
フリーマーケット出店者募集
▪日時：5月3日㈰　午前9時～午後1時
（天候などにより、中止になることが
あります。）
▪対象：市内・由布市居住の個人または

グループ　※販売業者、専門業者、高
校生以下のみの参加は不可
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、

スポーツ用品などで、使用可能なも
の（食品、動・植物、危険物、違法コピ
ー商品などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時

は抽選）、3m×3m程度
▪申込み・場所・問　往復はがきに、代

表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、4月17日㈮〈必着〉までに大
分エコライフプラザ（〒870-1205　
大字福宗618　☎588-1410）へ。

高崎山セラピーロード山開き
参加者募集

　新緑の高崎山で山開きを開催しま
す。山頂祭では記念品の配布などを行
います。
▪日時：5月10日㈰　午前8時集合、午

後1時40分解散（予定）
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
※登山口周辺に駐車場がないため、無

料送迎バスを運行します。
▪定員：225人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの専用フォームで、参加者全員
の氏名・年齢・性別、代表者の住所・電
話番号、イベント名を、4月23日㈭〈必
着〉までに林業水産課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎585-6013）へ。

アートプラザ　
磯崎新パネル展

　市出身の世界的建築家･磯崎新氏の
業績を紹介する展覧会です。
▪日時：3月27日㈮～4月26日㈰　午

前10時～午後6時
▪場所･問 アートプラザ（☎538-5000）

無料

無料

イベント
無料

市消費生活推進プラン（素案）
についての市民意見募集
▪閲覧･募集期間：4月1日㈬～30日㈭
▪資料の閲覧場所：ライフパル（府内町

三丁目）、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、ライフパル（☎573-3770）へ。

第一号赤ちゃんザルの名前募集
　高崎山自然動
物園では、5月か
ら8月頃まで赤
ちゃんザルが生
まれます。そこ
で多くの人に親
しみを持っても
らえるよう、第
一号の赤ちゃんザルの名前を募集しま
す。また、採用された人の中から、抽選
で5人に高崎山オリジナルグッズをプ
レゼントします。
▪募集期限:第一号赤ちゃんザルの誕

生まで
▪その他･問　名前の付け方や応募方

法など詳しくは、高崎山自然動物園
ホームページをご覧になるか、高崎
山自然動物園（☎532-5010）へ。

「就労ピアサポートサロン
おおいた」参加者募集
▪日時：毎月第3日曜日　4月～12月は

午前10時～正午、3年1月～3月は午
後2時～4時　※当日受付
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

障がい者交流室
▪内容：同じ障がいを持つ人同士の就

労に関する相談･交流･情報交換など
問　障害福祉課（☎537-5658）

ホルトホール大分講座
（2年度前期分）受講生募集
　運動・文化・料理などの教室を開催。
講座の内容や申込方法･期限など詳し
くは、J:COM ホルトホール大分や各地
区公民館、各支所に備え付けのチラシ
またはJ:COM ホルトホール大分ホー
ムページをご覧ください。
問　J:COM ホ ル ト ホ ー ル 大 分（ ☎

576-8877）

無料

国際交流・国際協力・多文化共生
事業助成希望者募集
▪対象：市民または市内に事業所など

がある団体が、6月～3年3月に自主
企画で開催する国際交流・国際協力・
多文化共生事業
▪助成内容：広告料や使用料など
　※最大100万円まで助成します。
▪申込期間：4月1日㈬～5月7日㈭
▪その他・問：選考あり。詳しくは、4月1

日㈬から国際課(本庁舎5階　☎537-
5719)に備え付けの募集案内(市ホ
ームページでダウンロードも可)を
ご覧ください。

大分トリニータホームゲーム
ファミリー観戦DAY
▪対象試合：5 月6 日 ㈬　

午後2時～　湘南ベ
ルマーレ戦（開催状
況は変更･中止にな
る場合があります。）
▪場所：昭和電工ドーム

大分
▪座席：①トリニータシート②ピッチ

サイドシート
▪対象：市内に居住の子ども（①は中学

生以下、②は小・中学生）1名とその
保護者（20歳以上）1名
▪定員:①7500組1万5,000人（先着

順）　②50組100人（多数時は抽選）
▪申込み:大分トリニータ公式ホーム

ページ専用フォームで、①は5月3日
㈰まで、②は4月28日㈫までに応募。

問　スポーツ振興課（☎537-5979）

「いかした大人たちのバンドフェス
2020～いかした若者たちも登場！～」
出演者募集
▪日時：5月24日㈰　正午～（予定）
▪場所：パークプレイス大分1階
　センターステージ
▪対象：市内を拠点にグループ・個人で

活動しているアマチュアミュージシ
ャン

　①大人の部…平均年齢40歳以上
　②若者の部…平均年齢15歳～22歳
▪定員：①②合わせて8組程度(選考で

決定)
▪申込期間：4月1日㈬～5月1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文化
振興課(☎537-5663)へ。

▲大分トリニータ
　ホームページ

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（Oita	City	Multilingual	Disaster	Distress	Call	Center）
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。（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.） 問 国際課（☎537-5719）
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店舗のバリアフリー改修工事に
要する経費を助成します
▪対象：市内に店舗を設け、宿泊業･小

売業･飲食サービス業･生活関連サー
ビス業を営む人
▪対象工事：手すりや簡易スロープの

設置、出入り口･廊下の拡幅など
▪補助限度額：25万円
▪募集期間：4月1日㈬～5月15日㈮
▪その他・問　必要書類など詳しくは、

障害福祉課（☎537-5786）へ。

子ども食堂等の運営に係る
経費を補助します
▪対象団体：社会福祉法人、NPO法人、

自治会等の地域住民団体など
▪対象経費：新規開設経費、機能強化経

費、運営経費
▪その他・問　補助要件や補助金額な

ど詳しくは、市ホームページをご覧
に な る か 子 育 て 支 援 課（ ☎5 3 7 -
5619）へ。

中小企業による新事業分野の
開拓を応援しています

　新産業の育成を図るため、新たな事
業分野の開拓を図る中小企業者が生産
などを行う新商品を、市の各機関が随
意契約で購入できる「トライアル発注
事業」を実施しています。
▪その他･問　対象や応募方法など詳

しくは、市ホームページをご覧にな
るか、創業経営支援課（☎585-6029）
へ。

文化･芸術活動推進補助金
（前期）助成希望者募集
▪対象：市内を拠点に文化芸術活動を

行う、営利を目的としない個人･団体
が、6月～3年3月に開催する音楽等
の公演や絵画等の展覧会などの文
化・芸術活動
▪補助額：補助対象経費の総額から収

入を除いた額の2分の1（限度額30万
円）
▪申込期間：4月8日㈬～5月8日㈮
▪その他･問　詳しくは、文化振興課

(本庁舎5階　☎537-5663)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。

募集

在宅高齢者住宅改造費を
助成します
▪対象：65歳以上で在宅の自立高齢者

またはその同居者で、前年の所得税
が非課税の世帯（1世帯1度限り）
▪助成額：工事費の9割（上限18万円）
▪対象工事：バリアフリーのための小

規模な住宅改造工事（増改築、着工済
みのものを除く）

※着工前に申請が必要です。予算枠に
達し次第、受付を締め切ります。
▪申込み：4月1日㈬から担当地域の地

域包括支援センターへ。
問　長寿福祉課（☎537-5747）

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利
用を除く）を受けなかった高齢者を、
同一世帯内で1年以上介護している
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：担当地域の地域包括支援セ

ンターへ。
問　長寿福祉課（☎537-5747）

家庭から出る生ごみを
堆肥化し活用しませんか
①生ごみ処理容器の無料貸し出し
▪内容：コンポスト容器(2個まで)ま

たはボカシ容器(2個１セットまで)
②段ボールコンポストセットの支給
▪内容：段ボール(42×30×36㎝ )、基

材（ピートモス、もみ殻くん炭）
　※１世帯4セットまで。
③生ごみ処理機の購入補助
▪内容：購入費用の2分の1の額（電動

式は3万円、非電動式は1万5,000円
が上限）。購入後に申請してくださ
い。
▪その他・問　申請方法など詳しくは、

ごみ減量推進課（☎537-5687）へ。

市内全域で有害鳥獣の捕獲を
行います

　市の有害鳥獣捕獲班により、主に被
害のある農地周辺や山間部で行いま
す。事故を防ぐため、山に入る際は目立
つ色の服装で鈴などを着け、わなを発
見しても絶対に近づかないでくださ
い。また、住宅地周辺で行う場合もあり
ますのでご理解、ご協力をお願いしま
す。
▪期間：4月1日㈬～7月31日㈮
▪実施方法：銃器、わな（住宅地周辺で

は銃器は使用しません。）
問　林業水産課（☎585-6021）

水素・燃料電池関連機器の
購入･設置費用を補助します
◎燃料電池自動車の購入費用補助
▪対象：水素を燃料とする燃料電池で

動く普通自動車（電気自動車、ハイブ
リッド車などを除く）
▪補助額：50万円
◎業務･産業用燃料電池の設置費用補助
▪対象：定格発電出力3kＷ以上の燃料

電池システム（家庭用は対象外）
▪補助額：1kW当たり20万円または1

機当たり80万円のいずれか少ない
金額
▪申請受付期間：4 月1 日 ㈬ ～3 年3 月

31日㈬　※申請額が上限に達し次
第、受付を終了します。
▪その他･問　要件など詳しくは、市ホ

ームページをご覧になるか、環境対
策課（☎537-5758）へ。

自衛捕獲用わななどの
購入費を一部助成します
▪対象：イノシシ、タヌキ、アナグマ、カ

ラスなど
▪助成金額：わな購入費･資材購入費の

3分の2以内（上限額があります。）
▪対象者：市内に居住する農業者で、わ

な猟免許を有し、ハンター保険等に
加入している人
▪申込期限：12月28日㈪　※上限に達

し次第、受付を終了します。
▪その他･問　事前申請が必要です。詳

しくは、市ホームページをご覧にな
るか、林業水産課（☎585-6021） 
へ。

お知らせ
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暮らしの情報 ▲暮らしの情報 ▲


