
敬老の日無料イベント
「InBody無料測定」
▪日時：9月21日㈪　午前9時～午後
　10時
▪対象：65歳以上
▪場所・問　J:COM ホルトホール大分
　1階   トレーニングルーム（☎576-8883）

情報学習センターの教室
①小中学生の親子のはじめてのアー

テックロボプログラミング
▪日時：10月3日㈯　午前10時～正午
▪対象：パソコンの操作に慣れている

小・中学生と保護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪受講料：大人…300円　小・中学生…

200円
②オリジナル音楽CDを作ろう
▪日時：10月6日・13日（火曜日・全2

回）　午前10時～正午
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：600円（CDが必要な人は別

途30円）
▪申込み・場所・問　直接または電話、

はがき、ファクス、Eメールで、住所、
氏名、電話番号、教室名、月日を、①は
9月19日㈯、②は9月22日㈫までに情
報学習センター（〒870-0851　大石
町一丁目3組　☎545-8616　 545-
5065　 omc@hyper.or.jp）へ。

米粉でクッキング！
料理教室

場所 月日
①コンパル
　ホール

10月16日・30日、11月13日
（金曜日）

②稙田
　公民館

10月21日、11月11日・25日
（水曜日）

③大在
　公民館

10月13日・27日、11月17日
（火曜日）

▪時間：午前10時～午後1時
▪対象：市内に居住・通勤・通学してい

る18歳以上の人
▪定員：①18人　②12人　③11人（多

数時は抽選）
▪参加料：1回500円
▪申込み・問　農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、9月1日㈫～18日
㈮に、同課（☎537-7025）へ。
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アートプラザ   ヒストリーパネル展
▪日時：9月11日㈮～27日㈰　午前10

時～午後5時
▪場所：アートプラザ2階　アートホール
問　アートプラザ（☎538-5000）

第12回中央通り歩行者天国
　今回は、「大大大ビール祭り」「まちな
かタイムバーゲン」の開催に加え、県内
自治体ブース等を設置し、開催します。
ぜひまちなかにお越しいただき、お楽
しみください。
▪日時：9月12日㈯　午後4時～7時
※交通規制（午後3時～8時）にご協力

ください。

問　商工労政課（☎537-7294）

どこでもコンサート　
in 野津原市民センター
▪日時：9月15日㈫　午後6時30分～7

時10分（午後6時開場）
▪定員：50人（当日先着順）
▪出演：chou chou（シュシュ）
問　文化振興課（☎537-5663）

親子ふれあい動物フェスタ
▪日時：9月21日㈪　午前10時～午後

4時
▪場所：おおいた動物愛護センター（大

字廻栖野〈みどりマザーランド内〉）
▪実施内容：愛犬・愛猫との写真コンテ

スト表彰と作品の展示、ペット無料
健康相談など
問　市動物愛護センター（☎588-2200）
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森林セラピー体験ツアー 
in 霊山参加者募集
▪日時：9月27日㈰　①午前9時～、
　②午前9時30分～、③午前10時～
　※各回2時間30分程度
▪集合場所：霊山寺駐車場（大字岡川）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円（ガイド料・コーヒ

ードリップ講座料など）
▪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。

高尾山キノコの森の
観察会参加者募集
▪日時：10月3日㈯　午前10時～正午　

※小雨決行
▪場所：高尾山自然公園（大字横尾）
▪定員：20人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、

Eメールで、参加者全員の氏名・年齢、
代表者の住所・電話番号を、9月15日
㈫〈必着〉までに公園緑地課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5975　

538-1249　 koenryoku@city.
oita.oita.jp）へ。

市美術館ボランティア募集
▪活動内容：展覧会での案内、講座の補

助、資料整理など
▪対象：入門講座〈12月9日㈬・15日

㈫・22日㈫、3年1月15日㈮・20日㈬　
全5回〉を受講可能な人
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏

名（ふりがな）、電話番号を記入し、9
月1日㈫～10月31日㈯〈消印有効〉
に市美術館「ボランティア募集」係

（〒870-0835　大字上野865　☎
554-5800）へ。

無料

▪ 市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。 
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。
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都市計画の変更に関する
説明会を開催します
①野間公園に関すること　
▪日時・場所：9月24日㈭　午後7時～　

岡公民館、10月20日㈫　午前11時～　
野間公民館
②延命寺公園に関すること
▪日時・場所：9月26日㈯　午後7時～　

延命寺公民館
問　都市計画課（☎537-5967）

8月期の障害者福祉手当を
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。
　なお、身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳を所持している人で
申請していない人は、障害福祉課（本庁舎
1階）または各支所で申請してください。
※市民税課税状況や施設入所などによ

り支給できない場合があります。
▪申請に必要なもの：印鑑、本人名義の

預金通帳、身体障害者手帳または療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳、マ
イナンバーカードまたは通知カード
問　障害福祉課（☎537-5786　 537-

1411）

ひとり親世帯臨時特別給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響に
よるひとり親家庭の子育て負担の増加
や収入の減少に対する支援のため、臨
時特別給付金を支給しています。
▪その他・問　対象者など詳しくは、市ホ

ームページをご覧になるか、子育て支
援課（☎537-5793）へ。

プレママおしゃべり講座参加者募集
▪日時：9月30日～10月21日（水曜日・

全4回）　午後1時30分～3時
▪場所：子育て交流センター（J:COM

ホルトホール大分2階）
▪対象：安定期の初妊婦（5カ月～）
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・問　直接または電話で、9月1

日㈫から地域子育て支援室（J:COM ホ
ルトホール大分2階　☎576-8245）へ。
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災害への備えはできていますか
◎9月1日は防災の日
　地震などの災害は忘れた頃にやって
きます。災害から身を守るためには、日
ごろから身の回りの備えを十分にして
おくことが大切です。この機会に家具
の固定、ハザードマップの確認など身
の回りの備えについて見直してみませ
んか。
◎災害時の緊急情報を電話やファクス
でお伝えします

　携帯電話をお持ちでない人（障がい
のある人など）への伝達手段として、固
定電話などに音声やファクスで避難情
報などをお伝えするサービスを行って
います。
▪対象：携帯電話をお持ちでない人、障

がいのある人、携帯電話の操作が苦
手な高齢者（原則70歳以上）

※申込方法など詳しくは、防災危機管理
課へお問い合わせください。
◎災害時の避難支援にご協力ください
　地域の中には、高齢者や障がいのあ
る人など、災害時に一人で避難できない
人もいます。避難の際には自分や家族の
身の安全を確保した上で、可能な範囲
での支援にご協力をお願いします。
問　防災危機管理課（☎537-5664）

消防局警防課からのお知らせ
（☎532-2199）
◎9月9日は救急の日
　救急の日は、救急医療および救急業務
に対する理解と認識を深めるために制
定された日です。大切な人の命を救うた
めに、通報のポイントを確認し、いざと
いうときに慌てないようにしましょう。
◎緊急通報時のポイント
　119番通報すると、指令員が救急車
の出動に必要なことを質問します。慌
てず、ゆっくりと答えてください。
　救急車が来るまでに倒れた人の健康
保険証や診察券、お薬手帳をできる範
囲で準備してください。
　救急車が来たら、倒れた人の情報、救
急車が到着するまでの様子や変化、行
った応急手当などを伝えてください。

「敬老の日施設優待券」を
8月19日から配布しています
　優待券を使って、施設利用の無料ま
たは割引サービスを受けることができ
ます。
▪対象：70歳以上の市民（昭和25年9

月15日以前に生まれた人）
▪配布場所：長寿福祉課（本庁舎1階・

第2庁舎2階）、各支所、各地区公民
館、各校区公民館、各老人いこいの
家、各地域包括支援センター、市社会
福祉協議会（J:COM ホルトホール大
分4階）
▪受取方法：該当者の年齢を確認でき

るもの（運転免許証、健康保険証、長
寿応援バス乗車証など）を持参

※サービス内容などの詳細は、優待券
に記載しています。
問　長寿福祉課（☎537-5679）

土・日曜日、時間外の
マイナンバーカード受け取り
および申請（予約制）
　土・日曜日および指定する日の時間
外に窓口を開設し（各月1回ずつ）、マ
イナンバーカードの受け取りなどがで
きます。
▪日時：9月12日㈯・13日㈰・17日㈭、

10月10日㈯・11日㈰・15日㈭、11月
14日㈯・15日㈰・19日㈭

　土・日曜日は午前9時～午後5時
　木曜日は午後6時～7時
▪場所：市民課（本庁舎1階④番窓口）
▪申込み・問　電話で、来庁希望日の 

1週間前までに市民課（☎537-7298）
へ。

10月診療分から市民税非課税
世帯の小・中学生の通院に係る
医療費を助成します
　該当の人には9月末までに通院・歯
科・調剤で使うことができる受給資格
者証を郵送します。なお、市民税非課税
世帯で子ども医療費助成受給資格の登
録をされていない人については申請が
必要です。
▪申請場所：子育て支援課(本庁舎1階)、

東部・西部保健福祉センター、各支
所、本神崎・一尺屋連絡所
問　子育て支援課（☎537-5796）
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