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６月の無料相談

今月は、国民健康保険税第２期（仮算定暫定賦課分）、固定資産税・都市
計画税第１期、軽自動車税の納付月です。納期内の納付をお願いします。
第４回

椿ヶ鼻ヒルクライ ム レ ー ス
（第２回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム）

７月30日㈰

大山町中川原交差点スタート
午前８時30分開会式（予定）

大山町から前津江町地域活性化センターまでの全長
13.0キロメートル（平均斜度5.4％）の登り坂を、競
技用自転車（ロードバイク等）で一気に駆け上がるヒ
ルクライムレース大会を開催します。
■受付・開会式 大山公民館
■コース
大山町中川原交差点～前津江町地域活性化センター
（13.0キロメートル）
■参加料
一般 6,000円、中高校生 3,000円
※保険料・記念品代を含みます。

■申込方法
ＪＴＢスポーツステーションエントリーサイトから
申込み
■申込期限
７月３日㈪
ボランティアの募集
大会のスポーツボランティアを募集します。当日、
スタッフの一員として大会運営に参加しませんか。
■内容 受付、走路監察員など
※体育保健課に電話でお申し込みください。
※大会前に説明会を行います。

ご声援をお願いします！

問体育保健課スポーツ振興係☎㉒８４４２（市役所別館２階）

● 自 動 車税の納税は５月31日 ま で に
自動車税は、４月１日現在の登録上の所有者（割
賦販売の場合は使用者）に課税されます。金融機
関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付してく
ださい。また、パソコン等を利用してクレジットカ
ードでの納税もできます。
▶納期限

●市議会の日程

▶軽課
新車新規登録された年度の翌年度１年間については、
一定の要件を満たす電気自動車などは軽減措置があり
ます。
※自動車税に関する詳細は下記までお問い合わせください。

平成29年第２回日田市議会定例会は、下記の日程で開催される予定です。
なお、正式には、５月29日㈪に開催予定の議会運営委員会で決定します。
※本会議・委員会はどなたでも傍聴することができます。
一般質問：議員が市政全般について質問すること
議案質疑：条例や予算など、上程された議案について質問すること
委員会付託：上程された各議案について、各委員会に審査を委ねること

５月31日㈬

開催日

【平成29年度自動車税グリーン化税制について】
▶重課
新車新規登録から11年を経過しているディーゼル
車及び13年を経過しているガソリン車（ＬＰＧ車
を含む）は税率より約15％加算されます。

問大分県日田県税事務所☎㉒４１７５

● 国 税 に関する一般的な相談は 「 電 話 相 談 セ ン タ ー 」 へ ！
国税に関する一般的なご相談は「電話相談センタ
ー」をご利用ください。

市政情報ピックアップ

【「電話相談センター」利用の際の手順】
１．最寄りの税務署に電話します。
２．自動音声案内に従い、番号「１」を選択します。

６月 ５日㈪
12日㈪
14日㈬
15日㈭
19日㈪
20日㈫
21日㈬
22日㈭
26日㈪

開催時間

会議名

会議の内容

議案上程、提案理由の説明など

本会議 一般質問
午前10時

議案質疑、委員会付託
委員会 議案審査

午後１時

本会議 委員長報告、質疑、討論、採決など
問議会事務局☎㉒８２１４（市役所３階）

※税務署に対する問合せや納付相談等は番号「２」を選択して

問日田税務署☎㉓２１３６

● みんなで「或る列車」に手 を 振 ろ う ！
今年もＪＲＫＹＵＳＨＵ ＳＷＥＥＴ ＴＲＡＩＮ「或る列車」が、
４月28日から運行しています。
列車に向かって旗を振り、お客さまをお出迎えしたいと思います。
日田らしいおもてなしでお出迎えしましょう。
▶運行日
９月 24 日㈰までの毎週月・金・土・日曜日
※６月23日㈮・26日㈪・30日㈮、７月１日㈯・２日㈰・３日㈪・７日㈮・
８日㈯・９日㈰・10日㈪・21日㈮、８月25日㈮、９月22日㈮は除く。

▶日田駅到着・出発時間
到着時間：午後０時７分
出発時間：午後２時48分

日田駅横の観光案内所に手旗を
用意しています！
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●交通遺児育英会の奨学生（無利子）募集
▶応募資格
①平成30年４月に高校、高専に進学予定の中学３
年生及び短大・大学・大学院・専修学校及びこれ
と同等の各種学校に進学予定の人
②現在、高校・高専・短大・大学・大学院・専修学
校及びこれと同等の各種学校に在学している人
※保護者等が自動車やバイク事故など、道路における交通
事故で死亡したり、重い後遺障害のために働けず、経済
的に修学が困難な生徒・学生であること。（申込時25歳
までの人）

▶募集期限
①予約募集
【高校・高専】
（第１次）８月31日㈭ （第２次）平成30年１月31日㈬
【短大・大学】
（第１次）８月31日㈭ （第２次）平成30年１月31日㈬
【大学院】
（第１次）８月31日㈭ （第２次）平成30年１月31日㈬
【専修学校等】
（第１次）８月31日㈭ （第２次）平成30年１月31日㈬
②在学募集
【高校・高専】 平成30年 １月31日㈬
【短大・大学】 平成29年10月31日㈫
【大学院】
平成29年10月31日㈫
【専修学校等】 平成29年10月31日㈫
※申込等詳細は、交通遺児育英会にお問い合わせください。

是非ご利用ください！

問日田市観光協会☎㉒２０３６
観光課観光振興係☎㉒８２１０（市役所３階）
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東京都内で、はちみつの摂取が原
因と推定される、乳児ボツリヌス症
による死亡事例がありました。
乳児ボツリヌス症は、１歳未満の
乳児に特有の疾病です。腸内環境の
未熟な乳児は、原因食品と共に体内
に摂取されたボツリヌス菌の芽胞が
腸管内で毒素を産生し、ボツリヌス
症を引き起こすとされています。ボ
ツリヌス菌の芽胞は熱や乾燥に強い
ため、長時間加熱しても死滅しませ
ん。
この症状の主な原因食品は、はち
みつです。乳児ボツリヌス症の予防
のため、１歳未満の乳児にはちみつ
を与えないようにしましょう。
問健康保険課健康支援係
☎㉔３０００（ウェルピア内）

ください。

３．自動音声案内に従い、相談したい内容の番号を次の
中から選択します。
①個人年金や事業などの所得税
②給与などの源泉徴収又は年末調整
③相続税や贈与税又は譲渡所得、④法人税
⑤消費税や印紙税、⑥その他の問合せや不明な点

１歳未満の乳児にはちみつを
与えないでください

問（公財）交通遺児育英会
☎０３‐３５５６‐０７７３
０１２０‐５２‐１２８６
教育総務課総務企画係
☎㉒８２３４（市役所別館３階）
2017. 5. 15
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融機関、病院、福祉施設、保育
園、幼稚園、観光施設等
■条件
・木製おもちゃを５万円以上購入す
ること
・購入する木製おもちゃの費用の ２
分 の １以 上 は 、 市 内 の 木 工 所 等 か
ら購入すること
・年度内に納品すること
※詳細は左記にお問い合わせください。

■補助対象経費
木製おもちゃ購入費及び木育空間を
整備するための内装木質化工事費
※ただし、補助対象経費は木育空間の整備
のため内装木質化工事費が、木製おも
ちゃ購入費を上回らない範囲とする。

万円、下限５万円。

■補助金額
補助対象経費の３分の２以内
※ただし、上限

問林業振興課林業振興係
☎㉒８３６２（市役所３階）

平成

年工業統計調査に
ご協力ください

※個人・団体問わず見学できます。

し、普段使用している水道水ができ
る過程を説明しながら場内を案内し
ます。
※詳細は左記にお問い合わせください。

■とき
６月１日㈭〜７日㈬
午前9時〜午後4時
問上野浄水場☎㉒１２７０

問環境課生活環境係
☎㉒８２０８（市役所２階）

健康・福祉
オレンジカフェひた

※お茶やコーヒー、お菓子を食べなが

■とき
５月 日㈰ 午後２時〜４時
■ところ ケアマンションひだか
■参加費 １００円

上下水道局からのお願い

問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）

※冬季の凍結防止用の布切れや新聞紙な

たまご学級参加者募集

※申込不要でどなたでも参加できます。

し、悩みを語り合い交流する場です。

ら、認知症に関する情報や知識を共有

毎月 日から 日間の期間で、上
下水道メーターの検針を行っていま
す。住宅の敷地内の水道設備は、各
所有者で管理することになっている
ため、検針業務の支障とならないよ
うにメーターボックス内と周辺の整
理整頓をお願いします。
どは取り除いてください。

妊娠中の不安を解消し、健康に過
ごして安心して赤ちゃんを生み育て
るための、出産準備・育児教室を開
催します。
①とき ６月２日㈮
内容 妊娠中の歯科と栄養について
②とき ６月９日㈮
内容 赤ちゃんのお風呂の入れ方、
お父さんの妊婦体験
③とき ６月 日㈮
内容 助産師さんのお話、産後の
サポートについて

問上下水道局経営管理課窓口係
☎㉒８２２０（市役所５階）

ガスが残っているライターをその
まま捨てることが原因で、ごみ収集
車の火災事故が発生する恐れがあり
ます。安全のため、使い捨てライタ
ーを捨てるときは、必ず中のガスを
使い切り、「燃やせるごみ」に出し
てください。
※時間は、①・③は午後 ７時〜 ８時

スの抜き方」が載っていますので、参

使い捨てライターは正しく
捨てましょう

※日本喫煙具協会のホームページに「ガ
考にしてください。

団地内にある貸付農園の利用者を募
集します。
■貸付期間
契約日〜平成 年３月 日㈯
■ 貸 付 区 画 1 区 画 （ 約 １ ０ ０平 方
メートル）
■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㈪
※貸付者は、抽選で決定します。
※申込方法等詳細は、左記にお問い合わ
せください。

問企業立地推進室
☎㉒８３１３（市役所３階）

イベント
地震から学ぶ
〜断層活動と熊本地震〜

※月曜日は休館日。

日田市をはじめ九州各地に甚大な
被害をもたらした熊本地震につい
て、パネル展を開催します。
■とき ５月 日㈯〜７月２日㈰
■ところ
アオーゼ３階 博物館企画展示室
■入場料 無料
講演会
平成 年熊本地震の復興と課題
■とき・ところ ６月 日㈯
午後１時 分〜３時
アオーゼ２階 会議室
■講師 久留米大学 木戸道男先生
■募集数
人（先着順）

分。②は午後７時〜９時。
（受付はいずれも午後６時

分から ）

※ 詳細は左記に電話でお申し込みください。

問 博物館☎㉒５３９４（アオーゼ内）

春のバードウォッチング
■とき
５月 日㈰ 午前８時〜正午
■集合場所 アオーゼ駐車場
■観察場所 大川内山（小山町）
■参加費 無料
■募集数
人（先着順）
でお申し込みください。

※ ５ 月 ９日 ㈫ 午 前 ９時 以 降 、 左 記 に 電 話

問 博物館☎㉒５３９４（アオーゼ内）

タウン情報
第５回エホントまつり開催
□とき・ところ ５月 日㈰
第一部 午前 時 分〜
第二部 午後１時〜
パトリア日田 小ホール
が必要です。

※ 協 賛 チ ケ ッ ト ５ ０ ０円 （ 小 学 生 以 上 ）
※詳細は左記にお問い合わせください。

問エホント
☎０７０‐６５９６‐７０９４
看護力再開発講習会（研修Ⅰ）
□とき・ところ
６月 日㈬、７月 日㈬
午前 時〜午後３時
大分県日田済生会病院
□受講料 無料
※詳細は左記にお問い合わせください。

問 大分県ナースセンター（大分県看護協
会内）☎０９７‐５７４‐７１３６
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お知らせ
日田材を使った新商品を
作りませんか

万円、下限５万円。

日田材のスギ又はヒノキを主に使
用した製品等の試作・製品化に向けた
開発等に対する費用を補助します。
■補助対象者
市内に事業拠点を置く個人、法人
事業者又は任意の団体・グループ
■主な補助条件
・日田材のスギ又はヒノキを主に使
用すること
・補助事業完了後に成果物を提出す
ること
■補助対象経費
事業期間内における調査費、試作
費、実験費、その他
■補助金額
補助対象経費の２分の１以内
※ただし、上限

■採択件数 ５件程度
■申込期限 ６月 日㈪まで
問林業振興課林業振興係
☎㉒８３６２（市役所３階）

店舗・施設内に木製おもちゃで
※詳細は左記にお問い合わせください。

「工業統計調査」は、経済産業省
が ６月 １日 現 在 で 、 全 国 の 製 造 事 業
所を対象に行う調査です。
■調査期間 ５月中旬〜６月
問情報統計課情報・統計係
☎㉒８２６０（市役所６階）

上野浄水場を一般公開
６月 １日 か ら ７日 ま で の 水 道 週 間
に合わせて上野浄水場を一般公開

たまご学級（事故予防編）
参加者募集
妊 婦 及 び ２歳 ま で の 乳 幼 児 が い る
家族を対象に、安心して子供を育て
られるよう、子供の事故予防講座
（ 子 供 の 心 肺 蘇 生 法 ・ Ａ Ｅ Ｄの 使 い
方等）を開催します。
■とき
６月 日 ㈰ 午 前 時 〜 時 分
（受付は午前９時 分から）
■ところ 日田消防署
■内容 子供の事故予防のお話
■募集数
組程度
■参加料 無料
※左記に電話でお申し込みください。
※電子申請有り。

■申込期限 ６月 日㈪
問健康保険課健康支援係
☎㉔３０００（ウェルピア内）

在宅介護者の集い
在宅で認知症者を介護している人
を対象に、認知症に関する情報提供
や意見交換などを行います。
■とき ６月 日㈪ 午後１時〜３時
６０１会議室
※左記に電話でお申し込みください。

■ところ 市役所６階

■申込期限 ６月 日㈮
問長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９（市役所１階）

募集
貸付農園利用者を募集
市内在住の人を対象に、石井工業

30

遊べる木育ひろばを
設置しませんか
店舗や公共的施設等において、木
製おもちゃの購入及び木育空間を整
備する際の内装木質化工事の費用を
助成します。
■補助対象施設
商業用店舗（販売・飲食等）、金

ウェルピア
組程度

※左記に電話でお申し込みください。

■ところ
■募集数
※電子申請有り。

■申込期限 ６月１日㈭
問健康保険課健康支援係
☎㉔３０００（ウェルピア内）

無料歯科検診・フッ化物塗布・

歯科相談会を行います

※ 来場者にはプレゼントを用意しています。

歯科医師による検診・口腔がん検
診の相談、歯科衛生士による相談・
歯みがき指導・フッ化物塗布を行い
ます。どなたでも参加できます。
■とき
６月４日㈰ 午前 時〜午後２時
■ところ パトリア日田 ギャラリー
問日田歯科医師会（アペックス歯
科）☎㉒００７５
健康保険課健康支援係
☎㉔３０００（ウェルピア内）

エイズ早期発見のために
ＨＩＶ検査を受けませんか
問診・採血（検査結果は約1時間後

分

に分かります）を無料で実施します。

■とき
６月６日㈫ 午後５時〜６時
■ところ 大分県西部保健所
■対象 検査を希望する人

※左記に電話でお申し込みください。
※人数制限有り 。

問大分県西部保健所地域保健課
☎㉓３１３３
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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６月１日号は、６月１日㈭に発送します。

Information ５.15

健康いちばん

当番医
福田内科クリニック
井上内科
桂林病院
下飛田小児科
麻生小児科医院
聖陵花月クリニック
児玉医院
佐藤内科医院
こじかこどもクリニック
若宮病院
日野内科
福田医院
膳所医院
河津内科呼吸器科
岩尾病院
隈診療所
井上内科
松浦クリニック
福田内科クリニック
聖陵花月クリニック
下飛田小児科
佐藤内科医院
こじかこどもクリニック
児玉医院
福田医院
麻生小児科医院
若宮病院
河津内科呼吸器科
日野内科
膳所医院

所在地
大宮町
田島本町
城町１丁目
中央１丁目
淡窓２丁目
清水町
三本松２丁目
田島１丁目
清岸寺町
南元町
天神町
清岸寺町
本町
石井町２丁目
淡窓２丁目
隈１丁目
田島本町
中央１丁目
大宮町
清水町
中央１丁目
田島１丁目
清岸寺町
三本松２丁目
清岸寺町
淡窓２丁目
南元町
石井町２丁目
天神町
本町

電話番号
25-5188
22-4700
22-1231
24-1148
24-2323
27-5050
24-6572
22-1170
28-8771
22-7171
23-6009
22-1648
22-3292
23-8123
22-6161
22-0033
22-4700
24-4155
25-5188
27-5050
24-1148
22-1170
28-8771
24-6572
22-1648
24-2323
22-7171
23-8123
23-6009
22-3292

日
当番医
所在地
内 科（急患に限ります。往診はしません）

４ 下飛田小児科
中央１丁目
11 日野内科
天神町
18 松浦クリニック
中央１丁目
25 福田医院
清岸寺町
外 科（急患に限ります。往診はしません）
４
11
18
25

堀田クリニック
秋吉病院
大河原病院
原病院

新治町
豆田町
隈２丁目
三本松２丁目

電話番号
24-1148
23-6009
24-4155
22-1648

歯 科（来院前に電話が必要です。※ 印は午前９時～正午）
４ もちまつ歯科医院
清水町
22-8071
11 ※林歯科医院
上城内町
24-6690
18 後藤歯科医院
東町
22-0002
25 北山歯科医院
大山町西大山 52-3553
変更することがありますので、医療機関には事前に電話
で確認をお願いします。
問合せは、市役所☎㉓３１１１又は夜間・休日当番医案内
☎㉓００９９（午後５時以降音声テープ対応）へ。

日田中央病院（淡窓２丁目）
☎㉓３１８１
聖陵岩里病院（銭渕町）
☎㉒１６００
済生会日田病院（清水町）
☎㉔１１００
一ノ宮脳神経外科病院（竹田新町）☎㉔６２７０
問健康保険課☎㉔３０００
2017. 5. 15

・秋吉病院
・井上内科
・大分県済生会日田病院
・河津内科呼吸器科
・聖陵花月クリニック
・原病院
・福田医院

☎㉓０８０８
☎㉒４７００
☎㉔１１００
☎㉓８１２３
☎㉗５０５０
☎㉒７１５１
☎㉒１６４８

※事前に電話で予約してください。
※詳細は、「日本禁煙学会ホームページ」をご覧く

28

ださい。

６月の健康掲示板

乳幼児の健診
内容

対象
４か月児健診（母子健康手帳が必要） 平成29年1月20日～2月19日生まれ
７か月児健診（母子健康手帳が必要） 平成28年11月生まれ
平成27年11月生まれ
１歳６か月児健診（個別に通知）
平成26年２月生まれ
３歳４か月児健診（個別に通知）

救急病院は、入院治療が必要な重病患者を対象とします。対象とならない人の受診により、救急病院の業務に支障を
来しますので、気になる症状がある場合は、早めにかかりつけ医に受診し、夜間等に診察が必要になった場合は、上記
の「当番医」で受診しましょう。

広報ひた

<禁煙外来の紹介>

母子健康手帳の交付
２日㈮・９日㈮・16日㈮・23日㈮・30日㈮
９:00～16:00 ウェルピア１階

■ 救急病院

18

51

22-2662
23-0808
22-3131
22-7151

救急病院

7

喫煙歴20年で、たばこを１日20本吸っていた私は、
禁煙外来を利用し、薬を内服することによってたばこ
をやめることができました。禁煙し３年経過しました
が、ニコチンがきれてもイライラせず、無理なく禁煙
ができました。 （45歳男性）

【 一人では、禁煙が難しい人へ
禁煙外来利用のすすめ】
喫煙者の多くは、「自分の力で解決
しなければならない、禁煙はつらくて
苦しい」と思い込んでいる傾向があり
ます。しかし、専門病院で禁煙治療を
受ければ、「比較的楽に」「より確実
に」禁煙できます。
あなたも挑戦してみませんか。

日
１木
２金
３土
４日
５月
６火
７水
８木
９金
10 土
11 日
12 月
13 火
14 水
15 木
16 金
17 土
18 日
19 月
20 火
21 水
22 木
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金

【禁煙体験談】禁煙外来を利用して良かった！！

（診察時間：午前９時～午後５時）

禁煙は今日からできる予防の一歩です

（診療時間：午後７時～10時）

分か っ て い る が 、 な か な か や め や れ な い 。 ど う し た ら 、 や め ら れ る ？

６月の日曜・祝日当番医

大分県が平成 年に実施した「県民健
康意識行動調査」によると、日田市で
は、「毎日たばこを吸っている」人の割
合は、 ・ ８％でした。また、毎日たば
こを吸っている人の中で、 ・ ２％の人
がたばこをやめようという意識があるこ
とが分かりました。
たばこの健康への影響については、喫
煙者は、非喫煙者に比べて肺がんの死亡
率が ４・５倍高くなり、心筋梗塞や脳卒
中になる危険性が １・ ７倍高くなると報
告されています。

６月の夜間当番医

■ 大分県こども救急電話相談

☎０９７-５０３-８８２２又は＃８０００
■ こどもの救急ホームページ
社団法人日本小児科学会 http://kodomo-qq.jp

※上記交付日以外での交付及び各振興局での交付を希望す
る人は、健康保険課にお申し込みください。

すくすく相談
２日㈮ ９:30～11:30 高瀬公民館
23日㈮ 10:00～11:30 天瀬児童館
※母子健康手帳を持参してください。

日
会場
受付時間
13日㈫
14日㈬
市役所７階大会議室 13:00～13:30
20日㈫
21日㈬

乳幼児健康相談
１日㈭ ９:30～10:30

ウェルピア

成人健康相談
２日㈮ ９:30～11:30

高瀬公民館

※希望する人は、健康保険課にお申し込みください。

※健康手帳を持っている人は持参してください。

エイズ抗体検査・肝炎ウイルス検査等
事前予約制で、随時受け付けています。（無料）
※西部保健所に電話でお申し込みください。

予約健診 ※日田検診センター（☎㉒３６００）に要予約。
・女性限定健診 14日㈬ ９:00～10:00 サンヒルズひた
※健康保険課健康支援係では、女性特有の悩みを相談する
予約期間：６月１日～７日※先着130人、託児20人。
女性専用健康相談やこころの相談も受け付けています。
・休日健診 25日㈰ ８:30～10:00 日田検診センター
個室の相談室で対応し、秘密は守られます。（要予約）
予約期間：６月12日～16日※先着150人。

大分県西部保健所☎㉓３１３３
2017. 5. 15

広報ひた

6

とき
９日㈮

1155

障がいに関する巡回相談会

広報ひた

６ 月 の 無 料相談

身体・知的・
療育に関すること 15日㈭
20日㈫

１日㈭
精神に関すること ５日㈪
８日㈭

ところ

10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
10:30～12:00
13:00～14:30

問合せ

大山総合福祉センター
前津江保健センター
津江老人福祉センター
上津江振興局
天瀬総合福祉センター
上津江振興局
中津江振興局
天瀬総合福祉センター
前津江保健センター
大山総合福祉センター
大山総合福祉センター
ウェルピア

社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０

発行／日田市
〒877－8601

☎（0973）23－3111

１日㈭
10:00～11:30
12日㈪

人権なんでも相談所

１日㈭ 10:00～15:00

市役所４階401会議室
天瀬・上津江・前津江振興局

大分地方法務局日田支局
☎㉒２７１９

弁護士相談会

１日㈭ 13:00～17:00

ウェルピア１階相談室

日田市社会福祉協議会
☎㉔７０２６ ５/22から予約受付

不動産市民相談室

２日㈮ 13:00～15:00

宅建日田支部
宅地建物取引業協会日田支部
（日田駅裏イエロービル２階） ☎㉔２１０３ 要予約

７日㈬

定例行政相談

官公庁に対する意見・
要望や悩みごとなど

中津児童相談所
移動相談会
大分県交通事故相談
被害者・加害者、人身
事故・物損事故など

労働相談会

15日㈭

９:00～12:00
20日㈫
21日㈬
23日㈮ 10:00～15:00
８日㈭ 10:30～15:00
13日㈫ 10:30～15:00
平日

日常生活の心配ごと全般

生活自立相談

大山振興局

総務課行政係（３日以内窓口）
☎㉒８２３３

日田市役所

大分県中津児童相談所 要予約
☎０９７９‐２２‐２０２５

上津江振興局
市役所４階 ４０１会議室

大分県西部振興局

大分県西部振興局☎㉓２２００ 要予約

８:30～12:00、 電話相談
13:00～17:15
☎０９７‐５０６‐２１６６

14日㈬ 10:00～12:30

認知症の人を抱える家
17日㈯ 13:00～15:00
族・介護者の相談会

心配ごと相談

天瀬振興局
中津江振興局

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

日曜遺言公証法律相談 18日㈰
日田市ホームページ

印刷／有限会社 中央印刷

大分県日田市田島２丁目６番１号

編集／地方創生推進課シティセールス係

身体障害者相談

９:00～17:00

毎週木曜日９:30～11:30
平日

８:30～17:00

大分県生活環境企画課
交通事故相談所

日田商工会議所

大分県社会保険労務士会日田支部
☎㉔２３３９

ウェルピア１階相談室

長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９

日田公証役場

日田公証役場
☎㉔６７５１ 要予約

ウェルピア１階相談室

日田市社会福祉協議会
☎㉔７０２６

市役所１階

生活の安定と自立を目指
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） ※南側出入口から入って右側。
すための相談及び支援

ひた生活支援相談センター
☎㉒５２９９

http://www.city.hita.oita.jp/

ひた防災メール、学校情報携帯メール、防災無線電話応答システムをご活用ください
ひた防災メール

気象警報や災害情報、避難情
報等をメールでお知らせしま
す。hitacity@jijo.bosai.info
宛てに空メールを送信し、返信された
メールから登録してください。

学校情報携帯メール

犯罪や災害などの緊急情報、
登録した学校の情報をお知ら
せします。e@ansin-hita.jp
宛てに空メールを送信し、返信された
メールから登録してください。

広報ひたは、資源保護のため古紙再生紙と植物油インキを使用しています。

防災無線電話応答システム

防災行政無線の放送が聞こえにくい
時など、電話をかけることで放送内
容を新しい順に確認できます。
防災無線確認ダイヤル☎㉕５０４０
火災専用確認ダイヤル☎㉓４１００

