※ 左記にファックスでお申し込みください。
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センター総務企画課
☎０９７‐５４１‐５２７６
社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０（市役所１階）

イベント
回日田市文教祭

今年で 回目を迎える文教祭は、
発表や鑑賞の機会を市民の皆さんに
提供し、文化の振興を図るため、毎
年 ９月 〜 月 の ３か 月 間 、 開 催 し て
います。
※詳細は開催月ごとに「広報ひた」でお
知らせします。

【９月開催行事】
文化団体行事
「第 回日田市美術展」
■とき ９月６日㈬〜 日㈰
午前 時〜午後５時

加をお待ちしています。
■とき ９月 日㈯
午前 時〜正午
■ところ パトリア日田 大ホール
問市民課生活安全係
☎㉒８２０４（市役所１階）
市内循環バスに乗ってみませんか

バスの日イベント
■とき ９月 日㈷
午前 時〜午後３時
■ところ 日田バスセンター内
■内容
・市内循環バス１日無料乗車体験
・紙工作、スライム作り、バルーン
アート、バスの無料相談会など
※当日のみ、ひたはしり号や、市営バス
が無料で利用できます（高速バス・地
方路線バスを除く）。
※参加費及び事前申し込みは不要。

試験・講習
日田玖珠広域消防組合
職員採用試験
■採用職種
①消防職員（一般枠（救急救命士含
む））
②消防職員（社会人枠）
■採用予定数 若干名
■受験資格
① 高校卒業程度の学力を有する人、
又は救急救命士資格を有する人
で 、 昭和 年 ４月 ２日以降に生
まれた人
②民間企業等での職務経験が５年以
上 あ る 人 で 、 昭 和 年 ４ 月 ２日 か
ら 昭 和 年 ４月 １日 ま で に 生 ま れ
た人
■第１次試験日
月 日㈰
日以内窓口及び総務課、各振興局・振

※受験申込書は、日田消防署、市役所 ３
興センターに備え付けています。

■申込期限 ９月 日㈮
（土・日曜日、祝日を除く）
※詳細は、日田玖珠広域消防組合ホーム

問日田玖珠広域消防本部総務課
☎㉔２２０４

ページ（ http://www.b-net.kcv.jp/~
）をご覧ください。
hita-fd/

■とき
９月 日㈮ 午前 時〜 時 分
■ところ パトリア日田 大ホール

大分県職員（獣医師）採用選考

市営駅北第 ２駐車場をご利用くださ
い。

問健康保険課国保・年金係
☎㉒８２７１（市役所１階）

問日田アストロボウル☎㉓５６５６
住まいの無料相談会
雨漏り、建具、壁、樋など住まい
の傷みについての無料で相談に応じ
ます。
□とき・ところ
９月 日㈰ 午前 時 分〜正午
桂林公民館
問一般社団法人日田職人会（原田）
７９８２ ‐
８２２２
☎０９０ ‐

県下一斉司法書士法律相談
相続や会社設立等の登記、供託、
訴訟等無料で相談に応じます。
□とき・ところ
９月 日㈰ 午前 時〜午後３時
アオーゼ
※詳細は左記にお問い合わせください。

お年寄りが住みやすい
環境をお届けします
□対象 旧日田市在住の 歳以上の
高齢者で単身者及び高齢者のみの
世帯の人
□工事内容 軽微な改善、修理、介
護保険対象工事、その他
□工事費用 申込者が材料・工費の
実費程度を負担

☎０９７‐５３２‐７５７９

生活環境部又は農林水産部の本庁
や出先機関において食品等監視、と
畜検査、家畜防疫などの業務に従事
する職員の試験を行います。

※駐車場は、パトリア日田専用駐車場、

平成 年度日田市戦没者追悼式

交通係☎㉒８３５６（市役所６階）

利用してご来場ください。

※駐車場がないため、公共交通機関等を

※最終日は午後４時まで。

分か

問 まちづくり推進課まちづくり・公共

日㈰午後 ２時

■ところ アオーゼ 多目的ホール・
美術展示ギャラリー
■内容 日本画、洋画、彫刻、工
芸、写真、書の展示
■入場料 無料
※ 表 彰 式 は 、 ９月
らアオーゼ２階会議室で行います。

問社会教育課文化振興係
☎㉒６８６８（アオーゼ内）

日田市交通安全大会
交通安全意識の高揚を図り、市民
一人ひとりが交通安全の重要性を認
識し、交通安全の輪を広げることを
目的に開催します。多くの皆様の参

定期市「日田いち」
□とき・ところ ９月 日㈰
午前 時〜午後３時
パトリア日田前中央公園
ださい。

※参加費等詳細は左記にお問い合わせく

６階）に備え付けています。

※申込用紙はまちづくり推進課（市役所

□申込期限
月 日㈬
問日田プレイス（山田）
☎０８０‐３２２０‐４０９４

歳 未 満 の 同 伴 者 は 、 ２ゲ ー ム ま で １

問大分県司法書士会

日㈮

※左記に電話でお申し込みください。

９月

※申込受付後、会の規定に基づき調査・

□申込期限

月の間に実

選考の上、対象者に連絡します。工事
は 打 合 せ の 上 、 ９月 か ら
施する予定です。

問高齢者住宅環境整備研究会事務局
☎㉔９２８８

6
広報ひた

食育健康料理教室
今回のテーマは「野菜をたくさん
食べよう」です。手軽に野菜が摂れ
る簡単料理を作ります。是非ご参加
ください。
■とき ９月 日㈮
午後６時 分〜８時 分
■ところ
ウェルピア１階 栄養実習室
■費用 ５００円（当日徴収）
■募集数
人
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限 ９月 日㈭
問健康保険課健康支援係
☎㉔３０００（ウェルピア内）

依存症家族学習会
依存症の人のご家族を対象に依存
症の理解を深め、対応について学び
合う依存症学習会を開催します。
■とき
①アルコール依存症
９月 日㈮
②ギャンブル依存症
平成 年１月 日㈮
いずれも午後１時 分〜４時
（受付は午後１時から）
■ところ 大分県こころとからだの
相談支援センター
■参加費 無料
※左記に電話でお申し込みください。

■申込期限
①９月 日㈮
②平成 年１月 日㈮
問大分県こころとからだの相談支援

■試験日
月 日㈯
■ところ
大分県庁舎会議室
※受験資格等の詳細は、県庁受付等で配
布の選考要領や大分県庁ホームページ
でご確認ください。

問大分県総務部人事課人事班
☎０９７‐５０６‐２３０５

タウン情報
月出山岳 星の観察会参加者募集
□とき・ところ ９月９日㈯
午後６時 月出山集会所集合
□募集数
人
□参加費 ５００円（食事付）

※

「敬老の日」ボウリングご招待会
□とき・ところ ９月 日㈷
午前９時 分〜午後 時
日田アストロボウル
□対象
歳以上の人
□参加費 無料（２ゲームと靴代）
ゲームあたり３５０円。（靴代別）
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問人権啓発センター
☎㉒８０１７（市役所別館１階）
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「あの音が鳴ると恐怖を思い出す」、「絶対に
好きになれない音」。危険を知らせると同時に
命を守る行動を促す、緊急速報メール（エリア
メール）。
昨年の熊本・大分地震、また７月の豪雨災害
の際も何度となく鳴り響いたあの音。気象庁を
はじめとする各行政機関が、災害などが予見さ
れるとき、住民の安全確保のために、迅速かつ
正確な情報を伝える必要性から始めた情報伝達
手段のひとつで、ほかにも防災行政無線やホー
ムページ、防災メールなどがあります。
今年３月、内閣総合戦略室が作成した「災害
対応におけるＳＮＳ活用ガイドブック」には、
これまでの伝達手段に加え、スマートフォンな
どで利用できる『ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス（ＳＮＳ）』の活用が情報の拡散
に有効であると記されています。昨年までの統
計では、ＳＮＳを災害対応に活用している地方
公共団体は934団体で、平成26年の調査開始以
降、増加傾向にあります。
ＳＮＳでは、行政の投稿した情報を確認でき
ることに加え、住民自身が自分の安否や刻々と
変化する被害の状況や支援の要請などを投稿で
きます。また、投稿を知人と共有する「拡散」
機能によって、不特定多数の人々へ情報が広が
り、迅速な避難行動や救援物資の提供など、命
を守る行動へのつながりが期待されます。
ただ、災害時のＳＮＳの活用は、誰もが簡単
に情報発信でき、なおかつ凄まじい速さで情報
が伝わるため、使い方を誤ると取り返しのつか
ない大混乱を招く可能性があることを忘れては
いけません。「興味本位で誤った情報を投稿す
る」、「信頼性のない情報を安易に拡散する」
など、軽率かつ無責任な行動は決して許されな
いことです。これらのことを利用者すべてが理
解して活用することが大切です。
人命に関わる緊急時に求められるのは、冷静
かつ慎重な良識ある行動。そして、すべての行
動の根元にあるもの、それは「助け合い」の心
です。

□申込期限 ９月６日㈬
問月出山まちづくり委員会（吉田）
☎０８０‐６２５２‐４４５１
㉔８１３３
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くらしの情報
くらしの情報
次回の広報ひた９月15日号は、９月15日㈮に発送します。

Information ９.１

