周年記念大会
☎㉒８２９０︵市役所１階︶

障害基礎年金の所得状況届
７月末までに提出を

※伐竹作業をこれから開始︑又は既に実

■見学先 三隈川から有明海河口ま
での環境施設等
■参加料 無料
■募集数
人︵先着順︶
■申込方法 環境課備付け又は市ホ
ームページからダウンロードした
応募用紙を環境課に郵送︑ファッ
クス︑メール︑又は持参
■申込期限 ７月 日㈮

㉒８２４１

日本遺産をガイドする小学４〜６年
生を募集します︒天領まつりと天領日
田おひなまつりでのガイドデビューを
目指し９月から練習を行います︒
■活動期間
９月 日㈰〜平成 年３月

日本遺産子どもガイド募集

kankyo@city.hita.oita.jp

☎㉒８３５７

〒 ８ ７ ７︲ ８ ６ ０ １︵ 住 所 記 載 不 要 ︶

環境課企画推進係︵市役所２階︶

※電子申請有り︒

問い合わせください︒

※詳細は市ホームページ又は︑左記にお
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科口腔健診受診券︑問診票
※﹁歯科口腔健診受診券﹂を持参していな
いと受診できない場合があります︒紛失
などによって︑受診券がお手元にない場
合は︑左記にお問い合わせください︒

■費用 年１回のみ無料
大分県後期高齢者医療広域連合
５３４ ‐
１７７１
☎０９７ ‐
健康保険課国保・年金係
☎㉒８２７１︵市役所１階︶

福祉のしごと就職フェア
〜合同事業所説明会〜
福祉の仕事を目指す人の就職活動
を応援します︒福祉事業所の採用担
当者から直接話等を聞けるチャンス
です︒就職面談や各種相談も実施し
ますので︑是非ご参加ください︒
■とき ８月 日㈰ 午後１時〜４時
■ところ 大分県社会福祉介護研修
センター︵大分市︶
※無料託児コーナー有︒
大分県福祉人材センター
☎０９７︲５５２︲７０００
社会福祉課福祉総務係
☎㉒８２０３︵市役所１階︶

募集
子ども環境バスツアー

※左記に電話でお申し込みください︒

企業立地推進室企業立地推進係
☎㉒８３１３︵市役所３階︶

夏休みものづくりふれあい
バスツアー参加者募集

40

※月２回程度の研修等を実施します︒

■申込方法 はがき又はファックス
に住所︑お子さんの氏名︑生年月
日︑性別︑学校名︑学年︑保護者
氏名︑連絡先を記入の上︑左記に
送付
■申込期限 ７月 日㈰
※電子申請有り︒

〒８７７ ０-０１２
淡窓２丁目２ ‐ 世界遺産推進室
☎・ ㉒０２６８︵水曜日休館︶

弓道教室生︵初心者︶募集
■とき
７月 日〜 月 日までの毎週
火・金曜日 午後７時〜９時
■ところ
日田市弓道場︵大原グラウンド横︶
■受講料
５０００円︵教材費・保険料含む︶
月日を記入の上︑左記に郵送又は電話

※はがきに住所・氏名・電話番号・生年
でお申し込みください︒

〒 ８７７︲００５１
大字高瀬 ︲９
日田市弓道連盟事務局︵毛利方︶
☎０９０︲９５９８︲２８９５︵毛利︶

体育保健課スポーツ振興係
☎㉒８４４２︵市役所別館２階︶

自衛官募集
■募集種類 ①自衛官候補生︑②航
空学生︑③一般曹候補生
■募集期限
①年間募集中︑②・③９月７日㈮
■試験日
①７月 日㈯︵海上・航空のみ︶︑
②９月 日㈷︑①・③９月 日㈯
■対象
①・③⁝ 歳以上 歳未満
②⁝︵海上︶ 歳以上 歳未満
︵航空︶ 歳以上 歳未満
※詳細は左記にお問い合わせください︒

自衛隊大分地方協力本部日田地域
事務所☎㉔０８０９
市民課生活安全係
☎㉒８２０４︵市役所１階︶
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日田断酒会創立
アルコール依存症がどんな病気で
家族がアルコールの病気とどう関わ
るのか︑一緒に考えてみませんか︒
■とき ７月 日㈰
午前 時〜午後３時
■ところ 大山文化センター
■内容 体験発表・記念講演
・講師 大分友愛病院院長
山本 亨 先生
・演題﹁アルコール依存症と断酒会﹂
■申込先 日田断酒会
☎０９０︲６２９２︲５３６６
２４０６
■申込期限 ７月 日㈰
健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶
歳前の傷病による障害基礎年金
を受給している人に︑日本年金機構
か ら ７月 上 旬 に ﹁ 受 給 権 者 所 得 状 況
届﹂が送付されます︒この届出は︑
年金を引き続き受ける資格の有無を
確認するためのものです︒必ず提出
をお願いします︒
なお︑提出がないときは年金の受
給ができない場合があります︒
■提出期限 ７月 日㈫
日本年金機構日田年金事務所
☎㉒６１７４
健康保険課国保・年金係
☎㉒８２７１︵市役所１階︶

後期高齢者医療広域連合から
歯科口腔健診のお知らせ
大分県後期高齢者医療の被保険者
で今年度 歳の誕生日を迎える人に
対し︑歯科口腔健診を実施します︒
肺炎等の疾病につながる口腔機能
の低下を予防し︑いきいきとした生
活を送るためにも︑この機会に健診
を受けましょう︒
市内の小学 ４〜 ６年生を対象に︑
川と水の大切さを学習する﹁子ども環
境バスツアー﹂を実施します︒
■とき ７月 日㈭
午前７時 分〜午後５時 分
※弁当は各自持参︒

※健診を受けるときは事前予約が必要です︒

■受診に必要な物

■利用料 無料
■貸付条件 ①野菜・花等を栽培
︵樹木の栽培は不可︶︑②営利目
的の作物栽培は不可
■申込期限 ７月 日㈭

被保険者証︑歯

■研修期間
月 中 旬 ︑ ２月 下 旬 ︑
３月下旬の計３回
■研修場所
大分県日出町︑福岡県八女市等
※ 研修は現地集合です︒

人

※申込み多数の場合は選考︒

■募集数
②竹林楽校通型研修
■研修期間
月〜３月のうち数回
■研修場所
優良生産者の生産現場等
■募集数
人
施している人

※研修先までの交通費は自己負担︑材料

︿①・②共通事項﹀
■参加費 無料
費については一部負担︒

市 内 の 小 学 ５ ・ ６年 生 を 対 象 に バ
スツアーを行います︒
■とき ８月 日㈭ 午前９時
■見学先
市役所発〜青栁インテリア㈱〜中
央発条工業㈱︵昼食︶㈱九州コク
ボ〜日田キヤノンマテリアル〜市
役所着︵午後４時 分︶
※弁当及び飲み物は各自用意してください︒

■募集数
人︵先着順︶
■申込方法 住所︑お子さんの氏名
と性別︑学校名︑学年︑保護者
名︑昼間の連絡先を記入の上︑は
がき︑ファックス又はメールにて
左記に申込み
■申込先 〒８７７︲８６０１
︵住所記載不要︶
日田市工業連合会事務局
︵商工労政課内︶
■申込期限 ７月 日㈮
商工労政課地域産業支援係
☎㉒８２３９︵市役所３階︶
㉒８２４６
shokoh@city.hita.oita.jp

９

障がい児のサポート
ボランティア募集
障がい児の日常生活︑屋内・屋外
活動のサポートを行う高校生以上の
ボランティアを募集します︒
■とき ７月 日㈪〜８月 日㈮
午前８時 分〜午後３時 分
︵土・日曜日︑登校日︑お盆は除く︶
※期間中のうち１〜 ２日間の参加もでき
ます︒
※対象者には︑受診券︑問診票︑実施機
関一覧を送付しています︒

■ところ
大分県立日田支援学校︵石松町︶
込みは随時受け付けています︒

※左記に電話でお申し込みください︒申

■実施期間 ７月〜 月
■ところ 大分県後期高齢者医療広
域連合と契約した歯科医療機関

※昼食は準備します︒

日田市社会福祉協議会☎㉔７０２６
社会福祉課障害福祉係

原木しいたけ栽培研修生募集

※申込み多数の場合は選考︒

■とき・ところ
①栽培基礎研修
９月 〜 ３月 ま で の 期 間 の う ち ４日
間︵日曜日︶
大分県農林水産研究指導センター
︵豊後大野市︶及び林業研修所
︵由布市︶
②生産現場通型研修
月〜３月までの最大 日間
優良生産者の生産現場
■対象
①しいたけ生産への就農を目指して
いる人︑就農間もない人
②既にしいたけ生産を行っており︑将
来年３万駒植菌する予定の人
■募集数 ① 人 ②５人
■申込方法 左記に備付けの受講申
込書に必要事項を記入の上︑提出
■申込期間 ７月２日㈪〜 日㈫

無料

※ 研修先までの交通費︑昼食等は自己負担︒

■参加費

※詳細は左記にお問い合わせください︒

市内在住の人を対象に︑石井工業
団地内にある貸付農園の利用者を募
集します︒
■貸付区画 ４区画
︵1区画約１００平方メートル︶
■貸付期間
契約日〜平成 年３月 日

貸付農園利用者募集

大分県西部振興局林業・木材・椎
茸第２班☎㉒２５８５
林業振興課林業振興係
☎㉒８３６２︵市役所３階︶

※印鑑を持参してください︒

■申込方法 左記に備付けの受講申
込書に必要事項を記入の上︑提出
※印鑑を持参してください︒

■申込期限 ７月 日㈪
大分県西部振興局林業・木材・椎
茸第２班☎㉒２５８５
林業振興課森林整備係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

たけのこ生産竹林楽校及び
竹林楽校通型研修受講生募集
地域の荒廃した竹林を再生し︑た
けのこ生産など有効活用したいと考え
ている人を対象に研修を行います︒
①たけのこ生産竹林楽校

５
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くらしの情報
※電子申請有り…市ホームページの電子申請のページから申込みできます。
次回の広報ひた７月15日号は、７月17日㈫に発送します。
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