日㈯ 午後

時〜４時

保育のしごと
就職フェア 福岡
保育士等の資格を保有する人︑将来
保育の仕事を目指す学生を対象に就
職フェアを開催します︒予約不要︑
履歴書不要︑服装自由です︒お気軽
にご参加ください︒
■とき ７月６日㈯
正午〜午後３時
︵午前 時 分から受付︶
■ と こ ろ エ ル ガ ー ラ ホ ー ル ８階
大ホール︵福岡市︶
※参加企業等詳細は市ホームページ︑又
は右記二次元コードからご確認くださ
い︒

こども未来課子育て支援係
☎㉒８３１７︵市役所１階︶

成人発達障がい者家族教室
歳以上の就労中︑若しくは就労を
目指している発達障がい者のご家族
を対象に﹁働く﹂をテーマとして家
族教室を開催します︒
■ と き ７月 日 ㈬ ・ ８月 ７日 ㈬
午後１時 分〜４時
■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︒

のびのび発達相談

※事前に電話で申し込みが必要です︒申

就学前の乳幼児の発達や子育てに関
する相談に︑作業療法士︑言語聴覚
士︑保育士︑臨床心理士︑保健師が
応じます︒
■とき ７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
・聞こえや言葉に関する相談
・声の掛け方や遊び方など子育てに
関する相談
■参加費 無料
込者多数の場合は︑次回の相談会を案
内する場合があります︒

■申込期限 ７月 日㈮
健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

講習・試験
農業用ハウスの
災害被害防止講習会
自然災害に備えるため︑農業用ハウ
スの災害被害防止講習会を行いま
す︒
■とき
６月 日㈪ 午前 時〜正午
︵午前 時 分から受付開始︶
■ところ 市役所７階 大会議室
■内容
・自分でできる農業用ハウスの点検
・自分でできる農業用ハウスの補強

☎㉒８２１２︵市役所３階︶

及び保守管理
・農業用ハウスの共済
■参加費 無料︵申込不要︶
農業振興課生産・流通推進係
☎㉒８２１１︵市役所３階︶

初心者狩猟講習会
狩猟免許を取得するために大分県猟
友会が開催する︑初心者狩猟講習会
が実施されます︒
■講習日・会場
①わな猟 ７月 日㈷
大分県林業会館︵大分市︶
②第一・二種銃猟
７月 日㈯・ 日㈰
大分県猟友会︵大分市︶
③わな猟 ７月 日㈰
豊後大野市中央公民館︵豊後大野市︶

④わな猟 ８月４日㈰
杵築市健康福祉センター︵杵築市︶
⑤わな猟 ８月 日㈰
弥生文化会館︵佐伯市︶
⑥わな猟 ９月 日㈰
宇佐市勤労者総合福祉センター︵宇佐市︶

⑦わな猟 ９月８日㈰
桂林公民館︵日田市︶
⑧わな猟 ９月 日㈯
大分県林業会館︵大分市︶
⑨第一・二種銃猟
９月 日㈰・ 日㈷
大分県猟友会︵大分市︶
■受講料
わな猟 ８０００円
第一・二種銃猟 １万２０００円
わな猟＋第一・二種銃猟 ２万円
■受付期間

☎㉒８４４２︵市役所別館２階︶

※手話通訳があります︒

︵一社︶日田青年会議所事務局
☎㉔７１５０

12
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健康・福祉
児童手当の現況届は
６月中に提出を

※こども未来課︑各振興局の窓口で届出

令和元年５月まで児童手当を受給し
て い た 人 に ︑ ６月 上 旬 ま で に 関 係 書
類等を送付します︒必要事項を記入
し︑必要書類を添えて同封の返信用
封筒で返送期限までに提出してくだ
さい︒
を行うことができます︒
※ 届出がない場合︑受給資格があっても
月支給の児童 手 当 は 受 け 取 れ ま せ ん ︒

※児童手当には︑所得制限があります︒
年中の所得を修正申告した人

は︑支給額が変わる場合がありますの

※平成
で左記にお問い合わせください︒

こども未来課家庭支援係
☎㉒８２９２︵市役所１階︶

オレンジカフェひた

月

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
花月園 新館
１００円

※申込み不要でど な た で も 参 加 で き ま す ︒

■ところ
■参加費
■申込期限 ７月 日㈮
大分県こころとからだの相談支援
センターこころの健康課
☎０９７︲５４１︲６２９０
社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０︵市役所１階︶

林業振興課有害鳥獣対策係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

募集
貸付農園利用者募集

イベント
住まいの相談会

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
１区画︵約１００平方メートル︶
■貸付期間
契約日〜令和２年３月 日㈫
■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 ６月 日㈮

日田市長選挙公開討論会
市長選立候補予定者に︑地域に対す
る考え方やビジョンを語ってもらい
ます︒
□とき・ところ
７月 日㈪
午後６時 分〜︵午後６時開場︶
パトリア日田 大ホール
□参加費 無料

タウン情報

企業立地推進室企業立地推進係
☎㉒８３１３︵市役所３階︶

※左記に電話でお申し込みください︒

31

消防設備士試験準備講習
■とき ７月 日㈰
午前９時 分〜午後５時
■ と こ ろ Ｊ Ｃ Ｏ Ｍホ ル ト ホ ー ル
大分︵大分市︶
■講習種別
１類・４類・６類
■受付期間
６月 日㈪〜７月 日㈮
います︒

※受講申込書は日田消防署に備え付けて

住宅の建替え︑リフォーム等住まい
に関する相談に無料で応じます︒
■とき
７月１日㈪ 午前 時〜午後４時
■ところ 市役所１階 ホール
■相談員
︵公社︶大分県建築士会日田支部
会員及び建築住宅課職員
︵公社︶ 大分県建築士会日田支部
︵野村一級建築設計事務所内︶
☎㉔６０２２
建築住宅課指導審査係
☎㉒８２２６︵市役所５階︶
健康づくりのための

水中ウォーキング教室

28

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︶

①・②６月 日㈪〜７月７日㈰
７月 日㈪〜 日㈰
③ ……
７月 日㈫〜 日㈰
④
……
８月 日㈭〜 日㈰
⑤ ……
８月５日㈪〜 日㈰
⑥
……
８月 日㈪〜９月 日㈰
⑦ ……
⑧・⑨９月 日㈪〜 日㈮
■受付場所 日田市猟友会
日田市猟友会︵行政書士樋口政信
事務所内︶☎㉔６５９８
林業振興課有害鳥獣対策係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

狩猟免許試験︵新規︶

︵一財︶大分県消防設備安全協会
☎０９７︲５３７︲３１２５

狩猟免許更新
平成 年度に狩猟免許を取得︑若し
くは更新した人が対象です︒
■種別
第一・二種銃猟︑網猟︑わな猟
■更新日・会場
①９月５日㈭ 午前９時〜午後５時
日田総合庁舎４階 大会議室
②９月 日㈫ 午前９時〜午後５時
玖珠総合庁舎３階 大会議室

※Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センターに電話でお申し
込みください︒

Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センター
☎ ３９９９
スポーツ振興課スポーツ振興係

30

※受験手数料は︑県の政策によって令和

20

８

新たに狩猟免許を取得する人で西部
振興局管内︵日田・玖珠・九重︶に
住所を有する人が対象です︒
■試験日
① 月 日㈯ 第一・二種銃猟
② 月 日㈰ 網猟・わな猟
③ 月 日㈯ 網猟・わな猟
④ 月 日㈯ 第一・二種銃猟
⑤ 月 日㈰ 網猟・わな猟
■会場
①・②・③日田総合庁舎４階大会議
室︑④・⑤大分県庁舎正庁ホール
■時間 午前９時〜午後５時

各２９００円

※①・②のいずれかにお申し込みください︒

■更新手数料

30

30

■とき
７月 日㈬・ 日㈬
午後７時〜８時
■ところ
Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センター プール
■講師 江嶋公明 氏︵天瀬町︶
■募集人数 １回約 人
■参加費 無料
■申込期間 ６月 日㈰〜 日㈰
20

16

元年度は徴収しません︒
※申込方法等詳細は左記にお問い合わせ

ください︒

※申込方法等詳細は左記にお問い合わせ

■受付期間 ８月１日㈭〜 日㈮
大分県西部振興局森林管理班
☎㉒２５８５
林業振興課有害鳥獣対策係

15

21

28

25

１

21

23

12

11

10

22

26

30

10

５

19

24

in

30

24

30

28

10

３

11

10

10

2019. 6. 15
2019. 6. 15
広報ひた

13

ください︒
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■受付期間 ①・② ７月 日㈫〜 ８
月 日㈬︑③８月 日㈪〜９月３日
㈫︑④・⑤９月 日㈫〜 月 日㈪
大分県西部振興局森林管理班
☎㉒２５８５
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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１日号は、７月１日㈪に発送します。
次回の広報ひた５月15日号は、５月15日㈪に発送します。
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