在宅介護者の集い
■とき
９月 日㈭ 午後１時〜３時
■ところ 市役所７階 ７０２会議室
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限 ９月 日㈫
長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９︵市役所１階︶
一般公開講座

こどもの医療・保健勉強会
■とき
月 日㈭ 午後 時〜８時
■ところ 市役所７階 大会議室
■ 演題 もっと学ぼう！子どもの食
物アレルギー
■講師
大分大学客員教授 中津市立中津
市民病院副院長 是松聖悟．先生
■参加費 無料︵申込不要︶
大分県済生会日田病院総務課
☎㉔１１００
健康保険課保健医療係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

認知症サポーター養成講座

■申込期限 ９月 日㈮
長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９︵市役所１階︶

離乳食教室
生後５か月から９か月の乳児の保護者
を対象に離乳食教室を開催します︒
■とき
月 日㈫ 午前 時〜
■ところ
ウェルピア１階 栄養実習室
■募集数
人程度︵先着順︶
託
※児は左記にご相談ください︒

■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限 ９月 日㈮
電
※子申請有り︒

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

﹁脱メタボ教室﹂参加者募集

※医師から運動を止められていないこと

歳から 歳の人を対象に︑メタボ
リックシンドロームの予防・改善及
び運動習慣の定着を目的とした運動
教室の参加者を募集します︒
が条件です︒

■ とき
月 日㈭から 月 日㈭
までの毎週木曜日︵全 回︶
午前 時〜正午
■ところ ウェルピア
■ 内容 ステップ運動︑スロージョ
ギングの運動実技︑健康講話 等
■募集数
人︵先着順︶
■参加費 無料
■申込方法 下記に電話で申込み
■申込期限
月 日㈫

第

第

回日田市文教祭︵９月開催行事︶

日㈰

回日田市美術展

■とき
月 日㈬〜
午前 時〜午後５時

※いずれも参加費は無料です︒

万華鏡作りをします︒
■とき
月 日㈯
・１回目 午前 時〜 時 分
・２回目 午前 時〜 時 分
・３回目 午後１時 分〜２時 分
・４回目 午後２時 分〜３時 分
■ところ アオーゼ２階 会議室１
■講師 ひた少年少女発明クラブ
①のみ左記に電話でお申し込みくだ
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︒

家にいる気分でたこやきを作りながら

代の独身男女
代の独身男女
代の独身男女
代の独身男女

ＳＬＯＷ cafe天神店

※いずれも午後７時〜９時︒

・
・
・
・

アットホーム婚活！

イベント・募集

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

日田で新たな出会いを探しませんか︒

■とき・対象者
① 月 日㈯
② 月 日㈯
③ 月 日㈯
④ 月 日㈯
■ところ
合わせください︒

※参加費等詳細は天使のおつ会にお問い

天使のおつ会︵矢野︶
☎０９０︲８３９８︲３４１２
ひた暮らし推進室移住促進係
☎㉒８３８３︵市役所６階︶

博物館イベント

市民の交通安全意識の高揚を図り︑
交通事故のない安全・安心な日田市
の実現を目指すことを目的に開催し
ます︒多くの皆様の参加をお待ちし
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
市民課生活安全係
☎㉒８２０４︵市役所１階︶

日田市交通安全大会

博物館☎㉒５３９４︵アオーゼ内︶

10 10

巡回特別労働相談
弁護士︑社会保険労務士等が労働問
題のトラブルや悩みについて話を聞
く相談会を実施します︒
■とき・ところ ９月 日㈭
受付 午後１時 分〜３時 分
アオーゼ１階 多目的ホール

※弁当︑飲み物等を持参してください︒

■募集数
人︵先着順︶
■服装 山歩きができる格好

※電話による相談もできます︒

※相談無料︑予約不要︒

※午前８時

分までに集合︒

①秋の自然観察会
■とき
月 日㈯
午前 時〜午後 時
■ところ 曽田の池・桜滝等︵天瀬町︶
■集合場所 アオーゼ駐車場

11 10

パトリア日田前中央公園

②科学実験にチャレンジ！

大分県労政・相談情報センター

□申込期限
月 日㈬
日田プレイス事務局
☎０９０︲８６６５︲０８７７

※詳細は左記にお問い合わせください︒

鑑賞します︒
□とき・ところ ９月 日㈷
午後１時 分 石井小学校体育館
□参加費 無料
石井町２丁目自治会︵坂本︶
☎㉓９５１８

月出山岳山頂観月祭参加者募集
□とき・ところ ９月 日㈯
午後５時 月出山集会所集合
□募集数
人
□参加費 ５００円︵食事付︶
※左記にファックスでお申し込みください︒

□申込期限 ９月 日㈫
月出山まちづくり委員会︵吉田︶
☎０９０︲２３９３︲０２１９
㉔８１３３

おわびと訂正
広報ひた８月 日号に誤りがあり
ました︒おわびして訂正します︒
８ページ くらしの情報﹁有害鳥獣
一斉捕獲の実施﹂の日程
■一斉捕獲期間
誤⁝９月１日㈰〜 日㈰
正⁝９月８日㈰〜 日㈰
■一斉捕獲日
誤⁝９月１日㈰︑８日㈰︑ 日㈰
正⁝９月８日㈰︑ 日㈰︑ 日㈰
林業振興課有害鳥獣対策係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

16

認知症を正しく理解し︑認知症の人
や家族を温かく見守る﹁認知症サポ
ーター﹂になってみませんか︒
■とき ９月 日㈪
・昼の部 午後１時 分〜３時
・夜の部 午後７時〜８時 分
■ところ 市役所７階 中会議室
■申込方法 下記に電話で申込み
■受講料 無料

０１２０︲６０１︲５４０
☎０９７︲５３２︲３０４０
商工労政課雇用・労働環境係
☎㉒８２３９︵市役所３階︶
※最終日は午後４時まで︒

■ところ アオーゼ多目的ホール
２階 美術展示ギャラリー
■入場料 無料
︻表彰式︼
月 日㈰ 午後２時 分〜
■とき
■ところ アオーゼ２階 会議室
社会教育課文化振興係
☎㉒６８６８︵アオーゼ内︶

タウン情報

熊本・日田 復興支援
﹁清和文楽・出張講演﹂
熊本県山都町に伝わる人形浄瑠璃を

22 15

無料で木造住宅の
簡易耐震診断を行います
昭和 年５月 日以前に建てられた
木造一戸建て住宅︵住宅部分の面積
が ２分の１以上の併用住宅を含む︶
を対象に行う無料の簡易耐震診断で
す︒自宅の耐震性を確認してみませ
んか︒
■とき ９月 日㈫〜 日㈮
■募集戸数
戸
■申込期限 ９月 日㈭
※詳細は左記にお問い合わせください︒

定期市﹁日田いち﹂
□とき・ところ ９月 日㈰
午前 時〜午後３時

22 15

人権啓発センター
☎㉒８０１７（市役所別館１階）

建築住宅課指導審査係
☎㉒８２２６︵市役所５階︶
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来年の東京オリンピック・パラリンピックの
開催を控え、様々なスポーツの話題を耳にする
ようになりました。中でも、日本と外国にルー
ツを持つ日本人選手について話題になることが
増えてきました。
厚生労働省が行っている「人口動態調査」に
よると、2017年の出生数は約94万人で、この
うち父母のどちらかが外国人である子供は約１
万８千人となっています。これは約50人に１人
が外国にもルーツを持つということであり、こ
のことは珍しいことではなくなってきていま
す。
しかし、特定の国の出身者であることやその
子孫であることのみを理由に日本社会から追い
出そうとしたり、危害を加えようとしたりする
行為（ヘイトスピーチ）といった、いわれのな
い差別や偏見を受けることがあるのです。
このことが、マスメディア等で大きく取り上
げられるなど社会的関心が高まってきたことな
どによって、平成28年に「本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」が施
行されました。法律の第三条（基本理念）で
は、「国民は本邦外出身者に対する不当な差別
的言動の解消の必要性に対する理解を深めると
ともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動のない社会の実現に寄与するよう努めなけれ
ばならない」とされています。このように、外
国にもルーツを持つ人が、そのことを理由に不
当な差別を受けることがあってはならないので
す。
現在、スポーツに限らず、幅広い分野で日本
と外国にルーツを持つ人たちが活躍していま
す。さらに、外国人労働者の受入れ拡大等によ
って、外国にルーツを持つ人が増えていくこと
が予想されます。その中で、外見やそのルーツ
に捉われることなく、地域社会の一員として受
入れることが「不当な差別的言動のない社会の
実現」に必要なことではないでしょうか。
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外国にルーツを持つ人の人権
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心、豊かに
人権コラム

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９月15日号は、９月17日㈫に発送します。
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