
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　11月25日㈭～12月5日

㈰正午までに〈11月29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。

協働のまちづくり大賞の
活動事例を募集します
　自治会・町内会やその活動を支援す
る NPO 法人やボランティア団体等が
行う住みよいまちづくりのために取り
組んでいる活動事例を募集します。
▪申込期限：12月3日㈮
▪その他・問　応募方法など詳しくは、

市民協働推進課（☎537-7251）へ。

「おサルの森の観察会」
参加者募集
　おサルによって変化する森の様子を
観察してみませんか。
▪日時：12月11日㈯　午前10時～正

午　※雨天時は中止
▪場所：高崎山自然動物園
▪定員：20人程度（多数時は抽選）
▪募集期間：11月1日㈪～17日㈬　午

後5時必着
▪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、公
園緑地課（☎537-5975）へ。

ふるさとの歴史再発見
「古文書コース」受講生募集
▪日時：4年1月22日㈯、2月12日㈯・26

日㈯、3月5日㈯・19日㈯　午後2時～
3時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：300円（全5回分）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住

所、氏名、電話番号、講座名を記入し、
12月15日㈬〈消印有効〉までに歴史資
料館（〒870-0864　大字国分960-1　
☎549-0880）へ。

無料

無料

市営住宅などの入居者募集（1）
　募集案内を必ずご覧の上、郵送にて
お申込みください。
◎住宅課（本庁舎6階）

①市営住宅
野津原 小屋鶴H27 1戸 単身可

◎第2大分市営住宅管理センター（本
庁舎地下1階　☎536-2555）

②市営住宅

大　分

大石町55 1戸
田ノ浦H5 1
中の瀬
Ｈ8・H10・H13 5

鶴　崎 関園40　　 1 単身可
坂ノ市 里42 1 単身可
稙　田 下芹40 1 単身可

佐賀関
秋の江第二57 1 単身可
馬場Ｈ2・H5 2 内単身可1
佐賀関H25 1 単身可
③従前居住者用賃貸住宅★

大　分 駅南住宅
みやびのもりH10 2戸

市営住宅　※受付中（先着順）
稙　田 大園52 1戸 単身可
特定公共賃貸住宅　※受付中（先着順）★

大　分 ベルビュ賀来 13戸
佐賀関 古宮団地 1
野津原 リバーサイド新界 3
★中堅所得者も申込みできます。
▪募集期間：11月1日㈪～8日㈪
▪抽選日時：①11月18日㈭   午後2時～ 

②③11月17日㈬　午前9時30分～
▪抽選場所：①本庁舎9階　第2入札室

②③アートプラザ　研修室
問　住宅課（☎537-5977）

4年度納税通知書用封筒に
掲載する広告募集
①固定資産税・都市計画税　
▪担当課：資産税課（☎537-5610）
②市・県民税
▪担当課：市民税課（☎537-5729）
③軽自動車税（種別割）
▪担当課：税制課（☎537-7314）
▪募集期間：①③11月1日㈪～30日㈫　

②11月12日㈮～12月10日㈮〈午後5
時必着〉
▪広告サイズ：縦60mm・横200mm
▪広告掲載位置：納税通知書用封筒の

裏面　各1枠
▪選定方法：申込参加資格・広告内容の

審査で適当であると認められる提出
者の中で、申込価格が最も高いもの
▪申込み・問　必要書類や広告掲載ま

での流れなど詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、各担当課へ。

市営住宅などの入居者募集（2）
　募集案内を必ずご覧の上、郵送にて
お申込みください。
◎市営住宅管理センター（城崎町一丁
目2-3　☎533-1674）

市営住宅

大　分

大空57 2戸
裏川53 1
東浜60・61 3
東明野H2 1
畑中H2 1
明磧H3 1
岩田H5 2
庄の原H7 2

鶴　崎 小池原50 3 単身可
明治北57・58・59 3 単身可

大　在 北55 1 単身可

稙　田

敷戸49 2 単身可
敷戸H19 1 身障世帯向
寒田51・52 2 単身可
小原56・58 4 単身可

ご近所親子ふれあい安心住宅
※受付中（先着順）

大　分 東浜61 1戸 近居

稙　田 敷戸48 2 単身可
近居・近隣

市営住宅　※受付中（先着順）

大　分

大空56 1戸

裏川53 1 高齢者
同居世帯向

東浜59 1
市営住宅　（11月1日㈪から先着順）

大　分

裏川53 1戸
東浜61 1
萩原63 2
畑中H1 1

鶴　崎 小池原50 1 単身可
稙　田 寒田54 1

▪募集期間：11月1日㈪～8日㈪
▪抽選日時：11月19日㈮   午後1時30

分～
▪抽選場所：アートプラザ　研修室
問　住宅課（☎537-5977）

高齢者ファミリー・サポート・
センター会員募集
　高齢者や高齢者を介護する家族が地
域の中で安心して暮らせるよう、部屋
の掃除、食事の準備・後片付け、衣類の
洗濯などの援助を行える人を募集しま
す。2日間の講習を受講（無料）すると
援助会員として登録できます。
▪対象：市内居住の心身ともに健康で

積極的に活動できる20歳以上の人
▪報酬：1時間当たり600～700円
▪次回の講習会：12月8日㈬・9日㈭
　※申込期限：11月29日㈪
問　高齢者ファミリー・サポート・セン

ター（☎538-3180）

◀友だち登録は
　こちら

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。
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プレママおしゃべり講座
参加者募集
▪日時：12月1日～22日（水曜日・全4

回）　午後1時30分～3時
▪対象：安定期の初妊婦（5カ月～）
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・場所・問　直接または電話

で、11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。

「森林セラピートレッキングin
樅の木山」参加者募集
▪日時：12月19日㈰　①午前9時
　②午前9時30分（各2時間30分程度）
▪場所：樅の木山セラピーロード（大字

木佐上）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,200円（ガイド料・おやつ代）
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの申込み専用フォームで、イ
ベント名、参加者全員の氏名・年齢・
性別、代表者の住所・電話番号、希望
時間（番号）を、12月6日㈪〈必着〉まで
に林業水産課（〒870-8504　荷揚町
2-31　☎585-6013）へ。

会計年度任用職員募集
①市民課（☎537-5614）
▪業務内容：マイナンバーカードに関

する窓口業務
▪勤務地：大分市マイナンバーカード

センター（大分オーパ2階）〈中央町
一丁目〉
②資産税課（☎537-5610）
▪業務内容：納税通知書発送事務、各種

税証明発行事務など
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
③保育・幼児教育課（☎585-6015）
▪業務内容：保育業務
▪対象：保育士資格保有者
▪任用期間：4年3月31日まで
▪募集期間：① 11 月 1 日 ㈪ ～ 15 日 ㈪　

②11月1日㈪～12日㈮　③随時
▪その他・問　必要書類や申込方法な

ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、各担当課へ。

子育てファミリー・サポート・
センター会員募集
　育児の手助けを受けたい「依頼会員」
が手助けをしたい「援助会員」に、1時
間当たり600～700円を支払って、会
員同士で援助し合うシステムです。な
お、「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：生後3カ月～小学

生の子どもの保護者
▪その他・問　登録方法など詳しくは、

子育てファミリー・サポート・セン
ター（☎576-8246）へ。

シングルママ・パパ交流会
「ラフラフ」
◎第4回交流会　シングル子育て相談
会&親子絵本読み聞かせ
▪日時：12月19日㈰　午前10時～正午
▪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：市内居住の未就学児を含むひ

とり親家庭の親子（第3回交流会の
参加者は対象外です）
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪申込期限：11月19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、子
育て支援課（☎537-5619）へ。

地区育苗センター
4年度の新規開設を募集します
▪事業内容：育苗センターは、市が提供

した種子・資材等を用いて花を育て、
花壇に植えるほか、地域住民に配布
するボランティア活動です。
▪設置要件：◦育苗圃と花壇の合計面

積が30平方メートル程度あること　
◦設置場所の土地所有者の許可があ
ること　◦花壇が誰でも自由に見る
ことのできる場所にあること
▪対象：団体（個人の場合は要相談）
▪その他・問　申請方法など詳しくは、

公園緑地課（☎537-5975）へ。

募　集03

無料

無料

令和3年版環境白書を
作成しました
　市では、市民の皆さんの健康と生活
環境を守るため、大気、水質、騒音など
の環境測定、工場・事業場の監視指導、
環境保全のための普及啓発活動を行っ
ています。2年度の環境の現状と取り
組みをまとめた「令和3年版環境白書」
を作成しました。
▪大気環境：光化学オキシダントを除

く、すべての項目で環境基準を達成
していました。
▪水環境：河川および海域は、すべての

水域で環境基準を達成し、地下水に
ついても、概況調査を実施した結果、
すべての地点で環境基準を達成して
いました。
▪その他・問　「令和3年版環境白書」

は、環境対策課（本庁舎4階　☎537-
5622）、市民図書館（J:COM ホルト
ホール大分内）、市ホームページでご
覧になれます。

原子爆弾被爆者二世に対する
健康診断を行います
▪申込期限：11月30日㈫
▪場所：委託医療機関
▪対象：両親またはそのどちらかが原子

爆弾被爆者で、市内に居住している人
▪申込み・問　電話で、保健所保健予防

課（☎535-7710）へ。

障害児福祉手当などを
11月10日㈬に振り込みます
　11月期分の障害児福祉手当や特別障
害者手当、福祉手当（経過措置分）を
受給者の指定口座に振り込みます。該
当者で振り込まれていない人はご連絡
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
請をしていない人および病気や障がい
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（☎585-6009）

お知らせ01

無料

送付と振込02
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