
4年度市立幼稚園・認定こども園
（1号）の入園児を募集します
▪受付期間：11月1日㈪～15日㈪　午

前9時～午後4時30分　※土・日曜
日、祝日は除く
▪対象児：市内居住（居住予定も含む）

の幼児
　5歳児（平成28年4月2日～平成29年

4月1日生まれ）
　4歳児（平成29年4月2日～平成30年

4月1日生まれ）
　※認定こども園のみ3歳児（平成30

年4月2日～平成31年4月1日生まれ）
▪対象園：（市立幼稚園）金池※、春日町※、

豊府、滝尾※、桃園、舞鶴※☆、別保、明治、
高田※、松岡、戸次、東稙田、宗方※☆、大
在☆、坂ノ市

　※…2年制保育実施園　☆…一時預
かり実施園

　（認定こども園）のつはる、さがのせき
　※認定こども園では3年制保育、一

時預かりを実施
▪保育料：無料
▪申込み・問　10月15日㈮から各園で

入園のてびき、願書を配布しますの
で、必要事項を記入の上、希望する園
へ提出してください。詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、子ど
も入園課（☎537-5794）へ。

身近な自然観察会参加者募集
▪日時：11月6日㈯　午前10時～正午　
▪場所：高尾山自然公園（大字横尾）
▪定員：60人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　電話またはファクス、E

メールで、代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名・年齢を、10月22
日㈮〈必着〉までに環境対策課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5758　
538-3302　 kankyotai5@city.oita.
oita.jp）へ。

コンパルホールで展示する
市民作品募集
▪内容：絵画・写真・短歌・俳句など、平

面に画びょうで固定できるもの
▪展示期間：4年1月6日㈭～31日㈪
▪展示場所：3階マルチスポット、4階

子どもギャラリー
▪申込み・場所・問　コンパルホール1

階受付窓口に備え付けの申込書に記
入し、10月16日㈯～11月30日㈫に
同ホール（☎538-3700）へ。

無料

産業活性化プラザ
「創業支援ルーム」入居者募集
▪募集期間：10月1日㈮～12月18日㈯
▪対象：創業しようとする人や創業後

5年未満の人など
▪入居可能日：4年2月1日㈫以降
▪面積・空室数・部屋代（月額）：
　◦約28㎡〈3室〉…25,980円
　◦約14㎡〈1室〉…13,200円
　◦約5㎡〈3室〉…4,920円
▪その他：電気代などは、別途実費負

担。入居者は専門家による経営相談
などが受けられます。

※入居条件、入居審査などがあります
ので、申請前に創業内容などを相談
してください。
問　産業活性化プラザ（☎576-8879）

秋スペシャル美術館を楽しもう！
「観る&作る」参加者募集
▪日時：11月1日㈪　午前10時25分～

午後0時30分　※コレクション展の
観覧料が別途必要です。
▪内容：展示解説と掲示の終了したポ

スターを使ったバッグの制作など
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住

所、氏名、電話番号、講座名を記入の
上、10月12日㈫〈消印有効〉までに市
美術館（〒870-0835　大字上野865　
☎554-5800）へ。

森林セラピーKIDS! 
参加者募集
▪日時：11月13日㈯　午前9時～正午
▪場所：平成森林公園セラピーロード
（大字高原）
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：30組（多数時は抽選）
▪参加料：小学生300円、保護者500円
（入村料ほか）
▪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。

高崎山のニホンザル
個体数調査ボランティア募集
▪調査月日：11月22日㈪、24日㈬～26

日㈮、29日㈪
▪時間：午前7時30分～正午
※サルの出現状況によって前後する可

能性あり
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加条件：◦期間中、毎日調査に参加

できる人　◦11月1日㈪～21日㈰の
期間中で都合のよい7日間、サルの識
別（年齢・性別）研修に参加できる人　
※山の中を歩ける人　◦（全員）研修
に参加できる人〈11月4日㈭予定〉
▪申込み・問　電話で、10月15日㈮～

31日㈰に高崎山自然動物園（☎532-
5010）へ。

第4回FUNAIジュニア検定
受検者募集
▪日時：12月4日㈯　午前10時～11時

15分
▪場所：保健所、稙田中学校、鶴崎公民

館、南大分中学校
▪対象：小・中学生
▪申込期限：11月1日㈪
▪その他：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
財課（☎537-5682）へ。

市美展出品作品募集
▪部門：デザイン、書、写真、洋画・版画、

日本画、彫刻、工芸
▪展示期間：4年3月4日㈮～26日㈯
　※3月14日㈪・22日㈫は休館日
▪出品料：一般1,500円（同部門2点出

品の場合、2点目は1,000円）、高校生
500円（同部門2点目は500円）

▪その他・場所・問　申込方法など詳し
くは、市美術館（大字上野　☎554-
5800）へ。

どこでもコンサート
in 帆足本家酒造蔵
▪日時：10月16日㈯　午後5時～
　5時40分（予定）
▪定員：50人（当日先着順）
▪出演：B

ブ ラ ス

rass q
ク イ ン テ ッ ト

uintet ～ V
ヴ ァ リ ア ス

arious 
g
ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン ズ

enerations～
問　文化振興課（☎537-5663）

無料

イベント04

無料

大分市LINE公式アカウントにご登録を！
友だち登録することで、市から防災情報やイベント情報などのメッセージを受け取ることができま
す。また、トーク画面を開くと表示されるメニューの「受信設定」から自治区等を設定すると、お住まい
の地域の「ごみ収集日のお知らせ」を収集日の前日に受信することができます。ぜひ、ご利用ください。

◀友だち登録は
　こちら
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おおいたマルシェ料理教室
参加者募集
①「関あじ」さばき方料理教室
▪月日：11月6日㈯
▪場所：コンパルホール4階　調理実

習室
②地産地消料理教室
▪月日：11月7日㈰
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

キッチンスタジオ
▪時間：午前10時～午後1時
▪対象：高校生以上
▪定員：① 15人　② 18人（いずれも多

数時は抽選）
▪申込み・問　農政課または各支所に

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、必要事項を
記入し、郵送またはファクスで、10
月18日㈪〈必着〉までに同課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-7025　

534-6176）へ。

森林セラピー体験ツアー 
in 平成森林公園 参加者募集
▪日時：11月28日㈰　①午前9時～　
　②午前9時30分～　③午前10時～
　※各部2時間程度
▪集合場所：大分県民の森さくら園（大

字高原）
▪定員：各部10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（ガイド料など）
▪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。

2021大分市森林セラピー
フォトコンテスト
　「市の森林セラピーロードの魅力が
伝わる写真」をテーマに募集します。
▪募集期間：12月3日㈮まで
▪対象：応募作品を市の森林セラピー

の普及のために、市の広報物などで
無償使用することに同意できる人
▪その他・問　応募方法や審査基準な

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。

無料

第2次大分市農林水産業振興
基本計画（案）に関する
意見募集
▪募集期間：10月1日㈮～31日㈰
▪閲覧場所：農政課（本庁舎8階）、情報

公開室（本庁舎7階）、各支所、市ホー
ムページ
▪その他・問　応募資格や応募様式、応

募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、農政課（☎537-
5628）へ。

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集
▪再生品：家具と自転車
▪対象：市内または由布市に居住する

18歳以上の人
▪抽選方法：大分エコライフプラザ事

務局にて抽選し、当選者には電話で
連絡します。
▪その他：自転車については、引き渡し

時に防犯登録料600円が必要です。
▪申込み・問　10月26日㈫～11月7日

㈰正午までに〈11月1日㈪は休館〉、
直接、大分エコライフプラザ（大字福
宗　☎588-1410）へ。電話申込みは
できません。

豊かで美しい森づくり事業
参加者募集
▪月日 ･内容：①11

月20日㈯…マス
クの染色体験

　②12月25日㈯…
ミニ門松づくり

　※ いずれも小雨
決行

▪時間：午前9時30分～正午（予定）
▪場所：薬草の里たけや（竹中小東側）
▪定員：①②15人程度（いずれも多数

時は抽選）
▪申込期間：①10月1日㈮～15日㈮　②

11月8日㈪～26日㈮〈いずれも必着〉
▪申込み・問　電話またははがき、ファ

クス、Eメールに、参加者全員の氏名・
年齢、代表者の住所・電話番号、希望す
るイベント名を記入し、公園緑地課

（〒870-8504　荷揚町2-31　☎537-
5975　 538-1249　 koenryoku@
city.oita.oita.jp）へ。

募　集03

無料

「教育に関する事務の管理及び
執行の状況についての点検及び
評価」の報告書を公表しています
　「地方教育行政の組織及び運営に関
する法律」第26条に基づき、点検・評価
を行った結果の報告書を教育総務課

（第2庁舎4階）、情報公開室（本庁舎7
階）、市民図書館、市ホームページで公
表しています。
問　教育総務課（☎537-5671）

4年度小・中学校入学予定者
（義務教育学校新1年生および

新7年生含む）の隣接校選択制
申請手続きのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため説明会は行いません。申請手続
きなど詳しくは、学校教育課（第2庁舎
4階）、各学校に備え付けの申請要項（市
ホームページでダウンロードも可）を
ご覧になるか、同課（☎537-5903）へ。

障がい者を虐待から
守りましょう
　障がい者への虐待は、本人の尊厳を
傷つけ、自立や社会参加を妨げること
につながります。虐待かなと思ったと
きは、市障がい者虐待防止センター（☎
585-6003）へ。

児童手当を
振り込みます
　10月期の児童手当（6～9月分）を10月
15日㈮に振り込みます。該当者で振り
込みのない人はお問い合わせください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

指定ごみ袋減免対象者へ
指定ごみ袋を送付します
　家庭ごみ有料化制度に伴う負担軽減
措置として、紙おむつやストーマ用装
具を使っている人、生活保護世帯を対
象に指定ごみ袋（4年10月までの1年分）
を11月中に発送します。
※ 対象者で届かなかった人は、ごみ減

量推進課（☎537-5703）へお問い合
わせください。

お知らせ01

送付と振込02
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