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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 29年 11月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

まちづくり活動推進事業補助金 

―「若者チャレンジ枠」の新設ー 

 

概要 

地域に根ざしたまちづくりや人づくりのために自治会、地域コミュニティを形成する

団体及びまちづくり等にかかわる団体が主体的に企画し実行する、非営利で創造的な活

動事業に対して助成を行うことにより、市民による地域活性化の積極的な展開の促進を

図ることを目的としています。 

内容 

平成 29 年度から、まちづくり活動推進事業に、新たに「若者チャレンジ枠」を新設

し、まちづくり活動の担い手となる若者の活動の全面支援を開始しました。 

 

【種類】 

○【一般枠】補助対象経費の 6割以内(上限 50万円) 

① 自治会 ②地域コミュニティを形成する団体 

③市内に活動拠点を持つ 3人以上で構成される団体 

 

○【若者チャレンジ枠】 補助対象経費の 10割以内(上限 25万円) 

市内に在住する又は通勤・通学する１６歳から２９歳までの若者が主体的に 

活動する 3人以上で構成される団体 

＊構成員に 20歳以上のものが 1名以上必要。 

 

【対象事業】 

・当該年度内に実施される、まちづくりや人づくりのために行う次に掲げる新規事業

を原則とします。 

① 自然の活用及び自然環境の保全等に係る事業 

② 景観、歴史、文化等を活用した事業 

③ 生活環境の保全・美化に関する事業 

④ 地域間、あるいは国際間の交流に係る事業 

⑤ 人材の育成を目指した事業 

⑥ その他地域振興に資する事業であり、市長が特に必要と認めるもの 

 

【募集】 

・イベント開催の最低 1か月前の相談、12月までに申請をお願いします。 

添付資料   無  ・  有  （  2 枚）  

市民への周知  ・広報ひた 4月 1日号、11月 1日号 ・市内高校案内済  

注意事項  

問合せ  まちづくり推進課 市民協働・男女共同推進係 担当：小島 ☎0973-22-7515 
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地域づくりに関する補助金制度

若者チャレンジ枠

16歳から29歳までの若者

★NPOとは…
　　　　　　　「民間の非営利活動団体」のことです。自治会をはじめ、ボランティア団体や市民活動団体等のことを言います。

対象団体

対象年齢

周辺地域活性化対策事業補助金

種類 一般

市担当窓口

対象地域
天瀬、大山、前津江、中津江、上津江

②各振興センター管内

東有田、小野、大鶴、夜明、五和

①各振興局管内
②各振興センター管内

以外の地域

まちづくり推進課

・限られた地域を対象とした事業…6割以内
・地域全体の振興に寄与する事業…8割以内
(いずれも上限50万円)

補助金額
補助対象経費の6割以内

(上限50万円)

目的等 地域に根ざしたまちづくりや人づくりを目指して実施される創造的な活動を支援するもの

NPO (市民活動団体、自治会、地域コミュニティを形成する団体等)

対象事業
地域の振興や活性化に資する事業

(環境保全、歴史文化、地域間交流、人材育成等)*若者チャレンジ枠は研修視察は除く

●まちづくり活動推進事業と周辺地域活性化対策事業

①各振興局管内

各振興局、振興センター

NPOが自ら企画・立案し、計画立てた事業案を市へ相談していただき、相互に内容を確認します。補助金事業の趣旨に則った事業
であれば申請書を提出していただき、補助対象として適切か審査され、その可否が決定されます。

募集の流れ

随時募集時期

補助対象経費の10割以内
(上限25万円)

制限無し 制限無し

まちづくり活動推進事業

一般

市全域
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●市民サービス協働事業

★NPOとは…

提案や応募の際は、事前に市民活動推進課で協働事業について概要を説明します。
その後、協働事業担当課と事業内容等の確認を行いながら企画書を作成し、提出して
いただきます。提出後に開催される審査委員会で企画書をもとにプレゼンテーションを
行っていただき、事業の実施や担当するNPOが決定されます。採択された事業は、市
の事業としてNPOへ委託されます。

例年１月頃(市報等でお知らせ予定)

・NPOが事業の企画案を市に提出
・NPOと市が協議しながら実施
(※事業…非営利で公益的なもの)

提案型

実施までの流れ

事業に係る費用

②行政提案型
　NPOが市の示す事業に企画提案

・NPOが市の示す事業に実施方法を提案
・NPOと市が協議しながら実施

協働担当課が示す予算の範囲内

「民間の非営利活動団体」のことです。自治会をはじめ、ボランティア団体や市民活動団体等のことを言います。

予算の範囲内(上限80万円)

①NPO提案型
　NPOの自由な発想による企画提案

募集時期

非営利で公益的な事業を効果的に実施するために、NPO(特定非営利活動法人及び営利を目的としない公共的な活動を行う市民活動団体)の専門性やアイ
ディア等を生かし、NPOと市が協働して取り組むもので、NPOの活動促進を図ることも目的の一つとなっています。

募集の流れ
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 29年 11月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

平成 29年度男女共同参画市民公開講演会の開催ついて 

 

概要 

 

今話題のＬＧＢＴ。言葉を聞いたことがあっても、それらをとりまく事情や問題点を

本当に理解できている方は少ないと言えるでしょう。性的少数者当事者の1人であり、

多様な性の形を触れ合ってきたブルボンヌ氏が、オネエやLGBTという「流行り言葉」の

向こうにある性的少数者の基礎知識、女性の社会進出との関わり、真面目な場で敬遠さ

れがちな人間の「性」の問題を、個人の体験をふまえ、興味をもっていただきながら、

楽しくお伝えいたします。 

 

内容 

 

期 日：平成 29年 11月 21日（火）19：00～（講演時間は約 90分） 

場 所：パトリア日田 小ホールせせらぎ 

    日田市三本松 1丁目 8-11 

演 題：「男らしさ、女らしさより、人間らしさで社会が変わる！」 

講 師：ブルボンヌ氏（女装パフォーマー／ライター） 

内 容：平成 29年度男女共同参画市民公開講演会 

スケジュール（予定） 

 19：00 開催のあいさつ 

     オープニングイベント（昭和学園高等学校バトン部） 

 19：10 ブルボンヌ氏 講演開始 

 20：45 閉会 

入場料：無料 

主 催：まちづくり推進課・ＮＰＯキラ☆キアラヒタ 

その他：託児所あります。 

 

添付資料   無  ・  有 （  枚）チラシ 1枚  

市民への周知  広報ひた 11月 1日号  

注意事項 
写真撮影及び録画録音の可否については、現在、事務所に問い合わせ中のため確認で

き次第お知らせします。 

問合せ  まちづくり推進課 市民協働・男女共同参画推進係 担当：井上 ☎0973-22-7515 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 29年 11月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「第３８回日田天領まつり」「第１３回千年あかり」 

 

概要 

 

江戸時代、幕府の直轄領（天領）として町人文化が花開いた日田。 

当時の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、１０日（金）の夜からは、古い町並みや花月川河川敷等を、約３万本の竹灯篭が

照らし出す「千年あかり」も開催され、皆さんを幽玄の世界へと誘います。 

 

内容 

開催日時 

 天領まつり 平成２９年１１月１１日（土）１２日（日）１０：００～1７：００ 

 千年あかり 平成２９年１１月１０日（金）１２日（日）１６：００～２１：００ 

 

場所  日田市豆田地区・丸山地区・花月川河川敷 

 

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 

 

詳細については別紙資料参照。 

 

 

添付資料   無  ・  有 （ 9枚）パンフレット 1部 

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 

 ※ＳＮＳを活用した情報発信等は随時行います。 

注意事項 
  

 

問合せ  観光課 観光振興係 担当：江田  ☎0973-22-8210 
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第３８回日田天領まつり 

イベント概要 

第１３回千年あかり 

日田まつり振興会 

平成２９年１１月 
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平成２９年度イベント内容について 

 

時代行列 

日時 ：１１月１２日（日）１０：３０～１５：００ 

行程 ：１０：３０ 出発式（永山布政所跡小公園前） 

           終了後、弘前ねぷたを先頭に出発 

           一新橋→上町通り→中城御旅所（弘前ねぷた納）→大分銀行日田 

支店前→パトリア日田着（１２：３０頃） 

１３：３０ パトリア日田出発→明治会館前→咸宜園前→御幸通り→御幸橋→ 

      永山布政所跡小公園前到着（１５：００頃） 

１５：００ 解散式 

 

編成 総勢約１５０人（内訳は参加者数により変更になることがあります） 

 弘前ねぷた （中城御旅所まで） 約３０人 

   復興支援のために、青森県弘前市より、３００年の伝統を誇る「弘前ねぷた」が 

参加くださいます。勇壮なねぷたの運行をお楽しみください。 

 

有田町若八幡社奴振り行列 約３０人 

  江戸時代末期から伝わる伝統的な奴振り行列です。 

  かけ声とともに行われる勇壮な奴振りの技をご覧ください。 

 

西国筋郡代着任行列 約４０人 

江戸時代、九州の幕府直轄領「天領」を統括した「西国筋郡代」の日田入りの様子

を再現。  

○西国筋郡代を夫婦として一般公募しました。 

平川 智也（ひらかわ ともなり）さん・陽子（ようこ）さん夫妻に決定。 

       ○姫役は、2017サッポロビールイメージガール 

川辺 優紀子（かわべ ゆきこ）さんが務めます。 

○副市長、市議会議員、地元自治会代表の皆さん・一般公募の皆さん・市内高校生

に加えて水郷日田キャンペーンレディが、武士や武家娘等に扮します。 

 

日田歴史絵巻行列 約２０人 

日田商工会議所議員の皆さんが、江戸時代後期、日本最大級の私塾であった「咸

宜園」を創設された、日田の先哲「廣瀬淡窓」先生をはじめ、咸宜園を卒業し近

代日本の礎となった皆さんや、各分野で活躍された日田の先哲に扮した行列です。 

 

日田市舞踊連盟 約３０人 

日田市舞踊連盟による「お江戸日本橋」が、行列に華を添えます。 

 

 

こども神輿 

  日程 ：１１月１２日（日） １０：３０～ 

概要 ：行列に先立ち、今年も地元子ども会による「こども神輿」を実施。 

   城内新町／丸山 2丁目／淡窓町／城町 1丁目／丸山 1丁目／港町／三本松 
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時代衣装で町歩き 

  日程 ：１１月１１日（土）１０：００～１５：００ 

１２日（日）１０：００～１３：００ 

  場所 ：豆田まちづくり歴史交流館「雑木林」（受付・着替え） 

概要 ：町人や町娘、武士等の衣装を無料で貸し出し・着付けを行い、江戸時代に生きる人々

になりきって、まつり会場内を自由に楽しんでいただきます。（制限時間１時間） 

 

天領屋台 

  日時 ：１１月１１日（土）１２日（日）１０：００～２１：００ 

場所 ：永山布政所跡小公園 

概要 ：日田三隈高校の生徒が運営する三隈マーケットや昭和学園高校の製菓衛生師コース、

調理科の高校生から市内の人気飲食店まで、１３団体が食のブースを出店。 

地元自治会の作る代官汁（団子汁）や唐揚げ等の絶品グルメありの盛りだくさんの内

容です。 

 

第２回天領ひた飛脚レース 

日程 ：１１月１１日（土） １３：００スタート 

コース：豆田町特設コース （1周５３０ｍ×２０周） 

  概要 ：天領まつりの会場を和装して駆け抜けるリレーマラソン大会。 

      参加者は、武士やお姫様等、思い思いの和装に身を包み、たすきの代わりに自前の 

飛脚箱を繋いで健脚を競います。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１位がゴールして３０分が経過した時点でレース終了とします。 
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弘前ねぷた 

  ７月の豪雨災害で被害を受けた日田市の現状を知り、復興支援のため遠路青森より、３００年
の伝統を誇る、「弘前ねぷた」が天領日田にお目見え。 

  毎年花月川河川敷などにランタンを制作展示し、まつりを盛り上げている「ひょうたん工房日

田」の皆さんも、日田の先哲である相撲の神様「日田どん」のランタンを制作、弘前ねぷたと競

演します。 

   

【展示】 

弘前ねぷた  中城御旅所 11日（土）9:00頃～15：00頃 

        ※15時頃から夜の運行準備のため永山布政所跡小公園に移動 

          ※午前中は、組み立て作業の様子が見学できます。 

日田ランタン 永山布政所跡小公園 9日（金）16:00～12日（日）21:00 

【運行】 

 11日（土） 

  18:00 出発（永山布政所跡小公園）→御幸橋→豆田の辻公園前→上町通り→中城御旅所→長生

園→19:00 頃 咸宜園（休憩） 19:10 咸宜園出発→みゆき通り→豆田の辻公園→上町通り→

20:30中城御旅所帰着予定 

※日田ランタンは、みゆき通りから永山布政所跡小公園へ帰着、展示。 

※弘前ねぷたは、１２日（日）の時代行列にも参加し、往路・中城御旅所まで運行します。 

 

リアルゲームツアー日田 まつり限定コース 

  日時 ：１０日（金）～１２日（日） 

概要 ：スマホを活用し、町を巡りながら謎を解いていく新感覚スタンプラリー「リアルゲー

ムツアー日田」に、天領まつり限定のコース登場。 

 

地元商店街の催し 

 みゆき通り商店街・上町通り商店会につきましては、以下のようなイベントを実施します。 

日   時 内   容 

１１日（土）１２日（日） 

９：００～１７：００ 

「天領小判一割得々セール」 

みゆき通り商店街・上町通り商店会 

１，０００円で１，１００円分のお買い物ができる「天領小判」

と交換。「天領小判」は、みゆき通り商店街・上町通り商店会 

の「小判通用店」の目印（ポスター）があるお店で使用可能。 

「天領小判」は、両商店街の設置される両替所で交換可能。 

１１日（土）１２日（日） 

１０：００～１７：００ 

「人力車」（天領小判３枚で乗車） 

みゆき通り商店街 

乗車場：日田信用金庫豆田支店前 

着物を着た方は無料で乗車できます。 

１１日（土）１２日（日） 

１０：００～１７：００ 

「華展」（華道家元池坊日田橘支部） 

みゆき通り商店街 

場所：市山亭庭懐古館庭 

１１日（土） 

１９：００～１９：４０ 

「竹あかりミニライブ」（クラシックギター三重奏） 

～クラシックの名曲を、竹あかりとともに～ 

場所：市山亭懐古館庭 

演奏：大分ギターアンサンブルＡＱＵＡ 

１１日（土） 

「三味線演奏」（陸乃会） 

１９：００～ みゆき通り商店街・ひな御殿前 

１９：４０～ 上町通り商店会・天領まちの駅前 

１１日（土） 

「祇園囃子演奏」（なでしこ会） 

１９：００～ 上町通り商店会・天領まちの駅前 

１９：４０～ みゆき通り商店街・ひな御殿前 

9



  

 

自治会の催し 

 地元自治会につきましては、以下のようなイベントを実施します。 

自治会名 内   容 

丸山２丁目自治会 

「代官汁（団子汁屋台）」 

日時：１１日（土）１２日（日）１０：００～２０：００ 

場所：天領屋台（永山布政所跡小公園） 

丸山１丁目自治会 

「まるいち会焼き鳥屋台」 

日時：１０日（金）１９：００～２１：００ 

   １１日（土）１２日（日）１１：００～２１：００ 

場所：御幸橋丸山町側 

港町自治会 

「焼き鳥・焼き餅屋台」 

日時：１１日（土）９：００～１８：００ 

   １２日（日）９：００～１７：００ 

場所：日田無線前付近 

淡窓町自治会 

「焼きそば屋台」 

日時：１１日（土）１０：００～１７：００ 

   １２日（日）１０：００～１６：００ 

場所：咸宜園横 

城町２丁目自治会 

「ちびっこ相撲大会」 

日時：１２日（日）８：００～１４：００ 

場所：日田神社境内相撲場 

 

 

その他の催し 

 その他、以下のようなイベントを実施します。 

日   時 内   容 

１１日（土） 

１０：００～１２：３０ 

『天領先哲慰霊祭』 

場所：丸山町公民館 

主催：豆田地区振興協議会 

概要：日田が誇る先哲に、感謝の気持ちを込めて慰霊祭を執り 

行います。※関係者のみ。一般非公開。 

１１日（土） 

１５：００～２１：００ 

１２日（日） 

１５：００～２０：３０ 

『着物で千年あかりを楽しみませんか』 

場所：天領日田資料館 

主催：琇未会（ひとみかい） 

概要：着物の着付け、着物のレンタル ※要予約 

   着物持参５００円／レンタル着物２，０００円 

１１日（土）１２日（日） 

１０：００～１５：００ 

『フリーマーケット』 

場所：豆田の辻公園前道路 

主催：そらの会（石松）０７０－６５９６－７０９４ 

   Soranokai.hita@gmail.com 

１２日（日）１０：００～ 

※品物が無くなり次第終了 

『女性と女児のためのチャリティーバザー・ガレージセール』 

場所：はたの歯科医院駐車場 

主催：国際ソロプチミスト日田 

１１日（土）９：００～ 

１２日（日）９：００～ 

『ＪＡＪＡフェスタ２０１７農協まつり』 

場所：中城グラウンド 

主催：大分県農業協同組合 

１０日（金） 

１８：００～２１：００ 

１１日（土）１２日（日） 

１０：００～１７：００ 

『日田まるごと市場』 ※金曜日は前夜祭 

場所：中央公園 

主催：日田商工会議所 
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１２日（日） 

１０：００～２０：００ 

「日田天領まつりフォトコンテスト」 

主催：日田青年会議所 

概要：日田市内で撮影した「日田天領まつり・千年あかり」の 

   画像を、日田天領祭りフォトコンテスト Facebookペー 

ジに直接投稿。詳細はページを参照。 

１２日（日）１０：００～ 

『第２８期天領日田天元戦 決勝大会』 

場所：アオーゼ（中央公民館） 

主催：日本棋院日田支部 

１２日（日） 

   ①13:00～13:30 

 ②13:45～14:15 

 ③14:30～15:00 

『日本遺産子どもガイド』 

場所：咸宜園教育研究センター 

主催：咸宜園教育研究センター 

 

 

上記の他、まつり会場では様々な出し物や出店が立ち並び、江戸時代の、天領の賑わいを楽しんで

いただけます。 

 

 

交通規制一覧 
 

【昼及び終日】 
①月隈公園児童プール南側十字路～御幸橋北側 

期間  １１月１０日（金）         １８：００～２２：００ 

      １１月１１日（土）１２日（日）   １０：００～２２：００ 

  用途  天領まつり並びに千年あかり開催時における交通渋滞緩和のため 

  規制  御幸橋北側からの車両進入禁止（一方通行） 

 

②豆田の辻公園前 

  期間  １１月１０日（金）          １６：００～２２：００ 

      １１月１１日（土）１２日（日）     ９：００～２２：００ 

  用途  天領まつり並びに千年あかり会場 

  規制  車両通行止め（歩行者天国） 

 

③御幸橋南側～順天（昼） 

  期間  １１月１１日（土）１２日（日）   １０：００～１８：００ 

  用途  天領まつり開催時における交通渋滞緩和のため 

  規制  順天側からの車両進入禁止（一方通行） 

 

④豆田地区≪上町通（中城御旅所手前まで）及び御幸通（港町駐車場手前まで）≫ 

期間  １１月１０日（金）         １８：００～２２：００ 

１１月１１日（土）１２日（日）   １０：００～２２：００ 

用途  天領まつり並びに千年あかり会場 

規制  車両通行止め（歩行者天国） 

 

【夜間のみ】 
⑤一新橋北側～たかむら前 

  期間  １１月１０日（金）～１２日（日）  １８：００～２２：００ 

  用途  千年あかり開催時における交通渋滞緩和のため 

  規制  たかむら前からの車両進入禁止（一方通行） 
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⑥御幸橋・一新橋 

  期間  １１月１０日（金）～１２日（日）  １８：００～２２：００ 

  用途  千年あかり会場 

  規制  車両通行止め（歩行者天国） 

 

⑦御幸橋南側～順天（夜） 

  期間  １１月１０日（金）～１２日（日）  １８：００～２２：００ 

  用途  千年あかり開催時における交通渋滞緩和のため 

  規制  車両通行止め（歩行者天国）  ※昼間は一方通行 

 

⑧一新橋南側～城町橋南側 

  期間  １１月１０日（金）～１２日（日）  １８：００～２２：００ 

  用途  千年あかり開催時における交通渋滞緩和のため 

  規制  車両通行止め（歩行者天国） 

 

【時代行列に伴う交通規制】 
⑨月隈公園児童プール南側十字路～御幸橋北側 

期間  １１月１２日（日）  ９：００～１１：３０／１４：００～１６：００ 

  用途  時代行列の運行 

  規制  車両通行止め（歩行者天国） ※行列通過後、警察の指示により順次解除 

 

⑩御幸橋北側～一新橋北側、一新橋 

期間  １１月１２日（日）  ９：００～１１：３０ 

  用途  時代行列の運行 

  規制  車両通行止め（歩行者天国） ※行列通過後、警察の指示により順次解除 

      ※9：30ねぷた通過後から 10：00までの時間帯は車両を通す 

 

⑪中城御旅所～大分銀行日田支店 

期間  １１月１２日（日）  １０：３０～１２：３０ 

用途  時代行列の運行 

規制  車両通行止め（歩行者天国） ※行列通過後、警察の指示により順次解除 

 

⑫寿通り（大分銀行日田支店～明治会館） 

期間  １１月１２日（日）  １１：００～１４：３０ 

用途  時代行列の運行 

規制  車両通行止め（歩行者天国） 

※行列がパトリアに入ってから出発するまでの間は一時規制解除 

※行列通過後、警察の指示により順次解除 

 

 ⑬来々軒～港町市営駐車場 

期間  １１月１２日（日）  １３：００～１５：３０ 

用途  時代行列の運行 

規制  車両通行止め（歩行者天国） ※行列通過後、警察の指示により順次解除 

 

 ⑭御幸橋 

期間  １１月１２日（日）  １４：００～１６：００ 

用途  時代行列の運行 

規制  車両通行止め（歩行者天国） ※行列通過後、警察の指示により順次解除 

 

 

12



  

【ねぷた出陣に伴う交通規制】 

 ⑮月隈公園児童プール南側十字路～御幸橋北側～一新橋北側～一新橋 

期間  １１月１１日（土）  １５：００～１６：００ 

用途  弘前ねぷた出陣のため 

（中城御旅所 15:00出陣、永山布政所跡小公園 15:30到着予定） 

規制  車両通行止め ※ねぷた通過後、警察の指示により順次解除 

 

⑯月隈公園児童プール南側十字路～御幸橋北側 

期間  １１月１１日（土）  １７：３０～１８：３０ 

用途  弘前ねぷた出陣のため （永山布政所跡小公園 18:00出陣予定） 

規制  車両通行止め ※ねぷた通過後、警察の指示により順次解除 

 

 ⑰中城御旅所前～田中茶舗、長生園前、港町駐車場～咸宜園跡 

期間  １１月１１日（土）  １８：３０～１９：３０ 

用途  弘前ねぷた出陣のため （永山布政所跡小公園 18:00出陣予定） 

規制  車両通行止め ※ねぷた通過後、警察の指示により順次解除 

 

 ⑲中城御旅所～一新橋南側 

期間  １１月１２日（日）  ９：００～１０：００ 

用途  弘前ねぷた出陣のため （中城御旅所 9:00出陣予定） 

規制  車両通行止 ※ねぷた通過後、警察の指示により順次解除 

 

 

 

 

■シャトルバスの運行 

シャトルバスは、中ノ島⇔月隈公園間を３０分間隔で運行します。 

※往路：三隈川公園を１０時に出発して、３０分おきに運行します。 

２０時３０分発が最終便となります。 

復路：月隈公園を１０時３０分に出発して、３０分おきに運行します。 

２２時発が最終便となります。 
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第１３回千年あかり 

 

○点火式 

 日 時   １１月１０日（金）16：30～ （16：50 点火）※予定 

 場 所   花月川河川敷（丸山町側） 

 次 第   １．実行委員長挨拶 

       ２．点火式参加者の紹介 

       ３．来賓挨拶（日田市長 原田啓介、大分県西部振興局長 工藤典幸）※予定 

       ４．カウントダウン点火（2017サッポロビールイメージガール川辺優紀子）※予定 

       ５．参加者へのお礼 

 

 

 

○高校生による行事（予定） 

・昭和学園高校の生徒が書道パフォーマンスを披露。 

・点灯式の前に会場内のゴミ拾いを一斉実施。 

・三隈マーケット、昭和学園高校による天領屋台（丸山町公民館前道路）への出店は例年通り実施。 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 29年 11月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

咸宜園開塾 200年記念事業 

「嚶鳴フォーラム inひた」の開催について 

 

概要 

嚶鳴フォーラムは、ふるさとの先人を活かしたまちづくり、人づくり、心そだてに取り組む全国の自

治体14市町が加盟する嚶鳴協議会の取組です。協議会の発足は平成20年で、日田市は平成

24年度に加盟。協議会では自治体の取組を全国に情報発信するとともに、互いに切磋琢磨し、

先人の志と行動力に学ぶ元気な地方の交流を行い、よりよき地域づくりの実践を目的としていま

す。第11 回目となる本年は、咸宜園開塾200 年を迎えた日田市に、加盟自治体の市町長、

教育長、職員・市民を迎えて開催。作家・童門冬二氏と葉室麟氏による公開フォーラムの他、

市町長会議、教育長会議、視察研修会等が11 月10 日（金）～ 11日（土）の2日間にわたっ

て開かれます。 

内容 

【全体スケジュール】別添資料 

日 時：平成 29年 11月 10日(金)13時～11月 11日(土)13時まで 

 場 所：咸宜小学校、パトリア日田小ホール・ギャラリー、アオーゼほか 

主 催：日田市・日田市教育委員会、共催：嚶鳴協議会、企画協力：㈱PHP研究所 

【公開フォーラム】別添チラシ 

「先哲に学ぶー歴史が現代に語りかけるものとは？」 

日 時：11月 11日(土)午前 10時 30分～午前 11時 50分 

場 所：パトリア日田小ホール 

参 加：無料・要申込・一般参加者は先着 100名 

【嚶鳴（おうめい）とは】中国最古の詩集『詩経』に出てくる言葉で、鳥が仲間を求めて鳴き交うと

いう意味。転じて、仲間が集まり切磋琢磨しながらともに学び成長しあう姿を表します。名君・上

杉鷹山の師として名高い愛知県東海市出身の儒学者・細井平洲が江戸に開いた塾を「嚶鳴

館」と名づけたことでも有名です。 

【嚶鳴協議会参加自治体】 

恵那市、大野町、沖縄市、小田原市、釜石市、木曽町、多久市、竹田市、田原市、東海市

（事務局）、長野市、日田市、養父市、米沢市 

添付資料   無  ・  有 （2枚）チラシ 1枚 

市民への周知 広報ひた 11月 1日号掲載 

注意事項 
 駐車場：パトリア日田第 1・第 2・第 3駐車場  

11月 11日の公開行事は事前申込が必要。一般申込は先着 100名。 

問合せ  咸宜園教育研究センター 研究・啓発 係 担当：吉田・髙村  ☎0973-22－0268 
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 嚶鳴協議会 嚶鳴フォーラム in ひた 

 《全体スケジュール》 

月日 時間 内容 

11 

月 

10 

日 

 

金 

曜 

日 

12：30 ～12：55 

【受付】 

 会場：日田市立咸宜小学校体育館 

 ※正面の入口よりご入場ください。受付の際に

「ふるさと先人交流会」及び「昼食代」の負担

金を徴収させていただきます。 

13：00 ～14：20 

【開会行事・学校見学】 

主催者あいさつ（日田市長・東海市長）   

朗唱「休道之詩」 咸宜小学校児童     

学校紹介：日田市立咸宜小学校 田代 裕 校長 

学校見学：清掃活動「拾薪清掃」等       

特別コンサート：西 みほ さん・北川 美晃さん  

 会場：日田市立咸宜小学校体育館ほか 

14：30 ～17：50 

【視察研修】 

○市町長・教育長グループ 

コース：咸宜小学校→日田祇園山鉾会館→豆田

町（廣瀬資料館、草野本家）→咸宜園

跡→ホテル 

○その他の参加者 

コース：同上 

（その他の参加者につきましては、豆田 

町の散策が一部自由行動となります） 

※17：50はホテル到着の時刻です。 

18：30 ～20：30 

【ふるさと先人交流会】 

参加者による交流会 

会場：日田温泉旅館街 

（三隈川の「屋形船」でのお食事） 

【アトラクション】※水上ステージを予定 

オープニングアクト：日田もりあ下駄い 

※18：10 宿泊ホテルフロントに集合 

  その後、日田市のバスにて旅館街に移動 
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11 

月 

11 

日 

 

土 

曜 

日 

8：30 ～8：45 ホテル→会場へ移動 ※8：30フロント集合 

 

 

9：00 ～ 10：00 

 

 

【市町長会議】 

 会場：日田市民文化会館パトリア日田ギャラリー 

【教育長会議】 

会場：日田市複合文化施設 AOSE音楽室  

※教育長会議の参加者は、終了後バスにてパトリ

ア日田に移動 

10：30～ 11：50 

嚶鳴フォーラム（公開行事） 

「先哲に学ぶ－歴史が現代に語りかけるものとは－」 

記念講話：童門 冬二 氏（30分） 

記念対談：童門 冬二 氏 × 葉室 麟 氏（50分） 

（嚶鳴協議会顧問） （直木賞作家） 

コーディネーター：岡野涼子氏 

会場：日田市民文化会館 

   パトリア日田 小ホール 

12：10 ～ 12：50 

（市町長・教育長） 

12：05 ～ 12：45 

（その他参加者） 

【昼食】 

会場：「大はら茶屋」（市町長・教育長） 

   「寶屋本店」（その他参加者） 

   ※昼食後、その他参加者は昼食会場前から 

   下記①、②のバスにご乗車いただきます。 

13：00発 

① 福岡空港 

（14：15分着） 

② JR博多駅 

（14：30分着） 

 大原八幡宮バス駐車場出発（「大はら茶屋」前） 

※目的地①、②へ貸切バスで移動 

 ※日田駅等をご利用の方は事前に申し出下さい。 

 ※「寶屋本店」は日田駅・バスセンター前です。 
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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 水

・全国瞬時警報システム一斉情報伝達訓
練(11:00～）

・大山町人権講演会（19:00～大山公民館
ホール）

・奥日田温泉うめひびき完成式典(11:00～
奥日田温泉うめひびき【旧ひびきの郷】)

2 木

3 金
・日田市政功労者表彰式（10：30～パトリ
ア日田小ホール）

4 土
・職員採用試験（第二次試験・日田市役
所）

・日田准看護学院戴帽式（13：30～医師会
講堂）

5 日

・職員採用試験（第二次試験・日田市役
所）

・おんせん県おおいた暮らしフェア(11:00～
東京交通会館)

・ウォーキング＆スロージョギング教室（9：
30～咸宜公民館）
・地域療育セミナーオープン講座(発達障
がい講演会）（10：30～7階大会議室）

6 月

・接遇講座（①10：30～②13：30～7階大会
議室）

7 火
・民生委員・児童委員協議会会長会（13：
30～ウェルピア）

8 水

9 木

10 金

・「人権の花」運動中間報告会（14:05～前
津江小学校）

・第13回千年あかり(16:00～21:00花月川
周辺、丸山・豆田地区、咸宜園跡)　12日ま
で

11 土

・児童虐待防止推進街頭啓発活動（10：00
～中城グラウンド周辺）
・大分県地域包括ケア推進大会（13：30～
大分県庁）

・第38回日田天領まつり(10:00～21:00豆
田地区、月隈公園周辺)　12日まで
・日田まるごと市場(10:00～17:00中央公
園、パトリア日田前市道)　12日まで

12 日

13 月
・日田市生活安全推進協議会（10:00～7階
中会議室）

14 火

・全国瞬時警報システム一斉情報伝達訓
練(10:00～）
・平成29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

・女性に対する暴力をなくす運動　街頭啓
発活動(11:30～　17:00～)

・第42回日田市消費生活展(9:00～16:00
市役所１階ロビー)　16日まで

15 水

・ご当地ナンバーの希望ナンバー受付開
始（～12月15日）
・平成30年度当初予算（義務・経常）提出
締切

・市民公開講座「認知症をまなぼう！」
（18：30～パトリア日田小ホール）

16 木

17 金

18 土

19 日

・紅葉祭(10：00～16:00　いいちこ日田蒸
留所)

20 月

21 火

・ひたReデザインプログラム人材育成講座
【民間向け】(18:15～市役所7階)
・男女共同参画市民公開講演会(19:00～
パトリア日田小ホール)

22 水

・ひたＲｅデザイン プログラム 人材養成講
座【職員向け】（8:45～淡窓図書館2階）

・商工祭【商工従業員表彰式】(18:00～パト
リア日田小ホール)

23 木

24 金

25 土

26 日

・マイナンバーカード受取時間外窓口開設
（8:30～17:00）市民課窓口

・日田地区商工会合併10周年記念式典
(11:00～日田市上津江体育館)

27 月
・第3回日田市地域公共交通確保維持協
議会(13:30～7階中会議室)

28 火

29 水

30 木
・前津江町人権講演会（19:00～前津江公
民館）

平成２９年１１月行事予定表

備考
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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 水

・九州治水期成同盟連合会 第3回要望
（10月31日～国土交通省、財務省外）

・秋のバラフェア（１０/30～11/5、ローズヒ
ルあまがせ、9:00～17:00）【天瀬】
・大山町人権講演会＆男女共同参画セミ
ナー（19：00～大山公民館ホール）【大山】
・平成29年決算審査特別委員会【議会】
・農業委員会定例総会（13：30～7階大会
議室）【農委】

2 木

・第15回選挙管理委員会（10:00～701会
議室）【選管】
・平成29年度 農業委員会西部地区セミ
ナー  （九重町）【農委】

3 金

4 土
・【第71回文教祭】日田映像祭（13：00～パ
トリア日田小ホール）

5 日

・【第71回文教祭】文芸の集い 俳句大会
（10：00～AOSE多目的ホール）
・【第71回文教祭】第23回日田市民音楽祭
（13：00～パトリア日田大ホール）

6 月

・定例校長・所長会（13：30～別館3階大会
議室）

・若者との意見交換会（19：00～7階大会
議室）【議会】

7 火
・全国森林環境税創設促進議員連盟正副
会長会・要望活動【議会】

8 水
・定例教頭会（9：00～別館3階大会議室）

9 木

10 金

・【第71回文教祭】第53回大分県美術展
（書道）巡回展（9：00～AOSE多目的ホー
ル　～11/12まで）
・【第71回文教祭】日田市小中学校書写展
（9：00～AOSE美術展示ギャラリー　～
11/12まで）

・振興局火災避難訓練（14:30～）【中津江】

11 土

・ＪＡＪＡフェスタ2017農協まつり（9:00～中
城グラウンド）～12日まで

・咸宜園開塾200年記念事業「嚶鳴フォー
ラムｉｎひた」（10：30～パトリア日田小ホー
ル）

・200海里の森林づくり植樹会（10:00～金
山施設周辺）【中津江】
・ＪＡＪＡフェスタ参加  (米粉パンの無料配
布・農地相談）【農委】

12 日

・大山方面団　連結送水訓練（7：30～第1
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】
・上津江四ツ城山と千年桜ウォーキング大
会（10：00～道の駅周辺）【上津江】

13 月
・大分県市議会議長会副議長研修会【議
会】

14 火

15 水

・中津日田間地域高規格道路促進期成会
中央要望（～16日まで　国土交通省、財務
省外）

・定例自治会長会（9：00～）【上津江】
・中津日田高規格道路整備促進期成会中
央要望活動【議会】

16 木

・（公社）大分県人権教育研究協議会・ＡＯ
ＳＥ人権講演会（14：00～ＡＯＳＥ会議室2・
3）

17 金

・【第71回文教祭】日田市小中学校図工美
術展（9：00～ＡＯＳＥ美術展示ギャラリー
～11/19まで）

・日田玖珠議長会議員研修会【議会】

18 土

・豊かな国の森づくり大会（10:30～萩尾公
園・萩尾市有林）

・第36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）
・親子わくわくフェスタ（13：10～パトリア日
田スタジオ1、ギャラリー）

・第3回鯛生金山祝い山唄日本一大会
（10：00～）【中津江】

19 日

・前津江町ふるさと祭り（10：00～前津江小
学校）【前津江】
・第37回中津江村ふるさとまつり（9：00～
中津江ホール内外）【中津江】

20 月

・【第71回文教祭】第53回大分県美術展
（日洋彫工）巡回展（9：00～ＡＯＳＥ多目的
ホール　～11/26まで）

21 火

・【第71回文教祭】秋の東洋蘭おもと展
（10：00～パトリア日田ギャラリー　～
11/23まで）

22 水

・第7回 JR日田駅前広場整備事業検討委
員会（14：00～別館3階大会議室）

・天瀬町男女共同参画講演会（19:00～天
瀬公民館視聴覚室）【天瀬】
・産業建設委員会との意見交換会【農委】

23 木
・スポーツデイ（10：00～中城体育館・グラ
ウンド）

・浄水場・浄化センター見学会（8：45～上
野浄水場及び浄化センター）

・第13回上津江産業文化祭【上津江】

24 金

・定例教育委員会（予定）（15：00～別館3
階大会議室）

・日田市消防団天瀬方面団総合訓練
（19:30～B&G天瀬海洋センター）【天瀬】
・議会運営委員会【議会】

25 土
・白菜等市場キャンペーン（7:00～福岡市
中央卸売市場）

26 日

・【第71回文教祭】第23回舞台芸術祭「お
どりの祭典」（11：00～パトリア日田大ホー
ル）

・日田地区商工会合併10周年記念事業
（10：00～振興局）【上津江】

27 月
・平成29年度災害復旧促進全国大会（13：
30～東京）

・12月定例校長・所長会（13：30～別館3階
大会議室）

28 火

・全国治水砂防促進大会（10：30～東京） ・日田市小学校音楽会（9：00～パトリア日
田大ホール）
・12月定例教頭会（14：00～別館3階大会
議室）

29 水

・前津江町人権講演会（19：00～前津江町
公民館集会室）【前津江】
・（予定）第4回定例会開会【議会】

30 木

平成２９年１１月行事予定表
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