分前までに

ることのできない石垣裏側の様子な
どを間近に見ることができる機会で
す︒是非ご参加ください︒
■とき ３月 日㈰
・１回目 午前 時〜
・２回目 午後１時 分〜
受付を済ませてください︶

※申込不要︒︵開始時間の

史跡永山城跡︵月隈公園︶

※少雨決行︒

■ところ
※受付は公園広場東屋︒
※当日は﹁天領日田おひなまつり﹂期間
中のため︑公共交通機関等をご利用く

■ところ
アオーゼ２階 会議室 ２・ ３
■講師 咸宜園教育研究センター名
誉館長 後藤宗俊 氏
■演題 ﹁咸宜園の放学遊山﹂
入場無料︒︵申込み不要︶
※

世界遺産推進室︵咸宜園教育研究
センター内︶
☎㉒０２６８︵水曜日休館︶

募集
各種スポーツ教室

※冬期は午前

①スポレク元気塾
■とき・ところ 毎週火曜日
午前 時 分〜 時 分
総合体育館

ださい︒

■参加料 無料
■対象 小学生以上
︵ただし︑小学生は保護者同伴︶

日㈭

時〜正午︒

※受付後︑現地まで徒歩で登りますが︑
通路は砂利道の急な坂で︑滑りやすく
なっています︒運動靴などの歩きやす
い服装で参加してください︒
※詳細は左記にお問い合わせください︒

文化財保護課埋蔵文化財係
☎㉔７１７１︵市役所別館２階︶

﹁咸宜園ゆかりの地を活用した
地域活性化事業﹂成果発表会
咸宜園放学遊山の会では︑廣瀬淡
窓先生が訪ね歩いた名所・旧跡を調
査しています︒つきましては︑今年
度の事業成果発表や記念講演を行い
ますので︑是非ご参加ください︒
︵平成 年度市民サービス協働事
業︶
■とき ３月 日㈷
午後１時 分〜３時 分

必要なワープロソフト︑表計算ソフ
トのスキルが身に付きます︒
□とき
４月 日㈪〜７月 日㈮
︵訓練日数 日︶
午前９時〜午後３時 分
︵月〜金曜日︶
□受講料 無料

人
３月

駐車代金が必要です︒

※別途テキスト代︑車で通所する場合は

□募集数
□申込期限
お申し込みください︒

※ ハ ロ ー ワ ー ク 日 田 ︵ ☎ ㉒ ８ ６ ０ ９︶ に

株式会社花月ピーシーネット︵石松︶

※詳細は左記にお問い合わせください︒

☎㉓３６０１
期電話相談員募集

﹁いのちの電話﹂は自殺願望など

﹁いのちの電話﹂第

■会費 月額５００円
②バドミントン教室
■とき・ところ
毎週木曜日
午前 時〜午後１時
総合体育館
■会費 月額１５００円
※詳細は左記にお問い合わせください︒

総合体育館☎㉔６７５０
体育保健課スポーツ振興係
☎㉒８４４２︵市役所別館２階︶

タウン情報
韓国語無料体験講座
︵入門︑初心者中心︶
□とき・ところ
３月 日㈭︑ 日㈭︑ 日㈭
︵計３回︶
午後７時 分〜８時 分

をはじめとする精神的危機にある
人々のよき隣人になりたいという願
いから生まれた市民ボランティア活
動です︒この趣旨に賛同し︑参加す
る意欲を持つ 歳以上の人を募集し
ています︒
□講座期間
・前期 ５月８日㈫〜９月４日㈫
・後期 ９月 日㈫〜平成 年３月
午後６時 分〜８時 分
※原則として毎週火曜日︒

※受講料が別途必要です︒

□ところ
コンパルホール︵大分市︶
□申込期限 ４月 日㈷
□募集方法
事務局に電話で募集要項を請求
※詳細は左記にお問い合わせください︒

社会福祉法人大分いのちの電話事
務局☎０９７︲５３７︲２４８８

咸宜公民館

学習室
ユ ピルリョ

※中・上級者は個別に相談に応じます︒

韓国語教室︵藤原・劉泌汝︶
☎０８０︲５６０６︲４８８６
行政書士無料相談会
□とき・ところ ３月 日㈭
午後１時〜４時
大分県行政書士会︵大分市︶
※詳細は左記にお問い合わせください︒

大分県行政書士会
☎０９７︲５３７︲７０８９
不動産に関する無料相談会
不動産鑑定士による不動産に関す
る無料相談会を開催します︒
□とき・ところ ４月 日㈪
午後１時 分〜４時
市役所２階 202会議室
大分県不動産鑑定士協会事務局
☎０９７︲５３４︲９３７７
手話奉仕員養成講座
高校生以上を対象に︑手話の基本
的動作を習得しコミュニケーション
方法を学ぶ講座を開催します︒
□とき・ところ
４月 日 ㈫ 〜 平 成 年 ３月 日 ㈫
の毎週火曜日︵全 回︶
午後６時 分〜８時 分
ウェルピア３階 会議室
□受講料 無料
※別途テキスト代が必要です︒

□募集数
人︵先着順︶
□修了条件
全 回のうち 回以上出席した人
□申込期限 ３月 日㈮

訂正
広 報 ひ た ２月 １ 日 号 日 田 市 成 人 式
の一部を訂正します︒
４ページ 日田市成人式
・オープニングピアノ演奏
宮永彩香さん

地方創生推進課シティセールス係
☎㉒８６２７︵市役所６階︶

10
広報ひた

イベント
木育講演会
市民や子供たちが身近な木に親し
み︑触れることを通じて︑木や森と
の関わりを考えることができる豊か
な心を育むために木育講演会を開催
します︒
■とき ３月 日㈮
午後７時〜８時 分
■ところ 市役所７階 大会議室
※入場無料︒

■演題 木育と子育て・地域興し〜
今︑木や森に触れることの意義〜
■講師 熊本大学教育学部副学部
長・教授 田口浩継 氏
■対象者 児童の保護者及び教育︑
保育関係者︑子供・子育てに関心
のある人︑林業︑木材産業及び木
工関係者 など
の方法でお申し込みください︒

※ファックス︑メール︑電話のいずれか

林業振興課林業振興係
☎ ８３６２︵市役所３階︶
８２４６
rinsei@city.hita.oita.jp
熊本地震から２年

県指定史跡﹁永山城跡﹂
災害復旧工事現場説明会開催
熊本地震で被害を受けた県指定史
跡﹁永山城跡﹂災害復旧工事の現場
説明会を開催します︒修理の進む石
垣の伝統的な石積み工法や発掘調査
の成果について説明します︒日頃見

※詳細は左記にお問い合わせください︒

日田市社会福祉協議会☎㉔７０２６

熱中症予防対策労働衛生教育
厚生労働省から職場における熱中
症予防対策の重点的な実施の通知が
出されることから︑熱中症ゼロを目
指し管理者及び作業管理者向けの労
働衛生教育を実施します︒
□とき・ところ ４月 日㈫
午前９時〜 総合体育館
□申込期間
月 日㈪〜 月 日㈫
※受講料が必要です︒

大分県労働基準協会日田支部︵吉田︶

☎㉗６４５３
パソコン基礎科受講者募集
求職中の人を対象に︑無料でパソ
コン講習を行います︒全ての職種に

30

平均寿命と健康寿命の差を数字で表すと男
性：9.02年、女性：12.4年。（平成25年数値）
健康寿命とは「健康上の問題によって日常生
活が制限されることなく生活できる期間」で
す。そうすると冒頭の数字は「健康上の問題か
ら日常生活が制限される」期間（年数）である
とともに「何らかの介護を必要とする可能性が
高い」期間といえます。
総務省の『就業構造基本調査（平成24年）』
によると、家族等を介護している人は550万人
以上で、そのうちの約５割が働きながらの介護
です。また、介護を理由に離職した人は、平成
24年９月までの１年間で10万人以上に上ります。
そのような中、2017年１月に育児・介護休
業法が改正され、介護休業が対象家族１人につ
き「原則１回93日まで」から「３回を上限に通
算93日まで」になりましたが、なぜ、介護休業
は“93日＝約３か月”なのでしょうか。
介護休業「93日」は、“介護に関する長期的
方針を決めるための期間”と国は位置づけていま
す。言い換えれば、自らが介護に専念するため
の休業ではなく、介護と仕事の両立に必要な介
護サービスの相談や申請等を行い体制を整える
ための「準備期間」としての休業です。
いざ介護が必要となった時、仕事との両立が
可能な介護サービスが望むように受けられれば
問題はありません。しかし、現実は要介護者の
状況によっては、サービスを受けられないこと
や施設の空きを待たねばならないこと等もある
ようです。また、介護は育児と違って年数経過
による状況改善が少ないことに加え、先の予測
がつかないという特殊性を持ち合わせていま
す。そして、このようなことが一因となり、不
安や焦りが増幅し心身共に疲れ果てた末に、介
護離職や介護うつ、介護虐待、介護心中といっ
た悲惨な事態を引き起こすこともあります。
超高齢化が進行する日本。介護を取り巻く環
境整備と課題の解消は待ったなしの状態です。
誰もが健康的な生活を送る権利を持っており、
それを全体で守る―。支え合い助け合うこと
が、未来を変えるのではないでしょうか。

2018. ３. １
2018. ３. １
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心、豊かに
人権コラム

くらしの情報
次回の広報ひた３月15日号は、３月15日㈭に発送します。
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