき、ふるさと祭りのステージを大いに盛り上げていただきます。 

内容 

 

【日 時】 平成 30 年 11 月４日（日） 午前９時 30 分～午後２時 50 分 

【場 所】 静修館屋外広場 

【内 容】 《舞台プログラム》 

9:30～ 開会式 

      9:40～ 【踊 り】ＹＭＣＡ【和太鼓】ダンシングヒーロー 

          【ダンス】ヒップホップダンス 

      10:00～ 【吹奏楽】ＴＯＩＮカーニバル 

      10:50～ 大明小学校鼓笛隊 

      11:10～ 【ものまね歌謡】山本譲一 

      12:00～ 演舞・歌謡・舞踊 

      13:00～ 【歌謡】川野夏美 歌謡ショー 

      13:50～ がんばれ！豊ノ島関 

      14:10～ ラッキー抽選会 

      14:50～ 閉会 

      《静修館》 

      ミニ四駆大会 

      《バザー会場》 

      各種バザー（地元の美味しい食などが出店します。） 

【主 催】 大鶴ふるさと祭り実行委員会 

 

添付資料   無  ・  有 （ １ 枚）  

市民への周知  広報ひた 11 月 1 日号  

注意事項 
駐車場所は、駐車場係が誘導します。 

巡回バスを運行しますので、ご利用ください。 

問合せ  大鶴振興センター担当：遠坂  ☎0973-28-2121 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 34 回夜明ふるさと祭りについて 

 

概要 

 夜明地区の“美味しい食”や“芸能、イベント”などが楽しめる「第 34 回夜明ふる

さと祭り」が開催されます。今年は、芸能発表や創作文化展、農産物即売会、各種バザ

ー、抽選付き餅まきなどのほか、うきはＹＯＳＡＫＯＩ祭りやＹバトン＆ダンスカンパ

ニー、藤蔭高校吹奏楽部が出演します。 

内容 

【日 時】 平成 30 年 11 月 18 日（日） 午前９時 30 分～午後３時 

【場 所】 夜明交流センター（旧夜明小学校） 

【内 容】 《特設ステージ》 

9:30～ 子ども神輿 入場 

      9:40～ 開会式・鏡開き 

      9:55～ 夜明にこにこ保育園ダンス 

      10:05～ 芸能発表 第１部（体操・踊り・カラオケなど 12 団体出演） 

      11:30～ うきはＹＯＳＡＫＯＩ祭り 

      12:15～ 各種健康体操 

      13:00～ Ｙバトン＆ダンスカンパニー 

      13:15～ 芸能発表 第２部（体操・踊り・カラオケなど５団体出演） 

      13:40～ 絶叫大会 

      14:05～ 藤蔭高校吹奏楽部演奏 

      14:25～ 農産物福引抽選会 

      14:40～ 閉会式 

      14:55～ 餅まき 

      《夜明公民館玄関ホール・集会室》 

      創作文化展（絵画、習字、毛筆、硬筆、俳句、写真） 

      《交流センターグラウンド》 

      各種バザー（地元の美味しい食などが出店します。） 

【主 催】 夜明ふるさと祭り実行委員会 

添付資料   無  ・  有（   枚）  

市民への周知  広報ひた 11 月 1 日号  

注意事項 駐車場所は、駐車場係が誘導します。 

問合せ  夜明振興センター担当：日野  ☎0973-27-2121 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月 1 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

平成 30 年 前津江町ふるさと祭について 
―「明るい 未来に 翔け！ まえつえ 」ー 

 

概要 

「明るい 未来に 輝け！ まえつえ」をテーマに『平成 30 年 前津江町ふるさと祭』

を開催します。前津江町で愛情を込めて作られた前津江育ちの農産物の品評会・即売会

をはじめ、前津江浦和太鼓の演奏、前津江小・中学校、保育園からの町民アトラクショ

ンが開催されます。さらにマジックショーやはしぐち眞貴の歌謡ショー、福引大抽選会

などの盛りだくさんのイベントで前津江町の秋を満喫いただきます。 

内容 

 

【期 日】 平成 30 年 11 月 18 日（日）10:00～15:30 

【場 所】 前津江小学校 

【日 程】 10:00～ 開会式 

      10:15～ 農産物品評会表彰式 

                    《町民アトラクション》 

      10:40～ 前津江中学校 

      10:50～ まえつえ保育園 

      11:00～ 前津江小学校 

      11:10～ 前津江浦和太鼓 

      12:00～ ピエロマジックショー 

      12:30～ はじぐち眞貴 歌謡ショー 

      13:45～ 農産物即売会 

      14:30～ 福引大抽選会（先着 500 名に抽選券を配布します。） 

      15:30～ 終了 

【主 催】 前津江町まつり実行委員会 

添付資料   無  ・  有（  １ 枚） チラシ 

市民への周知  広報ひた 11 月１日号 

注意事項  － 

問合せ  前津江振興局総務振興係 担当：梶原  ☎0973-53-2111 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「第 38 回 中津江村ふるさと祭り」について 

 

概要 

豊かな自然に恵まれた中津江村の「人」、村内で生産された「物」、地域に育まれた「文

化」等、中津江村の良さを地域内外の人々へ発信し、中津江村の魅力を満喫いただくイ

ベント「第 38 回 中津江村ふるさと祭り」を開催しますので、お知らせします。 

内容 

【日 時】 平成 30 年 11 月 18 日（日） 9：00～14：00 

【場 所】 中津江ホール 

【日 程】 《屋外本部テント》 

9:00～ 受付・福引券配布 

【ホール内】 

      9:15～ 小学生和太鼓演奏 

      9:30～ 開会式・農林産物品評会表彰 

      10:20～ 音楽発表（なかつえ保育園、津江中学校） 

      《屋外ステージ》 

      11:00～ 藤蔭高校吹奏楽部演奏 

      11:40～ 吉本お笑い＆パフォーマンスショー 

      12:30～ ばぁばイメチェンコンテスト 

      13:00～ 冷たさに挑め！冬のカキ氷早食い大会 

      13:40～ 福引抽選会 

      《ホール内常設》 

      9:00～ 公民館教室・小中学生書画展示 

      《屋外テント常設》 

      9:00～ 農林産物品評会出品物展示・緑化木配布 

      10:30～ 屋台村 

      12:00～ 品評会出品物販売 

【主 催】 中津江村ふるさとまつり実行委員会 

 

添付資料   無  ・  有（ １ 枚） チラシ 

市民への周知  広報ひた 11 月１日号、水郷ＴＶ（11 月１日～11 月 18 日） 

注意事項  － 

問合せ  中津江振興局総務振興係 担当：矢野  ☎ 0973-54-3111 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 14 回上津江産業文化祭について 

 

概要 

上津江町の産業・文化に触れる「第 14 回上津江産業文化祭」が開催されます。 

地元上津江で育った農林産物の品評会・即売会をはじめ、地元の食が満喫できるバザ

ーの出店もあります。また、屋内イベントでは、すぎっ子保育園児や津江小学校の和太

鼓をはじめ、きじやひょっとこ倶楽部の踊りや豆生野神楽など、上津江町の産業と文化

のイベントが楽しめます。 

内容 

【開催日】 平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）9:30 開会 

【場 所】 上津江振興局及び体育館 

【内 容】 《メインステージ（体育館）》 

      9:30～ 開会式典 

      10:00～ 津江小学校和太鼓 

      10:25～ 津江中学校合唱 

      10:45～ すぎっ子こども園 

      11:00～ きじやひょっとこ倶楽部 

      11:30～ 豆生野神楽 

      14:00～ 特別ゲスト「演歌歌手 北山たけし」コンサート 

          （司会）山本 華世さん 

      15:00～ 福引抽選会 

      《外会場》 

      10:00～ バザー出店、作品展示 

      12:00～ 農産物品評会表彰 

      12:20～ 農産物即売会 

      《振興局２階》 

      芸術作品展示（町内の小中・一般の絵画、習字、木工作品等） 

      《福引抽選会配布》 

      9:00～13:00 先着 600 名まで 

【主 催】 上津江地区振興協議会 

添付資料   無  ・  有（ １ 枚） チラシ 

市民への周知  広報ひた 11 月 15 日号、市ホームページ 

注意事項   

問合せ  上津江振興局 総務振興係 担当：神﨑  ☎0973-55-2011 

 



NO.1

日 曜 総務部 企画振興部 市民環境部 福祉保健部 商工観光部

1 木

・全国瞬時警報システム一斉情報伝達訓
練(10:00～市内一斉）

・定例記者会見（11:00～4階庁議室） ・大分銀行合同例会(17:30～マリエール
オークパイン日田)

2 金

3 土

・日田市政功労者表彰式（10:30～パトリア
日田小ホール）

4 日

・職員採用試験 後期第三次試験（日田市
役所）

・平成30年度復興！大鶴ふるさと祭（9:30
～静修館野外広場）
・第39回小野ふる里ふれあい祭り（9:35～
小野小学校）

・ＲＵＮ伴＋inひた（9:30～天瀬振興局
10:00～市役所）
・「市民まちづくり学校」講演会（14:00～7階
大会議室）

5 月
・職員研修 部課長級（13:30～7階大会議
室）

6 火
7 水

8 木

9 金

・第26回経営フォーラムin日田(13:00～マリ
エールオークパイン日田)
・第14回千年明かり(16:00～11日 花月川
周辺、丸山・豆田地区、咸宜園跡)

10 土

・ひたひこウォーキング「日田天領まつりと
千年あかりを訪ねて」（15:00～日田駅）

・日田准看護学院戴帽式（13:30～医師会
講堂）
・日田市地域子育て支援連絡協議会街頭
啓発活動（10:00～JAJAフェスタ会場ほか）

・第39回日田天領まつり(10:00～11日 豆田
地区、月隈公園周辺)
・日田まるごと市場(10:00～11日 中央公
園、パトリア日田前市道)

11 日

・第29期天領日田天元戦決勝戦(9:30～ア
オーゼ)

12 月

13 火

・女性に対する暴力をなくす運動街頭啓発
（11:30～日田市内6カ所）
・駐日カメルーン共和国大使館「日田市内
企業視察」（トライウッド 朝日木工）

・日田地区被害者等支援連絡協議会
（13:30～日田警察署1階大会議室）

・ロシアバイヤー【アズブカ・フクーサ社】
（13～14日 市内）
・四市工業連合会交流会(13:30～市内企
業 みくまホテル)

平成３０年１１月行事予定表

13 火 企業視察」（トライウッド、朝日木工） 業、みくまホテル)
・第43回消費生活展(9:00～15日 市役所1
階ロビー)

14 水
・平成30年第4回日田市議会定例会一般
報告・全員協議会案件の提出締切

・アフリカビジネスセミナー開催、カメルーン
ビジネスマッチング（10:00～大分銀行宗麟
館）

15 木
・平成31年度当初予算（義務・経常）提出
締切

16 金

・マイナンバーカード時間外窓口開設 予約
制（17:00～市民課）

17 土

・第7回おおいた暮らしフェア（13:00～博多
バスターミナル）

・地域経済復興プレミアム商品券市内在住
者向け引換え（10:00～18日 市役所1階ロ
ビー等）
・地域経済復興プレミアム商品券市外在住
者向け発売（17日～2月17日 市内観光施
設、旅館等）
・第1回創業ステップアップセミナー(13:30～
日田ビジネスサポートセンター)

18 日

・第34回夜明ふるさと祭り（9:30～夜明交流
センター）

・紅葉祭2018(10:00～いいちこ日田蒸留所)

19 月
・平成30年度日田市生活安全推進協議会
（15:00～4階庁議室）

・地域経済復興プレミアム商品券市内在住
者向け引換え（19～22日、26～30日 商工
会議所、商工会）

20 火

21 水
・全国瞬時警報システム一斉情報伝達訓
練(11:00～市内一斉）

22 木
・第45回商工祭【商工従業員表彰】(18:00
～パトリア日田小ホール)

23 金

24 土

25 日

26 月 ・職員研修 主幹級（9:00～7階大会議室）

27 火 ・職員研修 主査級（9:00～7階大会議室）

28 水

・職員研修 主査級（9:00～7階大会議室） ・ワーク・ライフ・バランス講演会(18:30～パ
トリア日田小ホール)
・日田家具工場見学会【オープンファクト
リー】(10時～市内家具工場等)

29 木

30 金

備考
・「世界人権宣言７０周年記念講演会」（12
月4日 13:30～パトリア日田小ホール）
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NO.2

日 曜 農林振興部 土木建築部 教育委員会 上下水道局
議会・選管・監査・農委・
消防・会計・振興局管内

1 木

・第4回なかべり紅葉の里開き（11月1日～
12月10日 馬原中部里地区）【天瀬】
・農業委員会定例総会（13:30～7階大会議
室）【農委】

2 金

・4期成会（国道211号等）による地元国会
議員への要望活動（10:00～衆議院会館、
参議院会館）【議会】
・第11回選挙管理委員会（10:00～7階701
会議室）【選管】

3 土

・第72回文教祭 生活文化展（10:00～4日
パトリア日田ギャラリー）
・大巻伸嗣アーティストトーク（13:00～ア
オーゼ2階会議室）

・第3回天瀬婚活学園（10：00～天瀬振興
局）【天瀬】

4 日

・第14回あまがせ公民館まつり（9:30～天
瀬公民館体育館）【天瀬】

5 月
・前津江町人権講演会（19:00～前津江公
民館集会室）【前津江】

6 火
7 水

8 木
・第15回九州・沖縄ブロック ターゲットバー
ドゴルフ交流大会in大分（9:00～日田市陸
上競技場）

9 金

10 土

・ＪＡＪＡフェスタ2018農協まつり（9:00～11
日 中城グラウンド）

・水郷ひた芸術文化祭2018水の森全国俳
句大会 吟行（13:00～ 亀山公園、小鹿田
焼の里）
・第72回文教祭 日田映像祭（13:00～パトリ
ア日田小ホール）

・200海里の森林づくり植樹交流会（9:30～
鯛生金山施設周辺市有地）【中津江】

11 日

・水郷ひた芸術文化祭2018水の森全国俳
句大会（10:00～パトリア日田大ホール）

・なかべり花と紅葉の里づくり15周年記念
式典（11:00～天瀬町馬原中部里地区）【天
瀬】
・日田市消防団大山方面団連結送水訓練
（7:30～連結送水 第4分団管轄区域）【大
山】
・秋季火災予防点検巡回啓発（8:00～中津
江村内全域）【中津江】
・第4回鯛生金山祝い山唄日本一大会
（10:00～鯛生金山プレスセンター）【中津
江】

12 月
・中津日田間地域高規格道路促進期成会
中央要望 （12～13日 国土交通省、財務省
外）

・会所山第3配水池耐震補強工事に伴う配
水池の区域切替作業（12～13日）

・地域高規格道路「中津日田道路」整備促
進の中央要望活動（12～13日 国土交通
省、財務省外）【議会】

13 火

平成３０年１１月行事予定表

13 火

14 水
・会所山第3配水池耐震補強工事に伴う配
水池の区域切替作業予備日(14～15日）

・全国市議会議長会研究フォーラムＩＮ宇都
宮（14～15日 宇都宮市）【議会】

15 木
・定例自治会長会（9:00～上津江振興局）
【上津江】

16 金

・天瀬地区防災講演会（19:00～天瀬公民
館視聴覚室）【天瀬】
・日田玖珠議長会 研修会、交流会（マリ
エールオークパイン）【議会】

17 土

・第37回日田市青少年健全育成大会
（10:00～パトリア日田小ホール）

・秋の田来原ノルディックウォーキング
（9:30～田来原美しい森づくり公園）【大山】

18 日

・第2回高校生「ひたジビエ レシピグランプ
リ」大会（9:00～昭和学園高校 調理実習
室）

・第72回文教祭 第24回日田市民音楽祭
（13:00～パトリア日田大ホール）

・前津江町ふるさと祭（9:00～前津江小学
校）【前津江】
・第38回中津江村ふるさと祭り（9:00～中津
江ホール）【中津江】

19 月
・第1回日田市空家等対策協議会（15:30～
7階中会議室）

・大分県市議会議長会 議長視察研修（19
～21日 新潟県三条市、長野県安曇野市）
【議会】

20 火

・定例校長・所長会（9:00～ 別館3階大会
議室）
・日田市世界遺産登録推進講演会（19:00
～パトリア日田小ホール）

21 水
・選挙出前授業（14:20～県立三隈高校）
【選管】

22 木

23 金

・第72回文教祭 秋の東洋蘭・おもと展
（9:00～11月25日 パトリア日田ギャラリー）

・（仮称）あまがせ湯けむりウォーク（ 9:00
～天ヶ瀬温泉街周辺）【天瀬】
・第14回上津江産業文化祭（8:30～上津江
振興局）【上津江】

24 土

25 日
・市民参加の森づくり大会（10:00～萩尾市
有林）

・第72回文教祭 第24回舞台芸術祭「おどり
の祭典」（11:00～パトリア日田大ホール）

26 月 ・定例教頭会（14:00～別館3階大会議室）

27 火

28 水

・木の花ガルテン生産者交流会（18:00～大
分大山町農業協同組合2Ｆホール）

・（予定）定例教育委員会（15:00～別館3階
大会議室）

29 木
・平成30年度下水道に関する九州・沖縄ブ
ロック首長意見交換会（沖縄県中頭郡北中
城村）

・議会運営委員会【議会】

30 金

備考
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