※動きやすい服装で飲み物や室内用運動

九州大学キャンパスライフ・健康支
援センター所属
■参加費 無料︵申込不要︶
靴をご持参ください︒
※スロージョギングは︵一社︶日本スロ
ージョギング協会の登録商標です︒
※ひた市民健活ポイント︑おおいた歩得
ポイントも付きます︒

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

のびのび発達相談
就学前の乳幼児の発達や子育てに
関する相談に︑医師︑作業療法士︑
言語聴覚士︑保育士︑臨床心理士等
が応じます︒
■とき
３月 日㈮ 午前９時 分〜
■ところ ウェルピア
■内容
・発達や子供への関わり方に関する
相談
・発音がおかしい︑きつ音がある︑
言葉が遅れているなど言葉に関す
る相談
・声の掛け方や遊び方など子育てに
関する相談
■募集数
人程度
込者多数の場合は︑次回の相談会を案

※下記に電話でお申し込みください︒申
内する場合があります︒

☎㉒８３８３︵市役所６階︶

クラウドファンディング
活用講座

※ 詳細は右記二次元コードから確認︑又は

■申込期限 ３月８日㈮
健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

募集
２０１９年度日田市指定ごみ袋

管理・配送業務入札参加者募集
■参加資格
・市内配送業者であること
・運輸局の貨物自動車運送事業︵一
般貨物自動車並びに貨物軽自動
車︶の営業許可を有していること
・指定ごみ袋を保管できる倉庫を市
内に保有していること
・ 市 内 約 ２０ ０の 販 売 店 に ︑ 随 時 配
送が可能な車両及び人員を保有し
ていること
・在庫管理ができる電算システム等
を導入していること
・ 市が定める要件を満たしていること
■申込方法
左記に備付けの申請書に必要事項
を記入の上︑提出
■申込期間 ２月 日㈪〜 日㈭
※入札日時等は後日通知します︒

環境課生活環境係
☎㉒８２０８︵市役所２階︶

自動販売機設置希望者募集

※現在の設置者も申込みできます︒

■設置施設 天瀬農業公園
■対象 市内の業者
■設置期間
４月１日から２年間
■種類・台数 清涼飲料水１台

ときさとのりあき

筑紫女学園大学教授 時里奉明 氏
︻研究奨励事業報告会︼
■報告者
・廣瀬淡窓旧宅の建物に関する研究
松岡亜紀 氏
・漢文教科書および漢詩集に採録さ
れた咸宜園関係者の漢詩文に関す
る研究 川邉雄大 氏
咸宜園教育研究センター
☎㉒０２６８︵水曜日休館︶

ヒタリバ
〜地域おこし協力隊・
集落支援員との意見交換会〜

※参加費及び事前申込みは不要で入退場

自分の住んでいる地域でやってみ
たいことを話してみませんか︒
■とき
３月 日㈬ 午後６時〜 ７時 分
■ところ パトリア日田 小ホール

■申込方法
左記に備付けの申込用紙に必要事
項を記入の上︑提出
■申込期限
２月 日㈪ 午後５時まで
３１４７

■参加資格
・ 市内で配送業を営む法人で︑一般貨
物自動車運送事業の許可及び貨物軽
自動車の届出を行っていること
・市内の各自治会等に︑おおむね月
２回 ︵ 年 回 ︶ ︑ 配 送 が 可 能 な 車
両及び人員を保有していること
・その他︑市が定める要件を満たし
ていること
■申込方法
左記に備付けの申請書に必要事項
を記入の上︑提出

文書送達委託業務
入札参加者募集

２０１９年度﹁広報ひた﹂等

天瀬振興局産業建設係☎
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※必要書類は市ホームページからダウン
ロードできます︒

３月１日㈮

※詳細は左記にお問い合わせください︒

■申込期限
地方創生推進課シティセールス係
☎㉒８６２７︵市役所６階︶

林業振興事業を募集
日新林業基金協議会では︑山林の
再生や人材育成などの林業振興につ
ながる事業を助成します︒
■助成対象事業
・造林事業 植樹祭等の苗木代他

・演題 ﹁子どもの気持ちに寄り添
うためのひまわり先生の心の子育
て実践法﹂
・講師 公認心理師 米倉けいこ 氏
■とき ３月９日㈯ 午前 時〜
■ところ パトリア日田 小ホール
社会教育課生涯学習推進係
☎㉒６８６８︵アオーゼ内︶

タウン情報
住まいの無料相談会
雨漏り︑建具︑壁︑樋など住まい
の傷みについて職人が無料で相談に
応じます︒
□とき・ところ
月 日㈰
午前９時 分〜正午
桂林公民館
︵一社︶日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２
第１回おひなまつり和楽器コンサート
□とき・ところ ２月 日㈰
午後２時〜３時 分
咸宜公民館 和室
※高校生以下は無料で︑その他の人は別
途料金がかかります︒
※詳細は左記にお問い合わせください︒
天領日田で伝統音楽を楽しむ会︵甲斐︶

☎０９０︲３８８３︲１９２７
大原の郷ミニコンサート
〜ひびけ歌声〜
参加者と春の歌を合唱します︒
□とき・ところ
３月４日㈪ 午前 時〜
ケアハウス大原の郷︵神来町︶
ねむの会︵錦︶☎㉔１９５８

4
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オレンジカフェひた
最近物忘れが気になる等の不安や
悩みを抱えている人はお気軽に相談
してみませんか︒
■とき
月 日㈯ 午後 時〜４時
■ところ 花月園 新館
■参加費 １００円
※申込み不要でどなたでも参加できます︒

オレンジカフェひた実行委員会事
務局︵グループホーム花花︶
☎㉖３５０１
長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９︵市役所１階︶

高齢者向け配食サービス事業
委託事業者募集
市が実施している食の自立支援事
業︵高齢者向け配食サービス︶の委
託事業者を募集します︒
■募集期間
月 日㈮から随時募集

※詳細は市ホームページで確認︑又は左
記にお問い合わせください︒

長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９︵市役所１階︶

ウォーキング＆
スロージョギング®教室
■とき
月 日㈰ 午後 時〜４時
︵午後１時から受付開始︶
■ところ 大明小中学校 体育館
■講師 町田由紀子 氏

・木育事業 木育事業の実施に要す
る経費
・人材育成等事業 研修等の実施に
要する経費
・山林再生事業 地域の山林再生事
業の実施に要する経費
■申込方法
計画書を左記事務局に提出
■申込期限 ３月 日㈮
と も あ り ま す ︒ 詳 細 は 日田地区原木

※応募者多数の場合は助成できないこ
市場協同組合事務局にお問い合わせく
ださい︒

︵日田玖珠地域産業振興センター内︶

インターネットを通じて資金を集
める﹁クラウドファンディング﹂の
仕組みと︑その成功のポイントを学
びます︒
■とき ２月 日㈫
午後６時 分〜８時 分
■ところ 市役所７階 中会議室
■講師
ＣＡＭＰＦＩＲＥ大分
代表 田浦 大 氏
■申込期限 ２月 日㈪
左記にお問い合わせください︒

まちづくり推進課市民協働・男女
共同参画推進係
☎㉒７５１５︵市役所６階︶

自由です︒

まちづくり推進課地域活動支援係
☎㉒８３５６︵市役所６階︶
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第 回日田市社会教育振興大会

２
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市の社会教育振興等の推奨に寄与
した功労者・功労団体表彰︑記念講
演などを行います︒
■記念講演

24

15

30

30

﹁咸宜園の日﹂記念講演会・
﹁咸宜園教育研究センター
研究奨励事業 ﹂報告会

30

日田地区原木市場協同組合事務局
☎㉔６０３５
林業振興課森林整備係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

イベント
婚活イベント情報
たこやきを作りながら日田で新た
な出会いを探しませんか︒
■とき・対象者
① 月 日㈯
・ 代の独身男女
② 月 日㈯
・ 代の独身男女
③ 月 日㈯
・ 代の独身男女
④ 月 日㈯
代以上の独身男女
※いずれも午後７時〜９時︒

■ところ
ＳＬＯＷ ｃａ ｆｅ 天神店
※参加費等詳細は左記にお問い合わせく

25

﹁咸宜園の日﹂記念講演会及び
﹁咸宜園教育研究センター研究奨励
事業報告会﹂を開催します︒
■とき
２月 日㈰ 午後１時〜４時 分
■ところ パトリア日田 小ホール
■参加費 無料
︻記念講演会︼
■演題・講師
ち ぐ
こん
咸宜園教育の影響︱井上知愚・昆
こう
江と﹁柳園塾﹂
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2019. 2. 15
広報ひた
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ださい︒

天使のおつ会︵矢野︶
☎０９０︲８３９８︲３４１２
ひた暮らし推進室移住促進係
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次回の広報ひた９月１日号は、９月１日㈮に発送します。
くらしの情報
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