
    

日 時：令和元年 11 月１日（金） 11:00～12:00 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 
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４．第 21 回天領日田ひなまつり健康マラソン大会（スポーツ振興課）     ・・・・・４ 

 

◇質疑応答 

 

 

◇おしらせ 

１．第 40 回日田天領まつり・第 15 回千年あかり（観光課）        ・・・・・・５ 

２．ふるさとまつり情報 

「令和元年前津江町ふるさと祭」（前津江振興局）           ・・・・・・６ 

「第 15 回上津江産業文化祭」（上津江振興局）            ・・・・・・７ 

「第 40 回小野ふる里ふれあい祭り」（小野振興センター）       ・・・・・・８ 

「令和元年大鶴ふるさと祭」（大鶴振興センター）           ・・・・・・９ 

「第 35 回夜明ふるさと祭り」（夜明振興センター）          ・・・・・・10 
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◇質疑応答 

 

 

◇事前質問 

１．JR 日田彦山線復旧に向けた現状（TOS テレビ大分） 

２．障害者施設への虐待調査未実施について関係職員の処分について（大分合同新聞社） 

 

◇質疑応答 

 

 

【出席】 

市長、市民課、商工労政課、スポーツ振興課、観光課、前津江振興局、上津江振興局、 

小野振興センター、大鶴振興センター、夜明振興センター 

地方創生推進課長、シティセールス係主幹（総括） 

 

【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 令和元年令和元年令和元年令和元年    11111111 月定例記者会見月定例記者会見月定例記者会見月定例記者会見        ――――    News Release News Release News Release News Release ――――    



 



— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

安全運転支援装置の設置費用補助を始めます 

―高齢者ドライバーに安心・安全をー 

 

概要概要概要概要    

全国的に、高齢ドライバーのアクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故が

大きく報道されています。日田市では高齢運転者に免許証の返納を呼びかける一方

で、運転するときに少しでも安心していただけるよう、令和元年 11月 1日から、安

全運転支援装置を取り付ける方を対象に購入及び取り付けに必要な費用に対して補

助金申請の受け付けを始めます。 

内容内容内容内容    

【対象者要件】 

・令和元年 11月 1日（金）以降に安全運転支援装置を取り付けた人 

・市内に住所を有し、安全運転支援装置を購入・設置した車両の車検証に使用者と

して記載されている人（事業用・販売目的の車は除く） 

・申請時に 65歳以上の人 

・市税の滞納がない人 

・暴力団員ではない人 

・設置後１年以上使用すること 等 

 

【補助金額】 

・補助対象経費の２分の１を補助します。 

・ただし、上限を 22,000 円とします。 

 

【安全運転支援装置とは】 

ペダルの踏み間違い等による急加速を抑制する機能を有するもので、主に以下の

３つの装置になります。 

①アクセルペダルを強く踏み込んだ場合に加速を抑制する装置。 

②前方や後方に障害物があれば車体に装備されたセンサーが検知し、加速を抑制

する装置。 

③ペダルの踏み間違いを防止するためアクセルとブレーキが一体化されたワンペ

ダル式の装置。 

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 11月 1日号、市ホームページ 11月 1日 

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     市民課 生活安全係 担当：水野、山本  ☎0973-22-8204 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和元年 11 月 1 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

職場で役立つ 外国人対応講座を開催 

 

概要概要概要概要    

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって、日田市においても外国人を新た

な労働力として採用する企業が増えてきていることから、企業等が必要とする外国

人材を適正に受入れ、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる地域社会を実現す

ることを目的として、受け入れる側の日本人向けセミナー（全５回コース）を無料

で開催します。 

内容内容内容内容    

外国人外国人外国人外国人のののの習慣習慣習慣習慣やややや文化文化文化文化をををを学学学学ぶぶぶぶ    

【【【【対 象】外国人労働者が職場にいる企業 

今後外国人材を受け入れる企業で働く人 

外国の文化に興味がある人 など 

【内 容】外国人の習慣、文化、外国人に分かりやすい日本語などについて学ぶ 

【日 時】11月 12 日（火） 19:00～21:00 

11 月 16 日（土） 14:00～16:00 ※両日とも同じ内容。 

 

日本語教育日本語教育日本語教育日本語教育    

【【【【対 象】企業で外国人に日本語を教えている人、日本語教育に興味がある人など。 

【内 容】日本語の指導方法などについて学ぶ 

【日 時】11月 17 日（日） 10:00～12:00 〔入門編〕 

11 月 30 日（土） 10:00～12:00 〔基礎編〕 

12 月 １日（日） 10:00～12:00 〔応用編〕 

 

 

【会 場】アオーゼ 会議室（全日程） 

【講 師】立命館アジア太平洋大学 言語教育センター長 本田 明子 教授 

 

【主 催】日田市 

【共 催】大分県 

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、市ホームページ、ひたふる 

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

令和元年 11 月 1 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

企業魅力発見セミナーを開催 

 

概要概要概要概要    

地元企業の魅力を知り経営者や働く人々の思いに触れることによって、働くこと

に対する考え方である勤労観や、職業に関するイメージである職業観を育み、進路

意識の向上を図ることを目的に、進学校である日田高等学校の２年生（200 人）を対

象に雇用ジャーナリストによる講演会と企業面談会を開催します。 

ほぼ全員が市外の大学等へ進学する日田高生に地元企業を知ってもらうことで、

将来地元企業を就職先に選択する子どもたちの増加をねらう。 

内容内容内容内容    

【日 時】11月 19 日（火） 14:20～ 

【会 場】大分県立日田高等学校 金鴉館・体育館 

 

【第１部】14:20～ 会場：金鴉館 

●●●●講演講演講演講演「ＡＩ「ＡＩ「ＡＩ「ＡＩ時代時代時代時代をををを生生生生きききき抜抜抜抜くキャリアくキャリアくキャリアくキャリア形成形成形成形成～～～～20202020 年年年年でででで仕事仕事仕事仕事のののの価値観価値観価値観価値観はははは大大大大きくきくきくきく変変変変わるわるわるわる～」～」～」～」 

講師：雇用ジャーナリスト 海老原 嗣生 氏 

    

【第２部】15:20～ 会場：体育館 

●●●●企業魅力説明会企業魅力説明会企業魅力説明会企業魅力説明会    

生徒が 10人程度ずつに分かれ企業ブースを回り、経営者や若手従業員から経営ビ

ジョン等の説明を受け、地元企業の魅力を発見する。 

・参加企業：22 社（別紙） 

・内  容：①生徒１人が３回の説明を企業ブースで受ける 

②３回の内、本人の希望する企業を必ず１社含んでいる 

（１社以外は、事務局で割り振り） 

③１回の説明時間は質疑応答を含め 15分間 

 

【主 催】日田市、日田商工会議所、日田地区商工会 

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     － 

注意事項注意事項注意事項注意事項    

取材については、第１部及び第２部の全日程において、講師並びに学校サイドから

撮影許可をいただいています。 【駐車場】別紙案内図をご覧ください。 

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

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 21 回天領日田ひなまつり健康マラソン大会 

 

概要概要概要概要    

第 21 回天領日田ひなまつり健康マラソン大会を令和２年３月８日に開催します。 

多くの日田市民のご協力とご声援をいただいております本大会は、今年度で第 21

回大会を迎え、1,400 人以上を超える参加者を集める日田市最大のスポーツイベント

となっています。 

昨年に続き、ゲストランナーにノッチ氏を迎え、一般ランナーと共にひなまつり

期間中の豆田町などを走っていただきます。 

内容内容内容内容    

【開 催 日】令和２年３月８日（日） 

【会  場】日田市陸上競技場（スタート/フィニッシュ） 

【種  目】２ｋｍ （ 8:45 スタート） 

ハーフ （ 9:05 スタート） 

10ｋｍ （ 9:15 スタート） 

5.5ｋｍ（ 9:15 スタート） 

【申込期間】〔郵便振替・窓口〕令和元年 11 月１日(金)～令和２年１月 17日(金) 

〔インターネット〕令和元年 11 月１日(金)～令和２年１月 31 日(金) 

【参 加 料】一般 3,500 円、高校生 2,500 円、小中学生 1,500 円 

※いずれも傷害保険料を含む。 

※申込み後の返金はいたしません。 

 

【主  催】天領日田ひなまつり健康マラソン大会実行委員会 

 

●詳細は別紙資料または大会公式サイトをご覧ください。 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（  ２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 11/１号、ポスター11/15 自治会配布、市ホームページ・大会公式サイト 11/１ 

注意事項注意事項注意事項注意事項     当日の交通規制に関する詳細な情報については、広報３/１号同封のチラシにて。 

問合問合問合問合せせせせ     スポーツ振興課 スポーツ振興係 担当：江藤  ☎0973-22-8442 

 

大会公式大会公式大会公式大会公式サイトサイトサイトサイト    
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 40 回日田天領まつり・第 15 回千年あかり 

 

概要概要概要概要    

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、８日（金）夜から花月川河川敷等を中心に、約３万本の竹灯籠が幻想的に彩る

「千年あかり」も同時開催され、訪れたお客様を幽玄な世界へと誘います。 

内容内容内容内容    

■開催日時・場所 

天領まつり 

【日 時】令和元年 11月９日（土）・10日（日） 10:00～16:30 

【場 所】豆田地区、丸山地区 

千年あかり 

【日 時】令和元年 11月８日（金）～10 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：令和元年 11 月８日（金）16:30 ／ 場所：花月川河川敷 

■内容 

西国筋郡代着任行列 

【日 時】令和元年 11月９日（土） 13:00～16:10 

【場 所】豆田地区、丸山地区 

天領日田にぎわい広場 

【日 時】令和元年 11月９日（土）・10日（日） 10:00～16:00 

【場 所】豆田まちづくり歴史交流館（旧古賀医院）裏広場 

農産物即売ブースや日田祇園豆田下町山鉾の展示など 

天領の町並みを活用した企画 

【内 容】①地元商店街の皆さんや関係者、ボランティアが時代衣装でお出迎え 

②訪れたお客様が時代衣装を着てまち歩きを楽しむ企画 

【日時】11 月９日（土）10:00～16:00／10 日（日）10:00～15:00 

【場所】豆田まちづくり歴史交流館（受付・着替え） 

弘前市・屋久島市との交流 

【日 時】弘前市：11月９日（土）、屋久島市：11 月 10 日（日） 

【内 容】弘前市は、金魚ねぷた制作体験、弘前リンゴの PR 販売 

屋久島町は、特産品の PR販売 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（  １枚）  

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：江田  ☎0973-22-8210 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

令和元年前津江町ふるさと祭 

 

概要概要概要概要    

今年の前津江町ふるさと祭では、恒例の地元の保育園児・小・中学生の発表、浦

和太鼓の演奏、曲芸や歌謡ショーの他に、日田市博物館で開催された「前津江の自

然展」のパネル展示と「郷土日田の自然調査会」の方による解説を行います。 

農産物即売会は、毎年、新鮮野菜を求めて前津江町内外を問わず多くの方でにぎ

わいます。 

内容内容内容内容    

【日 時】令和元年 11月 17 日（日） 10:00～15:00 

【場 所】前津江小学校体育館 

【日 程】10:00～ 開会式 

10:15～ 農産物品評会表彰 

10:40～ 浦和太鼓 演奏 

11:20～ まえつえ保育園 発表 

11:30～ 前津江中学校 発表 

11:40～ 前津江小学校 発表 

11:50～ 「前津江の自然展」解説 

12:20～ 江戸曲芸「米ちゃん」ショー 

12:50～ 瓦川ユミ歌謡ショー 

13:30～ 農産物即売会 

14:15～ 福引抽選会（抽選券は先着 500 名又は昼 12 時まで配布） 

15:00～ 終了 

 

【主 催】前津江町まつり実行委員会 

 

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 11月 1日号  

注意事項注意事項注意事項注意事項    

9：00 時から受付開始。駐車場は小学校入口先の空き地又は振興局周辺。状況によっ

ては小学校のグラウンドが利用できる場合もあります 

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

令和元年 11 月 1 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 15 回上津江産業文化祭 

 

概要概要概要概要    

上津江町の産業・文化に触れる「第 15回上津江産業文化祭」が開催されます。 

体育館内ステージでは園児や小中学校生による踊り、和太鼓演奏をはじめ、きじ

やひょっとこ倶楽部の踊りや伝統芸能豆生野神楽の披露、ものまね歌手「みはる」

のコンサートを行います。屋外では来場者の投票によって表彰者を決定する農林産

物品評会、出品農林産物の販売会を行います。また、地元生産加工グループによる

上津江の食が楽しめます。 

内容内容内容内容    

【日 時】令和元年 11月 23 日（土・祝） 9:30 開会 

【会 場】日田市上津江振興局及び体育館（日田市上津江町川原 2710） 

【内 容】《屋内ステージ》 

 9:30 開会式典 

10:00 津江小学校  

10:25 津江中学校  

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 豆生野神楽保存会 

14:00 「みはる」コンサート 

14:50 福引抽選会 

《屋外イベント》 

9:00 農林産物品評会投票（～11:00） 

12:00 農林産物表彰 

12:30 農林産物販売会（～14:00） 

12:40 藤蔭高等学校吹奏楽部 

《その他会場内催し物》 

10:00 バザー出店（～15:30） 

文化作品展（上津江体育館内） 

 

【主 催】上津江地区振興協議会  

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 11月 15 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     上津江地区振興協議会 事務局：安岡  ☎080-9248-2419 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 40 回小野ふる里ふれあい祭り 

 

概要概要概要概要    

今年も小野地区にて、「第 40回 小野ふる里ふれあい祭り」を開催します。 

地元の保育園の遊戯をはじめ、各団体の舞踊やカラオケなどが観覧でき、飲食コ

ーナーでは小野の食が満載の模擬店も楽しめます。 

また、後半は日田高校の器楽部による演奏でステージを盛り上げ、最後はお楽し

み抽選会で祭りを閉めます。 

内容内容内容内容    

【日 時】令和元年 11月３日（日・祝） 9:35～14:30 

【場 所】小野小学校 

【内 容】《芸能発表》 

小野保育園児、小野小学校生、公民館教室生等 

《文化創作展》 

小野保育園、小野小学校、戸山中学校、おきあげ雛展 

《模擬店》 

老人会、壮年会、育友会、各種団体等 

《お楽しみ抽選会》 

《無料シャトルバスの運行》 

 

※詳細は別紙プログラムをご参照ください。 

 

【主 催】小野ふる里ふれあい祭り実行委員会 

 

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 10月 15 日号  

注意事項注意事項注意事項注意事項    

駐車場は、小野小学校運動場です。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。 

問合問合問合問合せせせせ     小野振興センター担当：朝倉  ☎0973-29-2201 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

令和元年大鶴ふるさと祭 

 

概要概要概要概要    

今年も大鶴地区において、「大鶴ふるさと祭」を開催します。地元のこども園の踊

りや吹奏楽の演奏をはじめ、大鶴の食が満載の出店も楽しめます。 

今年はスペシャルゲストとして、美空ひばりのものまね歌手 美空ちばりさん（大

分県出身）のそっくりものまねショーでステージを大いに盛り上げていただきます。 

内容内容内容内容    

【日 時】令和元年 11月３日（日・祝） 9:30～14:20 

【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～ 【和太鼓】やってみよう 

【踊り】パプリカ、マスカット 

【ダンス】Ｍｏｎｓｔｅｒ＆Ｔａｋｉｔａｋｉ 

10:00～ 【吹奏楽】ＴＯＩＮカーニバル 

11:00～ 【フラダンス】ハナミズキ 他 

11:20～ 【ものまね歌謡】美空 ちばり ショー 

12:20～ 【歌謡・舞踊】 

12:50～ 【曲芸】南京玉すだれ＆風船あそび 

13:10～ 【ものまね歌謡】美空 ちばり ショー 

13:40～ ラッキー抽選会 

14:20～ 閉会 

《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】大鶴ふるさと祭実行委員会 

 

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 10月 15 日号  

注意事項注意事項注意事項注意事項    

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。 

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

令和元年 11 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 35 回夜明ふるさと祭り 

 

概要概要概要概要    

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 35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、日田林工高校吹奏楽部が出演します。 

内容内容内容内容    

【日 時】令和元年 11月 17 日（日） 9:30～15:00 

【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鼓笛演奏 

10:05～ 大明小学校鼓笛演奏 

10:05～ 芸能発表 第１部（体操・踊り・カラオケなど９団体出演） 

11:30～ うきはＹＯＳＡＫＯＩ祭り 

12:15～ 健康体操 

13:00～ Ｙバトン＆ダンスカンパニー演技 

13:15～ 日田林工高校吹奏楽部演奏 

13:35～ 芸能発表 第２部（体操・踊り・カラオケなど５団体出演） 

14:00～ 絶叫大会 

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、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 11月 1日号  

注意事項注意事項注意事項注意事項    駐車場所は、駐車場係が誘導します。 

問合問合問合問合せせせせ     夜明振興センター担当：日野  ☎0973-27-2121 
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令和元年１１月行事予定表令和元年１１月行事予定表令和元年１１月行事予定表令和元年１１月行事予定表 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

・定例記者会見（11:00～4階庁議室） ・高齢者安全運転支援装置設置申請受

付開始（市民課窓口）

・県政ふれあいトーク：知事と水郷ひた

再生委員会との懇談会（14:20～朝霧の

・寄附金受領式：日田玖珠法人会（10:30

～4階応接室）

2 土

・防災士養成研修（2～3日 7階大会議

室）

・第33回筑後川フェスティバルin東峰村

（11:00～東峰村保健福祉センター）

・日田准看護学院戴帽式（13:30～日田

市医師会講堂）

3 日

・日田市政功労者表彰式（10:30～パトリ

ア日田小ホール）

・大鶴ふるさと祭り（9:30～静修館野外

広場）

・第40回小野ふる里ふれあい祭り（9:35

～小野小学校）

4 月

5 火

・全国瞬時警報システム一斉情報伝達

訓練(10:00～市内一斉）

6 水

7 木

・防災士スキルアップ研修（19:00～7階

大会議室）

・生活安全推進協議会（10:00～4階庁議

室）

8 金

・第15回千年あかり:点灯式（16:30～花

月川河川敷）

・第15回千年あかり（8～10日 豆田町周

辺、花月川河川敷）

9 土

・ひた暮らscene in天領まつり（13:00～

天領日田にぎわい広場）

・ひたひこウォーキングスタンプラリー

（15:00～日田駅）

・日田水害チャリティー公演 飯山劇団

（17:00～大山文化センター）

・第40回日田天領まつり（9、10日 豆田

地区、月隈公園周辺）

・第40回日田天領まつり：西国筋郡代着

任行列出発式（13:00～永山布政所跡小

公園）

10 日

・おおいた暮らしモニターツアー（9:50～

天瀬～千年あかり）

・マイナンバーカード休日申請・受取等

窓口開設（9:00～1階市民課）

11 月

12 火

・令和元年度第１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）

・職場で役立つ　外国人対応講座①外

国人の習慣と文化を学ぶ（19:00～ア

オーゼ会議室1）

13 水

14 木

・おとな先生 拡大版（13:30～三隈中学

校体育館等）

15 金

16 土

・第6回おおいた暮らし塾in福岡（13:00～

福岡市）

・職場で役立つ　外国人対応講座②外

国人の習慣と文化を学ぶ（14:00～ア

オーゼ会議室1）

17 日

・第35回夜明ふるさと祭り（9:30～夜明

交流センター）

・職場で役立つ　外国人対応講座③日

本語教育：入門編（10:00～アオーゼ会

議室3）

18 月

19 火

・企業魅力発見セミナー（14:20～日田高

校体育館等）

20 水

・部落差別解消推進地域研修会：大鶴

地区（19:00～大鶴公民館）

21 木

・部落差別解消推進地域研修会：桂林

地区（19:00～桂林公民館）

22 金

23 土

・第4回「人権文化と出会う日田のまちづ

くり」推進講演会（13:00～パトリア日田小

ホール）

24 日

25 月

・行政改革推進委員会（14:30～7階中会

議室）

26 火

・令和元年第4回日田市議会定例会 招

集告示

・部落差別解消推進地域研修会：高瀬

地区（19:00～高瀬公民館）

27 水

・記者議案説明会（14:00～7階中会議

室）

・農福連携講演会「農福連携～障がい

者雇用から見えてきた農業活性化のヒ

ント～」（19:00～パトリア日田小ホール）

28 木

・令和元年第4回日田市議会定例会 一

般質問通告受付開始

・総合計画審議会（13:30～4階庁議室） ・マイナンバーカード時間外申請・受取

等窓口開設（17:00～1階市民課）

29 金

・部落差別解消推進地域研修会：小野

地区（19:00～小野公民館）

30 土

・大分県人権啓発フェスティバル「ヒュー

マンフェスタ2019おおいた」（10:00～大

分市）

・第24回歳末たすけあいチャリティー

ショー（13:00～パトリア日田・大山文化

センター）

・職場で役立つ　外国人対応講座④日

本語教育:基礎編（10:00～アオーゼ会議

室1）



令和元年１１月行事予定表令和元年１１月行事予定表令和元年１１月行事予定表令和元年１１月行事予定表 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

・茨城県常陸太田市議会視察（13:30～

議長応接室）

・6次産業セミナー『いいもの』から『買い

たくなるいいもの』へ（19:00～7階中会議

・秋の読書週間(1～9日 淡窓図書館)

・第23回淡窓祭（10:00～史跡咸宜園跡）

・消防団天瀬方面団第4回役員会（19:30

～）【天瀬】

2 土

3 日

・第25回水郷ひたチャレンジウォーク

（9:30～日田市陸上競技場）

・あまがせ公民館まつり（9:30～天瀬公

民館体育館）【天瀬】

4 月

5 火

・第19回選挙管理委員会（10:00～7階

701会議室）【選管】

6 水

・住民自治組織自治会説明会（19:00～

赤岩）【天瀬】

・全国市議会議長会 第107回評議員会

（東京）【議会】

・市明るい選挙推進協議会（10:00～淡

窓図書館）【選管】

7 木

・住民自治組織自治会説明会（19:00～

馬原三）【天瀬】

8 金

・農業委員会定例総会（13:30～7階大会

議）【農委】

9 土

・JAJAフェスタ（9、10日 中城グランド） ・秋の読書週間 こども司書発表会(14:00

～淡窓図書館)

・日本遺産「子どもガイド」（13:00～史跡

咸宜園跡、豆田町）

・秋の田来原ノルディック・ウォーキング:

大山ダム水源地域上下流交流事業

（9:30～田来原美しい森づくり公園発着

の田来原周遊コース）【大山】

・200海里の森づくり事業:植樹交流会

（10:00～鯛生スポーツセンター附近）

【中津江】

10 日

・木の花ガルテン開設30周年記念式典

（11:00～木の花ガルテン大山本店）

・日本遺産「中学生英語ガイド」13:00～

史跡咸宜園跡、豆田町）

・【第73回文教祭】「文芸の集い」俳句大

会（10:00～アオーゼ多目的ホール）

・第5回なかべり紅葉の里開き（11月10

日～12月8日 天瀬町馬原中部里地区）

【天瀬】

11 月

・中津日田間地域高規格道路促進期成

会 中央要望（11～12日 東京都）

12 火

13 水

14 木

・咸宜園教育研究センター臨時休館（燻

蒸作業）

・天瀬町防災講演会（19:00～天瀬公民

館視聴覚室）【天瀬】

・「中津江むらづくり役場」との連携会議

（13:30～中津江振興局）【中津江】

15 金

・【第73回文教祭】日田市中学校読書感

想画・美術展（15～17日 アオーゼ2階美

術展示ギャラリー）

・日田玖珠議長会議員研修会・交流会

（玖珠町）【議会】

16 土

・第3回高校生「ひたジビエグランプリ」大

会（8:50～昭和学園）

・【第73回文教祭】「生活文化展」（16、17

日 パトリア日田ギャラリー）

・第38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）

17 日

・日田市消防団大山方面団連結送水訓

練（7:30～連結送水 第2分団管轄区域）

【大山】

・前津江町ふるさと祭（10:00～前津江小

学校）【前津江】

・第39回中津江村ふるさとまつり（9:00～

中津江ホール）【中津江】

18 月

・令和元年度 大分県下水道協会 下水

道排水設備責任技術者更新講習　(①

10:00～、②14:00～7階大会議室)

・第2回防災士懇談会（19:00～桜竹一）

【天瀬】

19 火

20 水

21 木

・令和元年度九州都市選挙管理委員会

連合会選挙事務職員研修会（21～22日

大分市）【選管】

22 金

・【第73回文教祭】日田市小中学校書写

展（22～24日 アオーゼ2階美術展示

ギャラリー）

・【第73回文教祭】「秋の東洋蘭・おもと

展」（22～24日 パトリア日田ギャラリー）

・日田市家庭教育講演会（19:00～ア

オーゼ多目的ホール）

・第2回防災士懇談会（19:00～丸山東）

【天瀬】

23 土

・市民の森づくり大会（10:00～萩尾市有

林）

・JRウオーク（8:30～天ヶ瀬温泉街周辺）

【天瀬】

・第15回上津江産業文化祭（9:30～上津

江体育館、上津江振興局駐車場）【上津

江】

24 日

・【第73回文教祭】第25回舞台芸術祭

「おどりの祭典」（11:00～パトリア日田大

ホール）

25 月

26 火

・第2回防災懇士談会（19:00～馬原一）

【天瀬】

27 水

・定例教育委員会【予定】（15:00～別館3

階大会議室）

・第2回防災懇士談会（19:00～湯山）【天

瀬】

28 木

・住民自治組織講演会（19:00～天瀬公

民館視聴覚室）【天瀬】

29 金

・人権講演会[テーマ：老人の人権]

（19:00～中津江公民館）【中津江】

30 土

・天領日田トレイル駅伝（9:00～萩尾公

園）

・第41回大分県文化財愛護少年団のつ

どい（9:30～別府市）




