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）

暮らしの情報

5月6日㈪まで
おおいた人とみどりふれあい
いちを開催しています
▪場所：平和市民公園 多目的広場
▪主な催し
◎ふれあい朝市(野菜) …4月27日、5
月4日(土曜日) 午前10時～
◎庭師の剪定講習会…4月25日㈭・29
日㈪、5月2日㈭ 午前11時～、4月
20日㈯ 午後1時～
◎セリ市…5月6日㈪ 午前11時～
▪その他・問 庭園の展示や庭木・花の
苗の販売などを行います。詳しくは、
公園緑地課(☎537-5975)へ。

親子で作ろう！
キャラクターおにぎり
▪日時：5月3日㈮ 午前10時～午後1
時
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階
キッチンスタジオ
▪対象：小学2年生までの子どもとそ
の保護者（初参加の人のみ）
▪定員：12組24人
（先着順）
▪料金：1組500円
▪申込み・問 電話で、4月16日㈫午前
9時からJ:COM ホルトホール大分
（☎576-8877）
へ。

南大分スポーツパーク
こどもの日
「いきいきスポーツデー」

無料

5月5日㈰に、イベントや施設の無料
開放を行います。
◎親子体操教室（事前申込不要）
▪時間：午前9時～11時
▪場所：南大分体育館アリーナ
▪対象：2歳～10歳の子どもとその保
護者
▪持参品：室内シューズ
◎無料開放各施設
▪利用時間：⃝トレーニング室…午前
9時～午後10時 ⃝温水プール…午
前10時～午後10時 ⃝体育館…午
後6時～10時（卓球・バドミントン）
問 南大分体育館（☎546-7010）
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コンパルホール
無料展示コーナー
展示作品募集
▪内容：絵画・写真・俳句など、平面に画
びょうで固定できるもの
▪その他：応募作品は先着順に受け付
け、6月14日㈮～7月31日㈬に1個人
（1団体）につき1日～30日間程度展
示します。
▪申込み・問 コンパルホールに備え
付けの申込書に記入し、5月1日㈬～
31日㈮に同ホール
（☎538-3700）
へ。

イベント
「星空散歩（春）」
～春月と春の星座たち～
▪日時：5月18日㈯午後7時30分～19
日㈰午前9時15分（1泊2日） ※18
日㈯のみの参加も可
▪内容：屋上展望台や天体ドームでの
星空観察・天体観測、天文講座 ※雨
天曇天時は、天文講座を延長して行
います
▪対象：市内または豊後大野市大野町
に居住の人（未成年者のみの参加は
不可）
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪参加料：570円（朝食・シーツクリー
ニング代など） ※18日㈯のみ参加
の場合は無料
▪申込み・場所・問 電話で、4月16日
㈫～5月10日㈮正午にのつはる少年
自 然 の 家（ 大 字 荷 尾 杵 ☎5 8 9 2212）へ。

メモリアルコンサート
「廉太郎とピアノ」
瀧廉太郎の魅力を、歌とピアノによ
る演奏や、対談形式でお届けします。
▪日時：6月27日㈭ 午後6時30分～8
時30分（午後6時開場）
▪ 料金：1,000円（小学生～高校生は
500円）
▪場所：J:COMホルトホール大分 小
ホール
▪定員：202人（先着順、全席自由）
▪その他：4歳から入場可
▪購入場所・問 4月15日㈪午前9時か
ら、J:COM ホルトホール大分1階総
合事務室(☎576-8877)で販売。

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、お問い合わせください。
問 農政課(本庁舎8階 ☎537-7025)

保育士の職場体験講習会
参加者募集
▪実施期間：6月4日㈫～2020年2月28
日㈮
▪時間：午前9時30分～午後1時
▪対象：保育士資格を持つ人
▪場所：浜町、金池、桜ヶ丘、裏川、新春
日町、生石、下郡、住吉、敷戸南、あか
つきの各市立保育所
▪申込み・問 子ども企画課（本庁舎2
階）または各支所に備え付けの申込
書（市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、希望日の2週間前ま
でに同課（☎585-6016）
へ。

市産農林水産物を活用した
加工品の研究・開発などを
支援します
▪対象内容・補助率：⃝研究開発…10
分の10（上限10万円） ⃝商品開発
…2分の1（上限100万円） ⃝販売
力強化…2分の1（上限100万円）
※推進品目(大葉、にら、タイ、アジ)
の場合は、商品開発・販売力強化の補
助率が3分の2になります。
▪対象者：加工品を製造・販売する事業
者（予定者含む）
▪申込期間：4月10日㈬～5月31日㈮
※予算に達し次第終了
▪その他・問 申請には事前相談が必
要です。要件や申請方法など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
農政課（☎537-7025）
へ。

コンパルホール2019年度
前期・年間講座追加募集
定員に達していない講座の受講生を
4月18日㈭から先着順で追加募集しま
す。詳しくは、コンパルホールホームペ
ージをご覧になるか、同ホール（☎
538-3700）
へ。

▲

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）

電気式はかりの定期検査を
行います

募集
「NPお母さんひろば」
参加者および
保育ボランティア募集

無料

①NPお母さんひろば参加者募集
▪日時・場所：5月14日～6月18日（火
曜日・全6回） 午後1時30分～3時
30分…子育て交流センター（金池）
▪内容：親支援プログラム（子育ての話
し合いと仲間づくり） ※託児あり
▪対象：未就学児の保護者
▪定員：12人（先着順）
②保育ボランティア
▪内容：
「NPお母さんひろば」参加者の
託児
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪申込期間：①4月15日㈪～26日㈮、
②4月15日㈪～5月11日㈯ ※いず
れも4月22日㈪は除く
▪申込み・問 電話で、地域子育て支援
室（☎576-8245）
へ。

大友氏遺跡 史跡ボランティア
ガイドを募集
大友氏遺跡や大友氏の歴史を学び、
南蛮BVNGO交流館、大友氏館跡で解
説を行うボランティアガイドを募集し
ます。
▪対象：18歳以上で、6月～2020年2月
に行われる研修（全8回）に出席でき
る人
▪募集人数：10人程度
▪選考方法：書類審査、面接
▪その他：研修後は、修了試験を行い、
その後ガイドに正式登録します。
▪ 申 込 み・問 文 化 財 課（ 第2 庁 舎6
階）、南蛮BVNGO交流館（顕徳町三
丁目）に備え付けの応募用紙（市ホー
ムページでダウンロードも可）に記
入し、
4月19日㈮～5月10日㈮に同
課（☎537-5639）
へ。

本庁管内および野津原支所管内で、
4月15日㈪～7月12日㈮に巡回して行
います。次の人は商工労政課へ連絡し
てください。
▪対象：⃝はかりを取引・証明に使用し
ていて、2年以内に検査を受けていな
い人 ⃝計量士による検査（代検査）を
受けていない人 ⃝計量器を新たに購
入した人
問 商工労政課（☎537-5625）

下水道に接続するための
新たな助成制度ができました
浄化槽を設置してから年数が短いも
のや、集合住宅で水洗便所へ改造する
場合の助成制度ができました。詳しく
は、お問い合わせください。
問 上下水道局営業課(城崎町一丁目
☎537-5641)

空き家相談出張窓口を
開設します

無料

▪日時：4月18日㈭ 午前9時30分～
正午、午後1時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階
まちづくり情報プラザ
▪対象：空き家の所有者や管理者、将来
空き家になる可能性のある家屋を所
有している人
▪内容：空家等の管理や活用、相続など
の相談
▪その他：事前予約は不要
問 住宅課(☎585-6012)

送付と振込
31年度の固定資産税・
都市計画税の納税通知書を
4月5日に発送しました
通知書が届いていない場合や内容に
ついては、資産税課（☎537-5610）、東
部資産税事務所（☎527-2132）
、西部
資産税事務所（☎541-1406）
へ。

児童扶養手当
（ひとり親家庭
などの手当）
を4月11日に
振り込みました
該当者で振り込みのない人は、子育
て支援課（☎537-5793）
へ。

お知らせ
知事表彰・市長表彰の候補者
をご推薦ください
秋に高齢者などを対象とした知事表
彰・市長表彰を行います。皆さんの周り
で候補になる人がいましたら、ご推薦
ください。
▪知事表彰：⃝明るい高年賞…地域社
会において社会奉仕活動などを地道
に続けている65歳以上で、地域住民
から敬愛されている人 ⃝高齢者介
護賞…地域あるいは家庭において、
重度の介護を要する65歳以上の在
宅高齢者を多年にわたり介護し、他
の模範になっている人
▪市長表彰：⃝孝養賞…市内居住で、
65歳以上の人と同居し、家庭で高齢
者を敬い、明るい家庭を築くことに
努め、その行為が地域住民に深い感
銘を与え、敬愛されている人 ⃝健
康生きがい賞…市内居住の70歳以
上で、明るく健康で社会奉仕活動な
どを積極的に実行し、地域住民から
敬愛されている人
▪推薦締め切り：5月31日㈮
▪推薦先：長寿福祉課（第2庁舎2階）、
東部・西部保健福祉センター、各支所
問 長寿福祉課（☎537-5679）

在宅で重度の要介護高齢者を
介護している家族へ
◎家族介護慰労金を支給します
▪対象：要介護4または5の状態が1年
以上続き、その間に介護保険のサー
ビス（7日以内のショートステイを
除く）を受けなかった高齢者を、同一
世帯内で1年以上在宅介護している
市民税非課税世帯の家族
※上記高齢者1人につき10万円支給
◎介護用品引換券を交付します
▪対象：要介護4または5の高齢者を、
同一世帯内で在宅介護している市民
税非課税世帯の家族
▪対象品目：紙おむつ、尿取りパッド、
使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャン
プー（年額10万円が上限）
▪その他：事前に相談が必要です
▪申込み：担当校区の地域包括支援セ
ンターへ。
問 長寿福祉課(☎537-5747)
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