受付が左記の期日で終了します︒住
宅の耐震化を考ている人は︑早めに
お申し込みください︒
■補助額・申込期限
・耐震改修︵限度額 万円︶
補助対象費用の３分の２
月 日㈮
・部分耐震改修
︵限度額 万円・ 万円︶
補助対象費用の３分の２
月 日㈮
・耐震診断︵限度額３万円︶
補助対象費用の３分の２
平成 年１月 日㈬
建築住宅課指導審査係
☎㉒８２２６︵市役所５階︶

三世代同居世帯リフォーム
支援事業費補助の受付終了
平成 年度日田市三世代同居世帯
リフォーム支援事業費補助の申込受
付が左記の期日で終了します︒
■補助額・申込期限
・三世代同居世帯リフォーム支援事
業費︵限度額 万円︶
補助対象費用の２分の１
月 日㈮

建築住宅課指導審査係
☎㉒８２２６︵市役所５階︶

※申込み等詳細は左記にお問い合わせく
ださい︒

マイナンバーカード
時間外に受け取りできます
市役所の開庁時間に都合のつかな
い人は︑是非ご利用ください︒
■とき
月 日㈰
午前８時 分〜午後５時
■ところ 市役所１階 市民課
※北側玄関をご利用ください︒
※詳細は左記にお問い合わせください︒

市民課窓口サービス係
☎㉒８２０４︵市役所１階︶
日本政策金融公庫

国の教育ローン
﹁国の教育ローン﹂は︑高校︑短
大︑大学︑専修学校︑各種学校や外
国の高校︑大学等に入学・在学する
子供のいる家庭を対象とした公的な
融資制度です︒
■融資額
子供1人につき３５０万円以内
■金利 年１・７６％
※母子家庭の人などは年１・３６％︒

※母子家庭の人などは

年以内︒

︵平成 年 月 日現在︶
■返済期間
年以内
詳細は左記の教育ローンコールセンタ
※
ーにお問い合わせください︒

教育ローンコールセンター
☎０５７０︲００８６５６
☎０３︲５３２１︲８６５６
教育総務課総務企画係
☎㉒８２３４︵市役所別館３階︶

大分県立日田高等技術専門校
☎㉒０７８９
住まいの無料相談会

健康・福祉
年金の予約相談を実施
日本年金機構では︑全国の年金事務
所で年金相談の予約を実施していま
す︒年金事務所の窓口で年金請求の手
続きや︑受給している年金についての
相談を希望する人は︑是非︑予約相談
を利用してください︒
■予約受付ねんきんダイヤル
☎０５７０︲０５︲１１６５
※詳細は左記にお問い合わせください︒

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︶

食育健康料理教室
市栄養士による料理教室を開催し
ます︒今回のテーマは﹁電子レンジ
を使った簡単料理﹂です︒是非ご参
加ください︒
■とき
月 日㈯
午前 時 分〜午後１時
■ところ
ウェルピア１階 栄養実習室
■費用 ５００円︵当日徴収︶
■募集数
人
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限
月 日㈭

□対象 食品製造者︑流通販売業者
□募集数
人︵先着順︶
□受講料 無料
□申込期限
月 日㈬
※詳細は左記にお問い合わせください︒

日田食品衛生協会
☎㉔０７００
子育てセミナー
□とき・ところ
平成 年 月 日㈰
午前 時 分〜 時 分
咸宜公民館
□テーマ ゲーム好き︑テレビ好
き︑うちの子大丈夫？
家庭倫理の会日田市子育て委員会
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お知らせ
月は県税及び
市税滞納整理強化月間

※ 病気︑失業︑業績不振などやむを得ない

大分県と市が連携して滞納整理強
化月間として︑捜索・差押えなどに
取り組み︑納税を推進します︒
租税負担の公平を確保し︑納税者
の信頼を得るためにも︑確実な徴収
が求められています︒
理由で納期内に納めることができない人
は︑早めに納 付 相 談 を し て く だ さ い ︒

税務課納税係
☎㉒８２０５︵市役所１階︶

都市計画の変更案を縦覧
日田都市計画用途地域︑高度地
区︑公園の変更を予定していますの
で︑関係図書を縦覧します︒
なお︑変更案に意見のある人は︑
縦覧期間中に意見書によって提出し
てください︒
■とき
月４日㈪〜 日㈪
午前８時 分〜午後５時
※ただし︑土・日曜日を除く︒

■ところ 市役所５階 都市整備課
都市整備課都市計画係
☎㉒８２１７︵市役所５階︶

耐震診断・耐震改修・
部分耐震改修補助の受付終了
平成 年度耐震診断補助及び耐震
改修補助・部分耐震改修補助の申込

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

募集

企業立地推進室企業立地推進係
☎㉒８３１３︵市役所３階︶

タウン情報
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お正月を前に住まいの傷みについ
て無料で相談に応じます︒
□とき・ところ
月 日㈰ 午前９時 分〜正午
咸宜公民館
一般社団法人日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２

13

☎０８０ ‐
１７２４ ‐
３９８３︵穴井︶

45

貸付農園利用者を募集

※教科書等の実費が必要︒

７

16

12

30 １

大分県立日田高等技術専門校
平成 年度訓練生募集︵前期︶
□募集期間
月 日㈮〜 日㈬
□募集内容
①オフィスビジネス科
②ガーデンエクステリア科
□募集数 各 人︵定員︶
□訓練期間
・入校 平成 年４月 日㈫
・修了 平成 年 月 日㈭
□授業料 無料

10 30

12

30

食品適正表示にかかる講習会
今 年 の ９月 に 改 正 さ れ た 食 品 表 示
法について︑改正点の講習会を開催
します︒
□とき・ところ
月 日㈬ 午後 時〜 時
日田玖珠地域産業振興センター
１階 研修室

９
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30

12

30

12

14

11

15

４
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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︒
■貸付期間
契約日〜平成 年３月 日㈯
■貸付区画
１区画︵約１００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
月 日㈮
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共働き世帯の増加や核家族化など、生活スタ
イルの多様化によって、幅広い年代にみられる
『孤食』。
文字通り「ひとりで食事をする状態」を指し
ますが、孤食は孤独感を強く感じるばかりでな
く、好きな時に好きな物を食べる傾向から、栄
養バランスの偏りや生活習慣の乱れを引き起こ
しやすいなどの問題が指摘されています。
そのような中、「食育基本法」に基づいた国
の計画や日田市食育推進計画では、子どもや高
齢者の孤食に対する支援として『共食』の推進
を掲げています。共食とは、誰かと共に食事を
することですが、計画の中では「何を作ろう
か」と相談しながら料理を作ることや食後に料
理の感想を語り合うことも共食に含まれるとさ
れています。
2012年頃から子どもの貧困対策のひとつとし
て注目されている“子ども食堂”では、家庭で孤食
になりがちな子どもにも無料もしくは安価で栄
養満点な食事や団らんの場を提供しており、子
どもの共食推進にも重要な役割を果たしていま
す。また、子ども食堂の中には高齢者の孤食支
援として、誰でも利用できる食堂もあります。
ただ、残念なことに思い描いたような利用には
結びついていない状況です。
内閣府が作成した「高齢社会白書」では、65
歳以上の一人暮らしは年々増加しているとされ
ています。恐らくは、それに合わせて高齢者の
孤食も増加の一途をたどっていると推測できま
す。高齢者の孤食は、低栄養の状態になりやす
い事やうつ病を発症しやすいという結果が報告
されており、要介護状態につながることが懸念
されています。
誰かと一緒に食卓を囲むことで、規則正しい
食事や食欲の増進につながり“生きる力”が育まれ
ます。誰かと語らいながらの食事から社会との
接点が生まれます。
高齢者の方々がいきいきと地域で暮らし続け
るためにも『共食』の機会拡充が急務となって
います。
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こころちゃん

12

18

31

※詳細は下記にお問い合わせください︒

人権啓発センター
☎㉒８０１７（市役所別館１階）

30

12

12
※貸付者は抽選で決定します︒

共に囲む食卓から生きる力を

12

30

12

29

心、豊かに
人権コラム

くらしの情報
くらしの情報
次回の広報ひた12月15日号は、12月15日㈮に発送します。
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