
「子どものための就活サポート」
（保護者向けセミナー）
▪日時：3月1日㈰　午後1時30分～3
時30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
201・202会議室
▪対象：求職活動中または就職活動を
控えた学生などの保護者
▪定員：70人（先着順）
▪申込み・問　電話または商工労政課
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、2月
27日㈭までに同課（☎537-5964）へ。

アートプラザワークショップ
「色鉛筆でぬるプラ板工作」
▪日時：3月14日㈯　午前10時～正
午、午後1時～3時30分（1時間程度）
▪内容：画家フジタクミコさんがプラ
板に描いたイラ
ストを色鉛筆で
塗って、キーホ
ルダーかブロー
チにします。
▪定員：8人（当日先着順）
▪参加料：500円（2個）
▪場所・問　アートプラザ（☎538-
5000）

南大分スポーツパーク
いきいき健康講座

①高齢者いきいきフィットネス講座
　（前期）
▪日時：4月8日・15日・22日、5月13日・
20日・27日、6月10日・17日・24日、7
月1日（水曜日・全10回）　午前9時
30分～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の人

②ストレッチ講座（前期）
▪日時：5月12日・19日・26日、6月2日・
9日・16日・23日・30日（火曜日・全8
回）　午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人（高校生は除く）
▪定員：各50人程度（多数時は抽選）　
▪受講料：①2,500円　②2,000円
▪申込み・場所・問　南大分体育館に備
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、①は3
月15日㈰　②は4月15日㈬までに
同体育館（☎546-7010）へ。　※市
ホームページで電子申請も可。

無料
第54回市美術展
　日本画、洋画・版画、彫刻、工芸、デザ
イン、書、写真の7部門で公募した全作
品を展示します。
▪会期：3月6日㈮～29日㈰
▪開館時間：午前10時～午後6時（入館
は午後5時30分まで）　※最終日は
正午まで
▪休館日：3月9日㈪・16日㈪・23日㈪
▪その他：会期中はコレクション展も
無料
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）

パワーアップ教室
　つまずきやすい、階段がつらいなど
日常生活に支障がでてきた人に対し、
運動・栄養・口腔の専門職が短期間で元
気になるよう支援する教室です。参加
して、諦めていた楽しみを再開しませ
んか。
▪実施期間：3カ月間（週1回2時間程度）
▪内容：専門職等による体操や講話
▪対象：要支援1・2の人または基本チ
ェックリストに該当する人（要介護
の人は利用できません。）
▪料金：月ごとに500円
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
最寄りの地域包括支援センターか長
寿福祉課（☎537-5746）へ。

こども体験パーク（伝統文化編）
▪日時：4月5日㈰　午後0時30分～

内　容 定　員
参加料

和菓子作り体験・日本茶の入れ
方（2回開催）

各回15人
1,000円

着物の着付け体験・カメラマン
撮影会（2回開催）

各回15人
3,000円

池坊のお花を体験（3回開催） 各回10人
1,000円

裏千家のお茶を体験（5回開催） 各回9人500円
人気作家さんによる小物作り
ワークショップ・販売
・お花のイヤリングを作ろう
・オリジナル移動ポケットを作ろう

各10人
1,000円

▪対象：小学生
▪申込期間：3月5日㈭午前10時～27
日㈮午後5時
▪その他・場所・問　申込方法など詳し
くは、市ホームページをご覧になる
か、平和市民公園能楽堂（牧緑町　☎
551-5511）へ。

無料

講座＆教室

「春を味わう！森林セラピー
in 平成森林公園」参加者募集
▪日時：3月29日㈰　①午前9時～、
　②午前9時30分～、③午前10時～　
※2時間30分程度
▪場所：県民の森キャンプ場（大字高
原）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,200円（ガイド料、食材費
など）
▪申込期限：3月16日㈪
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、林
業水産課（☎585-6013）へ。

統計に関する登録調査員募集
▪内容：国と県が実施する各種統計調
査において、統計調査員として調査
票の配布・回収などを行う。
※調査ごとに、登録された人の中から
調査への従事を依頼します。
▪対象：市内に居住する20歳以上で、税
務、警察、選挙などに直接関係のない人
▪その他：各調査に従事した場合、報酬
が支給されます。
▪申込み・問　直接または電話で、総務
課（本庁舎3階　☎537-5795）へ。

市立保育所
会計年度任用職員募集
▪任用期間：4月1日以降～令和3年3月
31日
▪募集職種：保育士
▪対象：保育士資格保有者
▪報酬：日額8,339円（上限額）
▪その他・問　受験資格や申込方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、保育・幼児教育課（☎585-
6015）へ。

まちづくり情報カフェ
▪日時：2月28日㈮　午後6時～7時30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
302会議室
▪演題：大分市の街並みを見つめて
▪講師：栗林�伸幸氏（フォトジャーナ
リスト）
▪定員：72人（当日先着順）
問　まちづくり情報プラザ（☎544-
5613）

イベント
無料

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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市自転車活用推進計画（素案）
について市民意見募集
　自転車の活用による環境負荷の低減
や市民の健康増進等を図ることなどを
目的に策定します。
▪閲覧・募集期限：3月9日㈪
▪資料の閲覧場所：都市交通対策課（本
庁舎7階）、情報公開室（本庁舎7階）、
各支所、市ホームページでご覧にな
れます。
▪その他・問　個々の意見に対する直
接の回答はしません。応募方法など
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、都市交通対策課（☎537-
5973）へ。

おおいた地域
伝統文化応援事業
助成団体募集
　地域の伝統文化の継承や再興、発展
を通して、世代間の交流増進や地域活
性化に寄与する事業へ助成を行う予定
です。
▪対象：事務所の所在地または代表者
の住所が市内にあり、継続的に活動
を行う団体　※選考により決定
▪助成額：事業に要する経費（人件費、
食糧費などを除く）の2分の1以内
で、上限100万円以内
▪申込み：3月1日㈰から歴史資料館（大
字国分）および文化財課（第2庁舎6
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、
4月17日㈮までに同館へ。
問　歴史資料館（☎549-0880）

大分都市広域圏
農業体験ツアー参加者募集
▪日時：3月21日㈯　午前10時～午後4
時30分（午前9時集合、午後5時解散）
▪集合場所：大分駅府内中央口
▪内容：ニラ（大分市）とサンクイーン
（津久見市）の生産現場の見学
▪対象：大分都市広域圏（大分市、別府
市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大
野市、由布市、日出町）で新規就農を
希望する人
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪申込み・問　農政課に備え付けの申
込書（市ホームページからダウンロ
ードも可）に記入し、3月13日㈮まで
に同課（本庁舎8階　☎537-5628）
へ。

児童手当を2月14日に
振り込みました
　2月期分の児童手当を受給者の指定
口座に振り込みました。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）

高額介護合算療養費の
支給申請書を送付します
　毎年8月から翌年7月までの1年間に
支払った医療保険と介護保険の自己負
担額の合計額が、一定の限度額を超え
た場合、超えた額を高額介護合算療養
費として支給しています。
▪申請方法・問　基準日7月31日時点
で、県後期高齢者医療制度に加入し
ていて、該当する人には2月中に支
給申請書を郵送します。詳しくは、県
後期高齢者医療広域連合（☎534-
1771）または国保年金課（☎537-
5735）へ。

高齢者福祉計画・介護保険事業
計画策定委員募集
▪任期：5月～令和5年3月（予定）
▪対象：市内に1年以上居住している
40歳以上で平日昼間に開催する会
議（任期中6～7回程度）に出席でき、
市の附属機関の委員・職員でない人
▪定員：2人程度
▪選考方法：書類・面接
▪募集期間：2月17日㈪～3月6日㈮
▪その他・問　提出書類など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、長
寿福祉課（☎537-5679）へ。

高齢者ファミリー・サポート・
センター会員募集
　援助を受けたい「依頼会員」が、援助
を行いたい「援助会員」に1時間当たり
600円～700円を支払って、会員同士
で援助し合うシステムです。援助会員
になるには、2日間の講習会（無料）の
受講が必要です。
▪依頼会員の対象：判断能力のある65
歳以上の人、その三親等内の家族
▪援助会員講習会：3月18日㈬・19日
㈭　※申込期限…3月11日㈬
問　高齢者ファミリー・サポート・セン
ター（長寿福祉課内）〈☎538-3180〉

募集

認知症カフェ運営団体を
補助します
　認知症の人とその家族、地域住民、専
門職など、誰もが気軽に集い、おしゃべ
りや情報交換等ができる交流の場を運
営する団体へ運営費を補助します。
▪その他・問　補助金額、対象経費など
詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、長寿福祉課（☎537-5771）へ。

高齢者肺炎球菌の予防接種は
お済みですか
　次の人は、高齢者肺炎球菌の予防接種
を3月31日㈫まで3,500円で受けること
ができます。接種を希望する対象者でま
だ受けていない人は早く受けましょう。
▪対象：令和元年度（平成31年度）中に
満65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90
歳・95歳・100歳以上になる人
▪実施場所：市内の指定医療機関（予約
制）
▪その他：生活保護世帯・市民税非課税
世帯の人は無料
問　保健所保健予防課（☎535-7710）

市の庁舎に広告を掲示しませんか
　庁舎内の壁面に広告を掲示します。
▪料金：1万5,000円～4万円（月額）
※事前審査があります。詳しくは、お問
い合わせください。
問　管財課（☎537-5608）

障害児福祉手当などを
2月10日に振り込みました
　2月期分の障害児福祉手当、特別障
害者手当および福祉手当（経過措置分）
を受給者の指定口座に振り込みまし
た。該当者で振り込みのない人は、ご連
絡ください。
　また、病気や障がいのため日常生活
において常時の介護を必要とする20
歳未満で、障害児福祉手当の申請をし
ていない人、病気や障がいのため在宅
で常時特別の介護を必要とする20歳
以上で、特別障害者手当の申請をして
いない人は、お問い合わせください。
問　障害福祉課（☎537-5786）

お知らせ

送付と振込
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