
市男女共同参画審議会委員を
募集します
　市では、男女共同参画について幅広
く市民の意見を聞くために、委員を募
集します。
▪対象：①～④のすべてに該当する人　
　①市内に居住する20歳以上の人（7月
20日時点）　②国・地方公共団体の議
員・職員でない人　③男女共同参画社
会の推進に関心がある人　④平日の
日中に開催する会議に参加できる人
(年2～3回予定)
▪募集人数：4人程度
▪任期：10月～2020年9月
▪選考方法：書類審査、小論文「男女共
同参画に関する意見」(様式自由・800
字程度)
▪応募方法：郵送またはファクス、Ｅメ
ールで、住所、氏名、性別、生年月日、
電話番号、職業を記入し、小論文と一
緒に、7月20日㈮までに男女共同参
画センター(〒870-0021　府内町
一丁目5-38　☎574-5577　 537-
3666　 danjokyodo@city.oita.
oita.jp)へ。

知的障がい児(者)交流会
▪日時：8月10日㈮　午前9時～正午(予
定)
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪内容：アトラクション鑑賞など
▪対象：団体行動のできる市内に居住・
通勤の知的障がい児(者)とその家族
▪申込み・問　障害福祉課(本庁舎1階)
に備え付けの申込書に記入し、7月13
日㈮までに同課(☎537-5658)へ。

避難訓練コンサート
▪日時：8月14日㈫　午後2時～3時30
分（午後1時30分開場）
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪出演：朝来	桂一氏(ヴァイオリン)ほか
▪内容：演奏中に地震が発生した場合
を想定した避難訓練
▪定員：500人（先着順）
▪申込み・問　直接または電話で、6月
15日㈮からJ:COM	ホルトホール大
分1階総合受付（☎576-8877）へ。

イベント
無料

無料

児童育成クラブの指導員登録者募集
　児童育成クラブ（放課後や夏休みな
どに、保護者が不在になる児童の遊び
や生活の場）で欠員が出た際などに随
時案内します（採用は、各クラブの運営
委員会が実施します）。
①主任指導員
▪勤務時間：学校登校日…4時間30分　
　学校休業日…8時間
▪内容：児童の遊びや生活の指導・支援
▪賃金：月額12万円（長期休業日のあ
る月は別途加算）

②加配指導員
▪勤務時間：開設時間内で必要な時間　
▪内容：主任指導員の補佐　
▪賃金：時給850円
▪申込み・問　子育て支援課（本庁舎1
階）に備え付けの登録票（市ホームペ
ージでダウンロードも可）と、市販の
履歴書（写真貼付）に記入し、同課（☎
537-5675）へ。

豊後料理の提供店舗募集
　大分都市広域圏で生産されている食
材と、地域の文化や歴史、自然などを生
かしたおもてなし料理「豊後料理」を、
飲食店で創作・提供する取り組みを進
めています。店舗で創作した料理を「豊
後料理」として提供しませんか。
　「豊後料理」の内容、申込方法など詳
しくは、農政課（本庁舎8階　☎537-
7025）へ。

31年「大分市成人記念集会」
実行委員募集
▪対象：市内に居住または勤務・通学す
る新成人（平成10年4月2日～11年4
月1日生まれ）で、実行委員会に継続
して出席できる人

▪実行委員会：9月～31年1月に10回
程度開催予定（平日の夜間）

▪定員：10人程度（多数時は書類選考）
▪申込み・問　郵送またはEメールで、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電
話番号、応募の動機（200字程度）を記
入し、7月13日㈮〈必着〉までに社会教
育課（〒870-8504　荷揚町2-31　☎
537-5722　 syakaikyoiku@city.
oita.oita.jp）へ。

見本市の出展者募集
　大都市圏で開催される見本市の大分
市ブースに出展する中小企業を募集し
ます。
◎FOOD STYLE 2018(福岡)
▪月日：11月7日㈬・8日㈭
▪出展の対象：食品・飲料、店舗設備など
▪募集期限：7月25日㈬
◎新価値創造展2018(東京)
▪月日：11月14日㈬～16日㈮
▪出展の対象：生産技術・ロボット、医
療・介護、環境、防災など

▪募集期限：7月2日㈪
▪事前説明会：6月25日㈪〈要申込み〉
▪その他・問　出展者は書類審査の上、
決定します。応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、商
工労政課(☎585-6011)へ。

路上違反広告物除却推進員
ボランティア団体募集
▪活動内容：電柱などに設置された張
り紙や張り札、立て看板などの除去

▪対象：市内に居住、勤務、通学してい
る20歳以上で、市が開催する講習会
に参加でき、2人以上で構成されて
いる団体（町内会・家族・企業など）

▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁舎
7階）に備え付けの申請書（市ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、6月15日㈮～7月13日㈮に同課
（☎537-5968）へ。

市認知症家族介護支援事業の
参加者募集
▪対象：市内居住で、在宅認知症高齢
者を介護し、全4回（月1～2回程度開
催）の講習会に参加できる家族など

▪定員：各施設10人程度（先着順）
施　設　名 申込み・問

風雅の里上野 535-8900
緑風苑　デイサービスＥ型 567-3733
小規模多機能型居宅介護　
なでしこ 551-7000

清流苑デイサービスＥ型 529-2959
看護多機能ホームふじっこ 578-6241
グループホームきらく苑 524-8012
グループホーム六本松 504-7825
グループホームこいけばる
憩いの苑 552-7532

※日程、内容など詳しくは、各施設へお
問い合わせください。なお、市ホーム
ページでも確認できます。
問　長寿福祉課（☎537-5771）

大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
災害時における外国人や訪日観光客とのコールセンターを通じた通訳サービスを提供しています。対応言語や利用方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。） 問国際化推進室（☎537-5719）
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親子で楽しもう！ naanaの日
交流会参加者募集
　7月7日は「大分市子育て支援サイト
naana」の日。この日にちなんで、親子
参加のイベントを開催します。
▪日時：7月7日㈯　午前10時30分～
正午
▪場所：九州電力大分支社1階 IH体験
コーナー（金池町二丁目）
▪内容：親子でお菓子作りなど
▪対象：子育て中の保護者と未就学児
の子ども（1歳以上）
▪定員：20組程度(先着順)
▪申込期間：6月15日㈮～27日㈬
▪その他：お菓子作りの内容や申込方
法など詳しくは、「子育て支援サイト	
naana」をご覧ください。
問　子ども企画課(☎574-6516)

夏休みコンパルKIDS体験隊
2018の各種ワークショップ
参加者募集
①夏休み天体観測ノートを作ってみよう
▪日時：7月20日㈮　午後6時30分～8
時30分

▪対象：小学4～6年生の子どもとその
保護者

▪定員：20組40人(多数時は抽選)
▪参加費：500円(材料費)
②夏の思い出をパンにしよう
▪日時：8月26日㈰　午前10時～午後
0時30分

▪対象：小学4～6年生
▪定員：18人(多数時は抽選)
▪参加費：1,500円(材料費)
▪申込み・問　往復はがき(1人〈組〉1
枚)に講座名、住所、保護者(①のみ)
と子どもの氏名(ふりがな）、性別、学
年、電話番号を記入し、7月10日㈫午
後5時〈必着〉までにコンパルホール
(〒870-0021　府内町一丁目5-38　
☎538-3700)へ。

第44回大分市民音楽祭参加団体募集
▪日時：31年2月17日㈰　午後1時～
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪対象：市内で活動する音楽団体
▪参加料：1人1,000円　
▪申込み・問　社会教育課（第2庁舎4
階）、各支所、各地区公民館に備え付け
の申込書に記入し、6月15日㈮～7月31
日㈫〈必着〉に同課（☎537-5722）へ。

無料
これからお墓を建てようとする
人へ
　寺院墓地、霊園墓地などの墓地は、	
「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく
経営許可を受けていなければなりませ
ん。これから墓地を求めようとする人
は、まず許可を受けている墓地である
ことを確認して、使用契約を結びまし
ょう。
問　保健所衛生課（☎536-2854）

浄化槽は維持管理が大切です
　維持管理には保守点検・清掃・法定検
査の3つの義務があります。
▪保守点検：市に登録されている「浄化
槽保守点検業者」に委託してください。

▪清掃：市の許可を受けた「浄化槽清掃
業者」に委託してください。

▪法定検査：(公財)県環境管理協会(☎
567-1855)に依頼してください。
問　廃棄物対策課(☎540-5850)

児童手当を振り込みました
　6月期の児童手当（2月～5月分）を6月
15日㈮に振り込みました。該当者で振り
込みのない人はご連絡ください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

宝のまち・豊後ＦＵＮＡＩ芸術祭
～「第4回ＦＵＮAＩ演劇祭」～
上演団体募集
▪開催日：31年2月9日㈯～
11日㈪

▪場所：J:COM	ホルトホー
ル大分　小ホール

▪募集数：4団体(多数時は書類選考)　
※1団体につき上限50万円(消費税
含む)の制作補助費が支給されます。

▪期限：9月17日㈪〈必着〉
▪その他：平成30年度文化庁文化芸術
創造拠点形成事業　※条件や申込方
法など詳しくは、J:COM	ホルトホー
ル大分1階総合受付に備え付けの募
集要項(市ホームページでダウンロ
ードも可)をご覧ください。
問　J:COM	ホルトホール大分(☎576-
8877)

送付と振込

募集

無料人権相談を行います
▪日時：7月4日㈬　午前10時～正午、
午後1時～3時　

▪相談員：人権擁護委員
▪内容：人権問題について
▪場所・問　人権啓発センター（ヒュー
レおおいた）〈J:COM	ホルトホール
大分1階　☎576-7593〉

学生消防団活動認証制度を
ご利用ください
　消防団に入団し、継続して活動に取り
組み、地域社会へ多大なる貢献をした大
学生、専門学校生等に対して、「大分市学
生消防団活動認証状」等を交付します。
詳しくは、市ホームページをご覧になる
か、消防局総務課（☎532-2188）へ。

環境対策課からのお知らせ
（①☎537-5762　②☎537-5748）

①空き地は適正な管理を
　空き地は「大分市環境美化に関する
条例」により、所有者（管理者）が適正に
管理するよう義務付けられています。
管理を怠ると雑草の繁茂や樹木の自生
など、近隣の人に不快感を与え、病害虫
が発生する原因になります。また、ごみ
の不法投棄、火災誘発場所にもなりか
ねませんので、適正な管理をお願いし
ます。
②騒音を減らして快適生活を
　身近な音をもう一度見つめ直し、お
互いに快適な生活環境をつくりまし
ょう。　●音源の位置や音量などを見
直しましょう。　●深夜、早朝は特に注
意が必要です。　●防音対策は十分に。　
●周囲への気配りが大事です。

マタニティマークをご存じですか
　妊娠初期のお腹の目立たない時期で
も周囲に妊娠を知らせる「マタニティ
マーク」。市では、このマークを通して、
受動喫煙の防
止や交通機関
での座席の譲
り合いなど「妊
婦にやさしい
環境づくり」を
進めています。
問　保健所健康課(☎536-2516)

お知らせ
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