年 ４月 １日 の 間 に 生 ま

■４月からの国民年金保険料
１万６５９０円︵月額︶
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︶

認知症サポーター養成講座

５月

日㈫

※詳細は左記にお問い合わせください︒

■申請期限
日田市共同募金委員会事務局
︵日田市社会福祉協議会内︶
☎㉔７０２６

傷病手当金︵新型コロナウイル
ス感染症関連︶支給期間延長

※詳細は左記にお問い合わせください︒

健康保険課国保・年金係
☎㉒８２７１︵市役所１階︶

日田川開き観光祭前の
﹁おもてなし清掃﹂
観光祭前に河川沿いや公園清掃を地
域の皆さんと一緒に実施します︒多
数の参加をお待ちしています︒
■とき
５月７日㈯ 午前９時〜 時頃
︵午前８時 分〜 受付開始︶
■ところ 亀山公園駐車場
■内容 街灯・公園内清掃 等
■申込方法 電話又はファックスで

ひたねこＬｉｎ ｋ︲Ｈｅａｒ ｔ
☎０９０︲８２９７︲１１２１
第 回住まいの無料相談会
雨漏り︑屋根︑壁︑床等の傷みにつ
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
日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２
たけのこ掘り体験参加者募集
□とき・ところ
月 日㈰
午前９時 分〜正午
月出山多目的交流館
人︵先着順︶

※参加費必要︒昼食はありません︒

□募集数

﹁参加者氏名︑連絡先﹂を九州電
力㈱大分支社に申込み
■申込期限 ４月 日㈮
※清掃道具等準備しますので︑お気軽に
ご参加ください︒

九州電力㈱大分支社
☎０９０︲２３９２︲１５１８
０９７︲５３２︲１５８１
環境課生活環境係
☎㉒８２０８︵市役所２階︶

水郷のまちクリーンアップ
制度への参加団体募集
水郷のまちクリーンアップ制度︵ア
ダプトプログラム︶とは︑企業や団
体が公園や道路︑河川等のうち︑一
定の管理区域を定め︑環境美化活動
に取り組む制度です︒市ではこの活
動に対し︑清掃用品を支給する等の
支援を行っています︒
■主な支給品
軍手︑ボランティア袋︑
火ばさみ︑ほうき︑ちりとり 等
か︑左記にお問い合わせください︒

※詳細は市ホームページをご覧になる

環境課生活環境係
☎㉒８２０８︵市役所２階︶

インターネット公有財産売却
紀尾井町戦略研究所㈱が提供する Ｋ
Ｓ Ｉ官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン の イ ン タ ー
ネット公有財産売却システムによっ
て︑公有財産の売却を行います︒
■参加申込期間
月 日㈪〜 日㈬

※住所︑氏名︑参加人数︵一人でもグ
ループでも可︶を記入の上︑左記に
ファックスで申込み

□申込期限 ４月 日㈯
月出山まちづくり委員会︵吉田︶
☎０９０︲４３５１︲９６５０
㉔８１３３
お年寄りが住みやすい環境を
お届けします
□対象 旧日田市在住の 歳以上の
高齢者で単身者及び高齢者のみの
世帯の人
□工事内容
軽微な改善︑修理︑介護保険対象
工事︑その他
□申込期限 ４月 日㈭
※申込受付後︑対象者に連絡します︒

高齢者住宅環境整備研究会事務局
☎０８０︲８４２１︲６０３２
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成人の風しんワクチン接種に
対し助成金を支給します
■対象者 次の要件を全て満たす人
①接種日時点で 歳以上 歳未満の
人で︑市に住民登録をしている人
②接種前に風しん抗体価検査を受け
た人
③ 令 和 ４年 ４月 １日 〜 令 和 ５ 年 ３月
日までに接種した人
認知症者とその家族を見守り支える
﹁応援者﹂になるための養成講座を
行います︒

年 ４月

２日から昭和

※風しん追加的対策対象の昭和
※受講者には認知症サポーターの証であ

日田市国民健康保険と後期高齢者医
療保険の被保険者が新型コロナウイ
ルス感染症に感染又は発熱等の症状
があり感染が疑われた際︑その療養
のため会社等を休み︑給与の全部又
は一部を受け取ることができない場
合︵一定の要件有り︶に支給される
傷病手当金の対象期間が延長になり
ました︒
■対象期限 ６月 日㈭

■とき ４月 日㈯
午後１時〜２時 分
■ところ 市役所７階 中会議室
■募集数
人︵先着順︶
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限 ４月 日㈪
長寿福祉課長寿福祉係
☎㉒８２９９︵市役所１階︶

イベント・募集

公募のご案内

赤い羽根

地域助成事業

る﹁オレンジリング﹂を配布します︒

れた男性は︑追加対策の風しん抗体検
査を受ける必要があります︒

■助成回数 １人につき１回のみ
■助成金額
①麻しん風しん混合ワクチン接種
上限５千円
②風しん単独ワクチン接種
上限３千円
い金額を助成します︒申請書︑抗体価

※実際に支払った額と右記を比較し︑低
検査の結果表の写し︑領収書の写しを
左記に提出してください︒

■申請期限 令和５年３月 日㈮
健康保険課保健医療係
☎㉒８３７０︵市役所３階︶
■助成内容
令和５年度の活動に要する物品な
ど直接的な経費
■助成対象 市内で活動する福祉分
野のボランティアグループ︑団
体︑ＮＰＯ法人 等
■助成金額
１件 上限 万円
■申請方法
申請書に必要事項を記入の上︑下
記に提出

■対象
市内在住の 歳以上の人
■受講期間
５月〜令和５年３月
■入学金 ２５００円︵年間︶
■申込先
左記に入学金を添えて申込み
せください︒

※講座の内容や詳細は左記にお問い合わ

社会教育課生涯学習推進係
☎㉒６８６８︵アオーゼ１階︶

タウン情報
保護猫の譲渡会
保護猫を生涯家族として大切にお迎
えしてくださる人を大募集します︒
□とき・ところ
月 日㈰ 午前 時〜午後４時
日田玖珠地域産業振興センター

４

国民年金保険料が変わります
国民年金保険料は︑納め忘れがある
と将来受け取る年金が少なくなった
り︑年金を受けとれなくなったりす
る場合があります︒納付には︑便利
な口座振替やクレジットカード納
付︑お得な前納制度もありますの
で︑是非ご利用ください︒

■入札期間
月 日㈪〜 日㈬
■公売予定物品
救急車︵平成 年式︶
■申込方法
Ｋ Ｓ Ｉ官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン ホ ー ム
ページ︵右記二次元コード︶から
申込み
※公売物品を中止又は変更することがあ
ります︒

日田玖珠広域消防組合消防本部
☎㉔２２０４

令和４年度咸宜大学受講生
咸宜大学とは︑日常生活を清く正し
く過ごすといった﹁日々是好日﹂の
理念の下︑高齢者の生涯学習とし
て ︑ 毎 月 １回 の 全 体 講 座 ︵ 健 康 ・ 歴
史・音楽等︶を開催しています︒

４
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人権啓発センター
☎㉒８０１７（市役所別館１階）
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1800（寛政12）年の４月19日、伊能忠敬が
現在の北海道へ測量に出発したことにちなみ、
４月19日は「地図の日」とされています。
また、日本地図を完成させるために最初の一
歩を踏み出した日でもあることから「最初の一
歩の日」とも呼ばれています。
伊能忠敬は50歳から天文学などを学び、
1800年の出発の時点で56歳であったといわれ
ています。当時の50代というと家業を次世代に
引き継ぎ、隠居している人がほとんどでした。
その中で、伊能忠敬は学問を修め、学んだ学問
を生かして現在の日本地図のベースとなる正確
な地図を作ったのです。
まさに「物事を始めるのに遅いということは
ない」ということを体現していると言えます。
これは、現代を生きる私たちにも見習うべき点
があるのではないでしょうか。
特に人権問題について考えるとき、「今更、
自分一人が何かしても意味がない」「上の世代
の考えを変えるのは難しい」「放っておけばい
ずれなくなる」といった消極的な意見が出るこ
とがあります。しかし、今もなお残っている人
権問題は、そのままでは無くすことができない
ものばかりです。
例えば、昔から引き継がれてきた偏見からい
われのない差別を受ける部落差別や、周囲の理
解が得られずに社会の中で生きづらさを抱えて
しまうセクシュアルマイノリティ等の人権問題
があります。また、近年ではインターネット上
で様々な人権問題に対して、誤った情報や差
別、偏見を助長するような内容の情報があふれ
ています。
このような状況を改善していくためには、差
別や偏見を広げないように小さなことでも実践
していくことが大切です。たとえ最初は一人で
も個人個人がそれぞれ心掛けることで、少しず
つでも変わっていけるはずです。
伊能忠敬の偉業に思いを馳せて、まずは自分
が変わるための「最初の一歩」の機会にしてみ
てはいかがでしょうか。
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こころちゃん
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あなたから始める「最初の一歩」
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心、豊かに
人権コラム

くらしの情報
【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合があります。二次元コードで確認を！
次回の広報ひた４月15日号は、４月15日㈮に発送します。
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