
    

日 時：平成 31 年２月４日（月）11:00～12:00 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 

 

 

◇案件 

 １．市民まちづくり学校「木育講演会」について（林業振興課）      ・・・・・・・・１ 

２．平成 30 年度「咸宜園の日」記念講演会並びに「咸宜園教育研究センター研究奨励事業」 

報告会について（咸宜園教育研究センター）     ・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  ３．2019 水郷ひたキャンペーンレディの募集について（観光課）      ・・・・・・・３ 

 

 ◇質疑応答 

 

 

◇おしらせ 

  １．第 36 回天領日田おひなまつりについて（観光課）     ・・・・・・・・・・・・・４ 

  ２．第 39 回日田おおやま梅まつりについて（大山振興局）    ・・・・・・・・・・・５ 

３．２月行事予定表（総務課）        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

 ◇質疑応答 

 

 

 ◇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、林業振興課長、咸宜園教育研究ｾﾝﾀ-長、観光課長、大山振興局長、まちづくり推進課長 

地方創生推進課長、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 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

平成 31 年２月４日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

市民まちづくり学校「木育講演会」について 

 

概要概要概要概要    

市民や子どもたちが身近な木に親しみ、木に触れることを通じて、人や木、森との

関わりを考えることができる豊かな心を育むための「木育」を推進しています。 

今回、熊本大学教育学部の田口浩継教授をお招きし、市民まちづくり学校「木育講演

会」を開催します。また、木製おもちゃを制作しています市内関係者にご協力いただき、

木製おもちゃを展示します。身近な木の温かみに触れることができる講演会です。 

内容内容内容内容    

 

【日  時】 平成 31年２月６日（水）13:30～15:00 

【場  所】 パトリア日田 ギャラリー 

【講  師】 田口 浩継 氏 

熊本大学教育学部 副学部長・教授 

【演  題】 『人と木との関わりの大切さの再検討』 

【参 加 料】 無料 

     ※託児ルームを設けます。ご利用の際は申込みの際に連絡ください。 

 

【展示者数】 ５業者 

       （ＷＯＯＤ ＪＯＹ、木工房 林、○太や、中野木工所、夢工房「翔」） 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ １ 枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     広報ひた２月１日号、市ホームページ 

注意事項注意事項注意事項注意事項      

問合問合問合問合せせせせ     林業振興課林業振興係 担当：綾垣  ☎0973-22-8362 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

平成 31 年２月４日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

平成 30 年度「咸宜園の日」記念講演会並びに「咸宜園教育

研究センター研究奨励事業」報告会について 

 

概要概要概要概要    

廣瀬淡窓先生が桂林園から現在の咸宜園に移ってきた２月 23 日を「咸宜園の日」と

定め、平成 23年度から「咸宜園の日」記念事業として開催しています。今年度は２月

24 日（日）にパトリア日田 小ホールにて、淡窓先生や咸宜園に関わる記念講演会を

開催いたします。また、新たな取組として「咸宜園教育研究センター研究奨励事業」

で研究を進めていただいています、二人の研究者の報告会を記念講演会と併せて、開

催いたします。 

内容内容内容内容    

 

【日 時】平成 31年２月 24日（日）13:00～16:30 

【場 所】日田市民会館（パトリア日田）小ホール 

【入場料】無料 ※事前申込等不要 

【内 容】『平成 30年度「咸宜園の日」記念講演会』 

演題 「咸宜園教育の影響－井上知愚・昆江と「柳園塾」」 

講師 筑紫女学園大学教授 時里 奉明(トキサト ノリアキ) 氏 

 

     『平成 30年度「咸宜園教育研究センター研究奨励事業」報告会』 

研究課題① 川邉 雄大(カワベ ユウタイ) 二松学舎大学講師 

  「漢文教科書および漢詩集に採録された咸宜園関係者の漢詩文に関する研究」 

研究課題② 松岡 亜紀(マツオカ アキ) 建築士 

「廣瀬淡窓旧宅の建物に関する研究」 

 

【その他】日隈子ども園の園児による「休道の詩」朗誦・詩吟や「咸宜園世界遺産登録

推進小学生作文コンクール」優秀賞を受賞されました児童による作文朗読な

どを予定しています。 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ １ 枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知    広報ひた 2月 15 日号、市ホームページ・Facebook 

注意事項注意事項注意事項注意事項     － 

問合問合問合問合せせせせ     咸宜園教育研究センター研究・啓発 係 担当：髙村・溝田  ☎0973-22-0268 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

平成 31 年２月４日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

2019 水郷ひたキャンペーンレディの募集について 

 

概要概要概要概要    

水郷ひたキャンペーンレディになって、日田の魅力を全国にＰＲいただける方を募集

します。 

今年はラグビーワールドカップ 2019 大分大会の開催に合わせ、首都圏や市内外で開

催されるイベント、各種メディアでの日田市の観光やイベント等のＰＲ活動が行われま

す。『明るく、元気で、やる気』があって、『日田市が大好きな方』の応募をお待ちして

います。 

内容内容内容内容    

 

【募集人数】 ２名以内 

【任  期】 2019 年５月～2021 年４月（2年間） 

【活動内容】 

日田まつり振興会が主催する日田川開き観光祭、日田祇園山鉾集団顔見世、日田天領

まつり、天領日田おひなまつりの他、福岡県や関東、関西、海外などで開催されるイ

ベント、各種メディア営業での日田市の PR活動 

【応募資格】 

・市内に居住する 18 歳以上の女性（2019 年４月１日現在）（高校生は、不可） 

・日田まつり振興会が主催するイベント等に参加できる他、年間 20日程度（平日を含 

む）日田市のＰＲのため、市内外の各種イベントに参加できる人 

・自薦・他薦・既婚・未婚は問いません(他薦の場合は本人の同意が必要です) 

・未成年者は、親権者の同意が必要です 

・着付け教室に通える人（毎週１回、３～４か月程度） 

※受講後、県外などのイベント開催地で、一人で着付けができる事。 

【申込期限】2019 年３月 15 日（金）17：00 必着 

【申込方法】 

応募用紙に必要事項を記入し、郵送、FAX、持参等の方法で、申込期限までに提出くだ

さい。提出書類は、返却いたしません 

【申 込 先】〒877-8601 日田市田島２丁目６番１号  

 日田まつり振興会事務局（日田市商工観光部観光課内） 

電話：0973-22-8210  

FAX ：0973-22-8328  

E-mail：kanko＠city.hita.oita.jp 

 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（  枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知    広報ひた 2月 15 日号、市ホームページ、観光課 Facebook 

注意事項注意事項注意事項注意事項     － 

問合問合問合問合せせせせ    

 観光課観光振興係 担当：三笘  ☎0973-22-8210  

 一般社団法人日田市観光協会 ☎0973-22-2036 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

平成 31 年２月４日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 36 回天領日田おひなまつりについて 

 

概要概要概要概要    

「第 36 回天領日田おひなまつり」を２月 15 日（金）から３月 31 日（日）の期

間で開催します。 

豆田町や隈町を中心に 14施設（豆田町８施設、隈町５施設、大鶴地区１施設）

でひな人形の展示・公開されます。天領日田おひなまつりの期間中は「青い目の

人形パレード」や「豆田流しびな」、「春の新酒蔵出しまつり」などのイベントも

開催されます。 

内容内容内容内容    

【開催期間】 平成 31年２月 15 日（金）～３月 31 日（日） 

【会  場】 豆田町・隈町など 

【展示施設】  14 施設 公開展示数 5,000 体（日田市観光協会調べ） 

豆田地区：草野本家、薫長酒蔵資料館、嶋家本家、工房黒船屋、 

天領ひな御殿、日本丸館 

       隈 地 区：日本料理春光園、てまり工房と提灯工房、原次郎左衛 

門家、ヤマキチ後藤家、椎茸の森菊 

      大鶴地区：清渓文庫 

【期間中のイベント】 

(１)おきあげとたたみの縁人形展 

期間：２月１日（金）～３月 31 日（日）9:00～17:00 場所：ひた押し花美術館 

(２)早春蔵開き 

期日：２月 11日（祝）9:00～16:00 場所：薫長酒造 

(３)青い目の人形パレード 

 期日：２月 16 日（土）10:00～ 場所：ＪＲ日田駅～三隈幼稚園 

(４)豆田流しびな 

 期日：３月３日（日）10:00～14:00 場所：桂林荘公園 

(５)春の新酒蔵出しまつり 

 期日：３月 10 日（日）11:00～18:00 場所：三隈川河畔 

(６)いいちこ日田蒸留所 春の蔵開き 

 期日：３月 30日（土）～31日（日）10:00～16:00 場所：いいちこ日田蒸留所 

(７)懐かしのきもの展 

 期日：３月２日（土）～23 日（土）10:00～16:00 場所：豆田まちづくり歴史交流館 

【連絡事項】 

・期間中、市内各所にておきあげ雛つくり体験やコンサートなどが開催されます 

※詳細は別紙パンフレットを参照ください。 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有 （ １ 枚）パンフレット 

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     広報ひた 2月 1 日号、市ホームページ、観光課 facebook 

注意事項注意事項注意事項注意事項    天瀬町古園地区のひなまつりは中止となります。 

問合問合問合問合せせせせ    

 観光課観光振興係 担当：三笘  ☎0973-22-8210 

 一般社団法人日田市観光協会 ☎0973-22-2036 

 



 

5 

 

— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

平成 31 年２月４日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 39 回日田おおやま梅まつりについて 

 

概要概要概要概要    

「第 39 回日田おおやま梅まつり」を２月 17日（日）から３月 17日（日）の期間で

開催します。おおくぼ台梅園やふるや台梅園を中心に約１万本の梅の花が見頃を迎

え、山全体が白や淡いピンク色に染まり、梅の里おおやまの早春が満喫できます。 

また、期間はおおくぼ台梅園並びにふるや台梅園にて、イベントを開催します。 

内容内容内容内容    

【期間】平成 31 年２月 17 日（日）から３月 17日（日） 

《おおくぼ台梅園メインイベント》 

 と き：３月３日（日）午前 10時～午後３時 

 ばしょ：おおくぼ台梅園 

内 容：梅娘認証式、野点（日田高等学校茶道部）、豊作祈願祭、式典・餅まき、緑化 

木無料配布、出店、梅娘撮影会 

アトラクション出演団体： 

大山小学校１・２年生、大山中学校吹奏楽部、日田もりあ下駄い、 

プア ラニ フラ スタジオ（フラダンス）、ＪＲ九州「櫻燕隊」（よさこい） 

《ふるや台梅園イベント》 

 と き：３月 10日（日）午前 11時～ 

内 容：開会行事、お楽しみ抽選会、緑化木無料配布、出店 

アトラクション出演団体： 

   大山小学校３年生、大山中学校吹奏楽部、日田林工高等学校吹奏楽部 

    Ｎemi and Ｏthers（バンド演奏）、手話サークルあさぎり、新天領歌謡会 

《道の駅 水辺の郷おおやま梅まつり「振舞祭」》 

 と き：３月９・10日（土・日）  ばしょ：道の駅 水辺の郷おおやま 

 内 容：餅まき（①11:45～ ②14:00～ の２回） 

 アトラクション出演団体： 

    ＪＲ九州大分支社協調楽団（３月 10 日 11:00～） 

《期間中イベント》 

 梅まつりフォトコンテスト・第 38 回梅まつりフォトコンテスト作品展示 

 梅まつり期間限定記念 写真タグ付 Ｍｙ梅酒づくり体験 

 ウォール大山ライトアップナイト など 

【主催】大山まつり実行委員会（事務局／日田市大山振興局） 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ １ 枚） チラシ 

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     広報ひた 2月 1 日号、市ホームページ 

注意事項注意事項注意事項注意事項    

3/3（日）おおくぼ台梅園周辺は通行規制があります。交通誘導員の指示に従ってご来

場いただき、「奥日田温泉うめひびき」の駐車場に駐車をお願いします。 

問合問合問合問合せせせせ     大山振興局産業建設係 担当：中村  ☎0973-52-3101 

 



NO.1NO.1NO.1NO.1

日 曜 総務部総務部総務部総務部 企画振興部企画振興部企画振興部企画振興部 市民環境部市民環境部市民環境部市民環境部 福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部 商工観光部商工観光部商工観光部商工観光部

1 金

・2019・2020年度 測量、補償等建設ｺﾝｻﾙﾀ

ﾝﾄ業務　入札参加資格審査申請受付開始

（2月1日～3月15日）

・2019年度 土木、建築等建設工事（県外

建設業者）　　　　　　　　〃　　　　　 受付開

始（2月1日～3月15日）

・高校3年生のための「自分でやろうよ行政

手続講座」（9:50～日田林工高校1階会議

室）

・平成31年度大分県交通災害共済受付開

始（2月1日～18日 7階702会議室　2月19

日～3月29日 6階603会議室）

2 土

3 日

4 月

・法制執務研修（①9:00～②13:30～7階大

会議室）

・定例記者会見（11:00～4階庁議室）

5 火

・人権・同和問題啓発研修（①10:30～②

13:15～7階大会議室）

6 水

・人権・同和問題啓発研修（①10:30～②

13:15～③15:15～7階大会議室）

・平成30年度 第2回企業・行政人権啓発推

進員研修会（13:30～パトリア日田小ホー

ル）

7 木

8 金

・九州経済フォーラム地域間交流懇談会in

日田（13:00～マリエールオークパイン）

9 土

・九州経済フォーラム地域間交流懇談会in

日田（ 9:00～マリエールオークパイン）

・「ＳＬ人吉の客車」で行く日田彦山線の旅

（10:02～小倉⇔井上酒造）

10 日

・ひた防災フェスタ2019㏌花月川（9:30～日

田林工高校体育館）

・第3回大肥郷麦踏み交流フェスタ（10:30～

夜明交流センター等）

・災害ボランティアネットワーク連絡協議会

研修会（10:00～7階大会議室）

11 月

12 火

・おとな先生番外編「僕らのみらい会議～こ

れからの働き方とは～」(13:30～パトリア日

田大ホール)

13 水

・「平成30年度社会福祉功労者厚生労働

大臣表彰」受賞報告（13:00～4階応接室）

14 木

・平成30年度 日田方面団消防後援会連絡

協議会（16:00～よろづや）

15 金

・第12回大分県まち・ひと・しごと創生本部

会議（10:00～大分市内）

・マイナンバーカード時間外受取等窓口開

設（17:00～市民課：予約制）

・第36回天領日田おひなまつり(2月15日～

3月31日 豆田・隈地区、天瀬町ほか)

・水郷ひたキャンペーンレディ募集開始(2

月15日～3月15日)

16 土

・青い目の人形パレード(10:00～ＪＲ日田駅

～三隈幼稚園)

17 日

18 月

19 火

・平成31年第1回市議会定例会 告示 ・日田市地域公共交通会議（13:30～4階庁

議室）

・市内高等学校と工業建設業界との意見

交換会(17:00～亀山亭ホテル)

20 水

・平成30年度第2回OA化推進員会議

（13:00～7階中会議室）

・全国瞬時警報システム一斉情報伝達訓

練(11:00～）

21 木

22 金

・一般質問通告開始（8:30～） ・平成30年度第2回日田市定住自立圏共

生ビジョン懇談会（13:30～7階中会議室）

・平成30年度第3回日田市まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会（15:30～7階中会議

室）

23 土

・日田・中津暮らし体験ツアー（23日：豆田、

天瀬塚田、大山 24日：中津市）

24 日

25 月

26 火

27 水

・一般質問通告締切（～12:00）

28 木

・市民公開講座「認知症をまなぼう！Part3

～認知症とお口の意外な関係～」（18:30～

パトリア日田大ホール）

6

平成３１年２月行事予定表平成３１年２月行事予定表平成３１年２月行事予定表平成３１年２月行事予定表

備考



NO.2NO.2NO.2NO.2

日 曜 農林振興部農林振興部農林振興部農林振興部 土木建築部土木建築部土木建築部土木建築部 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 上下水道局上下水道局上下水道局上下水道局

議会・選管・監査・農委・議会・選管・監査・農委・議会・選管・監査・農委・議会・選管・監査・農委・

消防・会計・振興局管内消防・会計・振興局管内消防・会計・振興局管内消防・会計・振興局管内

1 金

・市営住宅 臨時募集（2月1日～14日 建築

住宅課、振興局）

・農業委員会定例総会（13:30～7階大会議

室）【農委】

2 土

3 日

4 月

・第61回県内一周大分合同駅伝競走大会

日田市選手団結団式（18:30～7階大会議

・第2回選挙管理委員会（10:30～7階701会

議室）【選管】

5 火

・しいたけ駒打ち体験（14:00～三和小学

校）

・「市民まちづくり学校」講演会（14:00～パト

リア日田小ホール）

・第4回大山まつり実行委員会（19:00～大

山振興局大会議室）【大山】

6 水

・市民まちづくり学校・木育講演会（13:30～

パトリア日田ギャラリー）

・一般国道210号加々鶴トンネル改良事業

中央要望（14:00～国土交通省 ）

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火

・H30年度明るい選挙推進協議会研修会：

県主催（10:00～日田総合庁舎）【選管】

13 水

・大分県農業賞授賞式（10:30～大分県庁

14階大会議室）

・天瀬振興協議会役員会（19:00～天瀬振

興局会議室）【天瀬】

14 木

・定例校長・所長会（9:00～別館3階大会議

室）

・第6回消防団天瀬方面団役員会（19:30～

天瀬振興局会議室）【天瀬】

15 金

・定例教頭会（14:00～別館3階大会議室） ・定例自治会長会（9:00～上津江振興局）

【上津江】

16 土

17 日

・第38回日田おおやま梅まつり（2月17日～

3月17日 おおくぼ台梅園・ふるや台梅園）

【大山】

18 月

19 火

20 水

・「淡窓先生に学ぶ～学校の取組～」展示

（2月20日～3月3日 パトリア日田ギャラ

リー）

・第61回県内一周大分合同駅伝競走大会

（3日目）日田市ゴール（15:30頃 市役所南

口）

21 木

・第61回県内一周大分合同駅伝競走大会

（4日目）日田市スタート（9:30～市役所南

口）

・議会運営委員会、大分県市議会議長会

第102回理事会（竹田市）【議会】

22 金

・定例教育委員会（予定）（15:00～4階庁議

室）

・大阪府池田市財産区行政視察来庁

（14:30～）【天瀬】

23 土

・大山ダム水源地域上下流交流事業：植樹

祭（11:15～田来原美しい森づくり公園）【大

山】

24 日

・「咸宜園の日」記念事業及び咸宜園教育

研究センター研究奨励事業報告会（13:00

～パトリア日田小ホール）

25 月

26 火

・第1回定例市議会開会：予定【議会】

27 水

28 木

7

・上津江公民館フェスティバル（3月3日 上

津江体育館）【上津江】
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