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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和 4年 8月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

地域消費喚起プレミアム商品券 PartⅡ 
（紙・電子）を販売します 

 

概要 

コロナ禍の長期化に加え、燃料・物価高騰の影響で多くの事業者が打撃を受けてい

ます。個人消費の下支えを図ることによって、価格転嫁を行いやすい環境づくりを進

め、経済の好循環と再活性化の実現のために、県と連携し、業種を問わず幅広く利用

可能なプレミアム商品券を発行します。 

内容 

○「大分県地域消費喚起プレミアム商品券支援事業」の助成を受け実施するもの。 

電子商品券・紙商品券ともプレミアム率 30%（県 20%、市 10%） 

商品券発行総額：10億 4,000万円 

電子商品券：発行口数 100,000口  6,500円分を 5,000円で販売 

（共通分 3,000円、中小店専用分 3,500円） 

      購入上限 1人 8口 （購入上限額 40,000円）       

      申込方法 「ひた pay」アプリをダウンロードし、アプリ内で申込 

      9月 15日号の市報に掲載（先着順） 

 申込期間 令和 4年 10月 1日（土）～ 完売まで 

 購入方法 申込から 1週間以内にコンビニエンスストアでチャージ 

 使用期間 令和 4年 10月 1日（土）～令和 5年１月 31日（火） 

紙商品券：発行冊数 30,000冊 13,000円分（500円×26枚）を 10,000円で販売 

（共通券 12枚 6,000円、中小店専用券 14枚 7,000円） 

      購入上限 1人 2冊 （購入上限額 20,000円）     

      申込方法 事前申込 8/15号の市報に申込案内を同封 

申込者多数の場合は抽選 

 申込期限 令和４年 8月 17日（水）～8月 31日（水） 

 引換期間 令和 4年 9月 26日（月）～令和 4年 10月 5日（水） 

 使用期間 令和 4年 10月 1日（土）～令和 5年 1月 31日（火） 

商品券に関するお問い合わせ先：日田市プレミアム付商品券発行実行委員会 

日田商工会議所:22-3184、日田地区商工会:57-2976 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知  紙：広報同封発送 8/15号  電子：広報ひた 9/15号に掲載    

注意事項   

問合せ  商工労政課 商業・消費生活係 担当：梶原（正）・梶原（洋）☎0973-22-8239 



2 
 

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年８月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

新型コロナウイルス感染症情報 
ー 現在の感染状況、ワクチン接種状況 ー 

 

概 要 新型コロナウイルス感染症の感染状況とワクチン接種状況をお知らせします。 

内 容 

 

●感染状況 ※別紙参照 

・全国的に新規感染者が急増しており、各地で最多を更新している。 

・オミクロン株の亜種である「ＢＡ.５」への置き換わりが進んでいる。 

・大分県においても、新規感染者数は6/28以降急拡大しており、7/12以降は連日

1,000人以上確認され、7/26には初めて2,000人を超えた。 

・日田市では、6月下旬には1日の新規感染者数が一桁の日もあるなど落ち着きを見

せていたが、7月に入り急激に増え始め、月の後半には50人前後で推移するように

なり、7/27には過去最高の102人となるなど高い値が続いている。 

・感染経路は、家庭内感染と経路不明が依然として多いが、職場や施設なども増え

ている。 

・感染者の年代は、10代以下の若年層や30代40代の現役世代の感染が多かったが、

他の年代も増えており、すべての年代に分散されてきている。 

・陽性者数の増加に比べ、重症者数は増えていない。（ワクチンの効果と考えられる。） 

・感染が急拡大しているため、最大限の警戒が必要。 

【感染対策のお願い】 

・会食を行う場合は、会話時のマスク着用、配席の工夫、席の移動を行わない等の

感染対策を徹底する。 

・外出や旅行の際には、できるだけ人混みを避け、密を回避する。 

・身近に感染者がいてもおかしくないため、常時の換気、状況に応じたマスクの着

用、入念な手洗い、密の回避等改めて、基本的な感染対策の徹底をお願いしたい。 

 

●ワクチン接種状況 

【全体接種状況】 ※別紙参照                   

・ワクチン接種による発症予防、重症化予防の効果は明らかであり、感染防止の決

め手となる。 

・ワクチン接種率が低い若い世代の感染が増えている。若い人であっても重症化す

ることや、後遺症が生じることがあるので、速やかな接種をお願いしたい。 
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【1・2回目接種／追加接種（3回目）】対象：12歳以上の人 

市内医療機関での個別接種のみ実施中 

※小児接種（5歳以上11歳以下対象）についても一部医療機関にて実施中 

 

【追加接種（4回目）】 

〈対象者〉 

・3回目接種から5か月以上経過した下記の①、②のいずれかに該当する人 

① 60歳以上の人 

② 18歳以上60歳未満で基礎疾患などを有する人 

③ 医療機関・高齢者施設・障害者施設等の従事者（対象者を拡大） 

 

〈接種場所〉市内一部医療機関、集団接種会場 

 

〈接種券〉 

上記対象者にかかわらず、３回目接種から５か月が経過する全ての人に、順次

発送（接種券発行のための申請は不要）  

※対象者拡大の可能性を踏まえ、現時点で対象外の人も、接種券の保管をお願

いしたい。 

 

〈集団接種〉 

  対  象：①60歳以上の人 

会  場：アオーゼ（市複合文化施設） 

期  間：8/5～8/6、8/9～11、8/16～8/20、8/23～8/27 

 

【ワクチン接種証明書のコンビニ交付】 

〈交付場所〉セブンイレブン ※今後、拡大の可能性あり 

〈必要なもの〉マイナンバーカード 

〈開始日〉令和4年8月17日（水）予定 

〈サービス提供時間〉6：30～23：00（土・日曜日、祝日を含む） 

〈発行料〉120円／通 

 ※接種証明書（海外用）は旅券情報が必要なため、初めて取得する際は、窓口の 

交付かアプリで取得。 

添付資料  無  ・  有（ 枚） 

市民への

周知 
 広報ひた 8月１日号、8月１5日号、市ホームページ 

注意事項  ― 

問合せ 
健康保険課感染症対策係 

担当：井上・中野 ☎0973-22-8281/22-8243 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年８月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第９回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース 

 

概要 

サイクルスポーツを通じて、参加者の健康づくりと奥日田地域の振興を図るこ

とを目的とし、第９回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース（併催：第７回ＪＢＣＦ

椿ヶ鼻ヒルクライム）を開催します。 

内容 

 令和２年、３年は新型コロナウイルス感染症拡大により中止しましたが、今回、

感染症対策を徹底した上で開催します。 

【開催日時】 令和４年８月２８日（日） 開会式８：００、スタート８：３５ 

【主 催】 奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース実行委員会 

【会 場】 開会式 ：大山文化センター（日田市大山町西大山 3598 番地 1） 

スタート：日田市大山町中川原交差点 

       ゴ ー ル：前津江町地域活性化センター １３．６ｋｍ 

       （８：００～１３：００の間、全面通行止め） 

【申込人員】 一般３０６名、実業団選手についてはＪＢＣＦが現在募集中 

※一般申込内訳（7/25現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な感染症対策】 

○基本的な新型コロナウイルス感染症対策 

（競技中以外のマスク着用、３密の回避等） 

○参加者は大会前１週間分の体調管理シートの提出 

○スタッフにマスク等配布（マスク、手指消毒液の配布）など 

添付資料  無  ・  有（1枚）  

市民への周知  広報６/１５号、自治会あてポスター配布、市ホームページ６/９ 

注意事項 
 取材の際は、旧大山振興局跡地を駐車場としてご利用願います。当日は交通規

制がかかります。 

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

大分県 47
福岡県 161
長崎県 18
佐賀県 20
熊本県 35
宮崎県 11
鹿児島県 5

計 297
山口県 4
広島県 1
岡山県 1
京都府 1
東京都 1
神奈川県 1

計 9
306

九州

九州外

合計

男子Ａ 中学生～22歳 9
男子Ｂ 23歳～29歳 22
男子Ｃ 30歳～34歳 20
男子Ｄ 35歳～39歳 32
男子Ｅ 40歳～44歳 41
男子Ｆ 45歳～49歳 56
男子Ｇ 50歳～59歳 81
男子Ｈ 60歳以上 29
フェミニン 女性（年齢区分なし） 16

306合計
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和 4年 8月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

夏休み企画・環境イベントを開催します 

 

概要 

夏休み期間中に、こどもから大人まで楽しく学べる環境イベントを開催しま

す。地球温暖化をはじめとする環境問題を身近に感じて、自分のこととして考え

るきっかけとなるイベントですので、ぜひ皆さんご参加ください。 

内容 

■環境パフォーマーらんま先生のエコ体験教室 

 環境省認定の「環境パフォーマー」らんま先生が、科学実験や大道芸を通して 

 ＳＤＧｓや環境問題について、楽しくわかりやすく教えてくれます。 

【と き】令和４年８月７日（日） 

      12時 30分開場 

      13時 30分開演（15時終演） 

【ところ】パトリア日田 大ホール 

【参加費】無料 

＊参加のお子さんには、科学ふうせんをプレゼントします。（先着 400名） 

 

■ストップ！地球温暖化 環境パネル展 

【と き】令和４年８月６日（土）～１０日（水）10時～17時 

      初日（６日）は 14時に開場 

      最終日（10日）は 15時に終了 

【ところ】パトリア日田 ギャラリー 

【入場料】無料 

【内 容】環境に関するパネル展示 

     環境クイズ 

       クイズ参加者へはエコグッズをプレゼントします。 

       （先着順でなくなり次第終了） 

     ＶＲゴーグル体験 

※13歳未満は保護者の同意が必要、7歳未満使用不可 

       地球温暖化の影響を受けた近未来を体感できるシナリオ 5種類 

      （各 3分程度）                

添付資料  無・ 有（1枚）「環境パフォーマーらんま先生のエコ体験教室」チラシ 

市民への周知  広報 7/15号、市ホームページ掲載中 

問合せ  環境課 企画推進係 担当：長尾  ☎ 0973-22-8357 



 

 

 

エコ体験教室 
夏休み 
企画 

13：30～15：00 (12：30開場) 

８月７日(日) 

 
無   料 

パトリア日田 大ホール 

 

日時 

参加 
無料 

 
国内外でさまざまな活動を経て

環境パフォーマーとして日本を

はじめ海外で活動中。 

環境問題や化学実験、防災など

だれにでもわかりやすい言葉、

表現でサイエンスマジック、ジ

ャグリングなど知的体験型パフ

ォーマンスを各地で実施してい

る。講演会以外にも環境活動、各

メディア出演している。 

２０２０年８月 ニューヨーク

国連本部協賛動画 SDGｓ7 番

「エネルギーをみんなにそして

クリーンに」の動画の監修と出

演をしている。 

らんま先生プロフィール 

日田市環境課企画推進係 TEL２２-８３５７ 

 

主催・問い合わせ 

～ プ ロ グ ラ ム ～ 

★ＳＤＧｓをテーマにした実験 

★世界一の大型空気砲の体験実験 

★ジャグリングの実験 

 
 
 
８月 6日(土)▶10日(水) 
■時間：10 時～17 時まで 

 ※８月６日(土)は１４時から 

   ８月１０日(水)は１５時まで 

■場所：パトリア日田 
ギャラリー 

環境に関するパネル展を開催し

ます。お気軽にご覧ください。 

ストップ！地球温暖化

環境パネル展 

会場 

参加 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年８月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「リバーフェスタ in みくま川」を開催します！ 

 

概要 
アトラクションを通じて川で遊び、日田市のシンボルである三隈川と触れ合う

ことを目的に「第２６回リバーフェスタ in みくま川」を４年振りに開催します。 

内容 

 

■日時：８月２１日（日曜日） 

    午前の部：９:００～１１:３０、午後の部：１２:３０～１５:００〉 

    （午前・午後の部：それぞれ定員１７０名） 

■場所：亀山公園・三隈川公園の周辺 

■対象：市内在住小学生以上が対象 

■内容：アトラクション（ターザンロープ、リバーサバイバルゲーム、 

三隈川忍者村、YEG スライダー、SUP〈スタンドアップパドルボード〉、 

リバフェス ウォータートイ） 

■参加費：１００円（保険料） 

■主催：リバーフェスタ in みくま川実行委員会 

 

添付資料  無  ・  有（ ２枚 ）  

市民への周知 市ホームページ・SNS 

注意事項 
 ・駐車場は河川敷駐車場をご利用ください。 

・取材の事前申し込みは不要です。 

問合せ  環境課 水・環境係 担当：河津  ☎ 0973-22-8357 
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 ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年８月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

８月の「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」市民啓発事業 

「2022 日田市人権講演会」を開催します 

 

概要 

人権に関する問題の教育啓発のため、毎年 8月の「部落差別等あらゆる不当な

差別をなくす運動月間」時に、日田市人権・部落差別解消教育啓発推進協議会（会

長：原田市長）の主催による講演会として実施するものです。 

内容 

 今回は、反省ポーズで有名なお猿の次郎君とのコンビでもおなじみ、テレビ・

ラジオ番組の出演や公演、執筆、講演会など全国で活躍している、猿まわし師の

村崎太郎さんをお招きし、下記のとおり講演会を開催します。 

我が国固有の重大な人権問題である部落差別問題について、ご自身のこれまで

歩んでこられた人生を、喜怒哀楽の様々なエピソードとともに、差別問題の解決

について、お話していただきます。人権問題をテーマとした講演、人権教育の在

り方や人権向上への具体的な取り組み方を、実体験を基に発信する活動など多岐

にわたるお話で、私たち一人ひとりが、部落差別をはじめとするあらゆる差別の

解決に向けて、一緒に考えていく内容です。 

 

【日時】令和４年８月 24日（水） 19：00～ 

【場所】パトリア日田大ホール（やまびこ） 

【講師】村崎 太郎（むらさき たろう）氏 （猿まわし師）  

【演題】「橋はかかる ～被差別部落に生まれ育って～」 

【主催】日田市人権・部落差別解消教育啓発推進協議会 

 

添付資料   無 ・ 有（ チラシ１枚） 

市民への周知  「広報ひた８月１日号」同封のチラシ全世帯配布、市ホームページ掲載ほか 

注意事項 
・講演会当日の取材を希望される報道関係者の方は、事前に下記担当者に(8月

22日まで)お申し出ください。 

問合せ  人権・部落差別解消推進課 啓発推進係 担当：穴井 ☎0973-22-8017 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

  日本社会の歴史的過程の中で形作られてきた身分差別によって、特定の地域の出身であること日本社会の歴史的過程の中で形作られてきた身分差別によって、特定の地域の出身であること日本社会の歴史的過程の中で形作られてきた身分差別によって、特定の地域の出身であること日本社会の歴史的過程の中で形作られてきた身分差別によって、特定の地域の出身であること

やそこに住んでいる人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いやそこに住んでいる人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いやそこに住んでいる人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いやそこに住んでいる人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強い

られ、今もなお日常生活の上で様々な差別を受けるなどの問題があります。この問題は、部落差られ、今もなお日常生活の上で様々な差別を受けるなどの問題があります。この問題は、部落差られ、今もなお日常生活の上で様々な差別を受けるなどの問題があります。この問題は、部落差られ、今もなお日常生活の上で様々な差別を受けるなどの問題があります。この問題は、部落差

別問題と呼ばれ、我が国固有の重大な人権問題です。長年、この問題の解決に取り組んできたこ別問題と呼ばれ、我が国固有の重大な人権問題です。長年、この問題の解決に取り組んできたこ別問題と呼ばれ、我が国固有の重大な人権問題です。長年、この問題の解決に取り組んできたこ別問題と呼ばれ、我が国固有の重大な人権問題です。長年、この問題の解決に取り組んできたこ

とによって、生活環境などは改善されましたが、いまだにインターネット上の心ない書き込みとによって、生活環境などは改善されましたが、いまだにインターネット上の心ない書き込みとによって、生活環境などは改善されましたが、いまだにインターネット上の心ない書き込みとによって、生活環境などは改善されましたが、いまだにインターネット上の心ない書き込み

や、結婚の反対、就職等における不利な取扱い、身元調査などの差別が根強く残っています。や、結婚の反対、就職等における不利な取扱い、身元調査などの差別が根強く残っています。や、結婚の反対、就職等における不利な取扱い、身元調査などの差別が根強く残っています。や、結婚の反対、就職等における不利な取扱い、身元調査などの差別が根強く残っています。    

    2016201620162016（平成（平成（平成（平成28282828）年）年）年）年12121212月に、部落差別解消を目指し「部落差別の解消の推進に関する法律」月に、部落差別解消を目指し「部落差別の解消の推進に関する法律」月に、部落差別解消を目指し「部落差別の解消の推進に関する法律」月に、部落差別解消を目指し「部落差別の解消の推進に関する法律」

が施行されました。が施行されました。が施行されました。が施行されました。    

    私たち一人ひとりが、誤った知識や偏見による差別で苦しんでいる人がいることを理解し、部私たち一人ひとりが、誤った知識や偏見による差別で苦しんでいる人がいることを理解し、部私たち一人ひとりが、誤った知識や偏見による差別で苦しんでいる人がいることを理解し、部私たち一人ひとりが、誤った知識や偏見による差別で苦しんでいる人がいることを理解し、部

落差別の解決に向けて取り組むことが必要です。落差別の解決に向けて取り組むことが必要です。落差別の解決に向けて取り組むことが必要です。落差別の解決に向けて取り組むことが必要です。    

 

 

◆部落差別の解消の推進に関する法律◆部落差別の解消の推進に関する法律◆部落差別の解消の推進に関する法律◆部落差別の解消の推進に関する法律（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落 

 差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保 

 障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこ 

 れを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定 

 め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするともに、相談体制の充実等について 

 定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現すること 

 を目的とする。 

（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけが 

 えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要 

 性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努力することにより、部落差別のない社会を 

 実現することを旨として、行われなければならない。  

◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律    

 この法律は、障がいを理由とする「差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を

義務づけることによって、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いな

がら、共に生きる社会をつくることをめざしています。 

◆ヘイトスピーチ解消法◆ヘイトスピーチ解消法◆ヘイトスピーチ解消法◆ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律） 

 この法律は、特定の民族や国籍等の人々を排除する差別的言動（ヘイトスピーチ）は許さ

れないことを周知し、差別的言動のない社会の実現を目的としています。  

差別解消のための法律が「なぜできたのか」差別を解消するために差別解消のための法律が「なぜできたのか」差別を解消するために差別解消のための法律が「なぜできたのか」差別を解消するために差別解消のための法律が「なぜできたのか」差別を解消するために    

「どうしたらよいのか」を考え行動する必要があります。「どうしたらよいのか」を考え行動する必要があります。「どうしたらよいのか」を考え行動する必要があります。「どうしたらよいのか」を考え行動する必要があります。    

 日本固有の人権問題 ～部落差別問題～  

 2016（平成28）年に人権に関する法律（人権三法）が施行されました 

ご存知ですか？ 



14 
 

 

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 月

・令和４年度職員採用試験（4月1日採用後期

試験）　受付開始

・「部落差別等あらゆる差別をなくす運動月

間」人権啓発パネル展（7/20から8/5まで

市役所ロビー）

2 火

3 水

・第３２回大分県消防操法大会激励会(日田

消防署)

4 木

5 金

6 土

・ストップ！地球温暖化　環境パネル展（8/6

から8/10まで　パトリア日田ギャラリー）

・第５戦JCLコーユーレンティアオートポリス

ロードレース（13:00～）

7 日

・環境パフォーマーらんま先生のエコ体験教

室(13:30～15：00　パトリア日田大ホール)

・第６戦JCLコーユーレンティアオートポリス

ロードレース（9:30～）

8 月

9 火

10 水
・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の一斉

情報伝達試験

・新清掃センター建設に係る地権者説明会

（19：30～　山田町公民館）

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

・令和４年度職員採用試験（4月1日採用前期

試験）第二次試験（～21日）

21 日

・第３２回大分県消防操法大会(大分県消防

学校）　出場：朝日分団、中津江方面団選抜

チーム

・第26回リバーフェスタinみくま川（9：00-

15:00）　会場　三隈川公園-亀山公園周辺

22 月
・令和４年度大分県・西部地区等総合防災訓

練実行委員会（パトリア日田 小ホール）

23 火

24 水

・「2022日田市人権講演会」（19：00～20：30

パトリア日田大ホール）

・新清掃センター建設に係る説明会（19：00

～　清岸寺町公民館）

25 木

・市民活動人材育成事業「まちのちいさなし

ごとづくり」（18：30～7階中会議室）

・第10回 Bike Love Forum in 大分・日田

（13:30～）

26 金

・ＮＰＯ育成事業「チャレンジ講座～資金・人・

仕組みの観点から事例で学ぶ～」（18：30～

7階大会議室）

・「大分・阿蘇ツーリングキャンペーン」出発式

（11:00～）

27 土

28 日

29 月

30 火
・令和４年度職員採用試験（4月1日採用後期

試験）　受付終了

31 水

     令和４年８月行事予定表
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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 月

2 火

・令和４年度九州中学校体育大会・全国中学

校体育大会出場報告並びに壮行会(16:00～
別館３階大会議室)

・第９回　選挙管理委員会　10:00～　本庁舎601

会議室

3 水

4 木
・日本遺産公開講座「日本遺産を歩く」第３講

（19：00～　本庁７階大会議室）

5 金
・第１回カフェ陽だまり（10：00～　むらづくり役
場隣）【中津江】

6 土

・全国しいたけ振興大会（佐伯市）
・KBC（九州朝日放送）水と緑の物語「夏だ!あな
たと!エコまつり」ぼる部屋特別編 日田の恵み

で夏まつり

7 日

・ママチャリワールドグランプリ（オートポリス）

8 月
・農業委員会定例総会（14:00～ ７階大会議室）

9 火
・令和4年度大分県みどりの少年団のつどい
（～10日、野津原町）

10 水

11 木

・淡窓図書館夏休みイベント（7/29～）

12 金

・第２回カフェ陽だまり（10：00～　むらづくり役
場隣）

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木
・ポッカサッポロ&フードビバレッジ㈱「おおいた
日田の梨ソーダ」新商品販売市長説明

19 金

・人権問題連続講座（第１回）（13：30～　三花

公民館）

・大分県市議会議長会理事会・議長研修会

・第３回カフェ陽だまり（10：00～　むらづくり役
場隣）

20 土

21 日

22 月

23 火

・令和４年度第1回日田市町並み保存審議会
（1０：３0～　別館３階大会議室）

24 水

25 木

・日田郡森林組合総代会（9:30～、大山文化セ
ンター）

・日本遺産公開講座「日本遺産を歩く」第４講
（19：00～　本庁７階大会議室）

・（予定）議会運営委員会

26 金

・第４回カフェ陽だまり（10：00～　むらづくり役
場隣）

27 土

・26日～28日 日田梨旬入りフェア ・全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦
スーパーバイクレースin九州（オートポリス）（～
7/28）

・第１３回月いちバザール（中津江振興局前広
場）

28 日

・第９回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース（併

催：第７回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム）(8:00～
大山町中川原交差点～前津江町地域活性
化センター)

29 月
・第２０回野菜市（11：00～　むらづくり役場前）

30 火

31 水
・人権問題連続講座（第２回）（13：30～　三花
公民館）

・（予定）令和４年第３回定例会開会

     令和４年８月行事予定表


