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。

大分県立美術館×大分市美術館
美術館めぐりクイズラリー
2022新春
両美術館のコレクション展を巡って
クイズに正解した人の中から抽選で
30人
（各館15人ずつ）
にオリジナルグッ
ズをプレゼントします！
▪開催期間：1月5日㈬～2月13日㈰
▪その他：クイズラリー用紙は両美術
館で配布しており、どちらの美術館
からでも応募できます。詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。
問 市美術館（☎554-5800）

第45回大分市みんなの
消費者大会

無料

▪日時：1月21日㈮ 午前10時30分～
午後0時20分（午前10時開場）
▪場所：コンパルホール1階 文化ホール
▪演題：
「これからの経済動向と消費生
活」
▪講師：鈴木淳人氏（日本銀行大分支
店長）
▪定員：150人（先着順）
▪申込み・問 電話で、1月4日㈫午前9
時からライフパル
（☎573-3770）
へ。

ふぐフェスタ
期間限定で、ふぐランチを特別価格
でお楽しみいただけます。
▪開催期間 :1月29日㈯～2月12日㈯
▪提供店舗：こつこつ庵
（☎537-8888）
、
壷中の天地（☎532-5555）
、
ふぐ良別
館（☎ 537-7098）
、酒 食・回（☎ 5323477）
、
割烹にしおか
（☎536-2686）
、
第二海源丸
（☎534-9500）
、
天まで上
がれ都町店（☎536-1331）
・牧店（☎
552-2323）
・古国府店
（☎547-1300）
▪料金：一律3,000円
▪その他：1店舗1日20組限定。各店舗
への電話予約が必要です。
問 市観光協会（☎537-5764）

お母さんひろば参加者・保育
無料
ボランティア募集

統計に関する
登録調査員募集

①参加者募集
▪内容：子育ての話し合いと仲間づく
り ※子どもは別室で託児（無料）
▪対象：0歳～6歳児（未就学児）の保護
者
▪定員：10人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内容：参加者の子どもの保育
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪日時：1月25日～3月1日（火曜日・全
6回） 午後1時30分～3時30分
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
子育て交流センター
▪申込み・問 直接または電話で、①は
1月5日㈬～14日㈮、②は1月5日㈬
～21日㈮に子育て交流センター（☎
576-8245）へ。 ※1月11日㈫を除
く。

▪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。
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イベント

おおいたデザイン・エイド2021
パッケージデザインコンテスト
表彰式
▪日時：1月22日㈯ 午後1時30分～
▪場所：JR おおいたシティタイムズス
クエアおよび大分駅前広場
問 商工労政課（☎585-6011）

アートプラザ
建築キッズ作品展

無料

県内の小学生を対象に公募した「ゆ
めのたてもの」をテーマにした絵画・立
体作品を展示します。
▪開催日時：1月26日㈬～30日㈰ 午
前10時～午後5時（金・土曜日は午後
6時まで）
▪場所・問 アートプラザ
（☎538-5000）

アートプラザ
建築キッズツアー

無料

▪日時：1月29日㈯ 午前10時～正午
▪内容：大分の若手建築家とアートプ
ラザ近隣の建物を見学します。
▪対象：小学生（小学3年生以下は保護
者同伴）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問 電話で、1月21日
㈮午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）
へ。
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◀友だち登録は
こちら

会計年度任用職員募集
①事務職
▪対象：パソコンの基本操作ができる
人
▪選考方法：事務能力検査・面接試験
▪申込期間：1月4日㈫～14日㈮
②保育士
▪対象：保育士資格保有者
▪選考方法：面接試験
▪申込期限：1月12日㈬
③事務職（歴史資料館）
▪対象：学校教育法に基づく大学にお
いて、民俗学、または歴史学に関する
学科の課程を卒業（修了）した人もし
くは4年3月末までに卒業（修了）す
る見込みの人
▪選考方法：筆記試験、面接試験
▪申込期限：1月18日㈫〈必着〉
▪定員：①15人程度 ②18人程度
③1人
▪任用期間：①②4月1日～5年3月31
日 ③3月1日～31日（原則として）
▪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、①
は人事課（☎537-5604）
、②は保育・
幼児教育課（☎585-6015）
、③は歴
史資料館（☎549-0880）
へ。

「赤ちゃんの駅」
登録施設募集
乳幼児を抱える保護者の子育てを支
援するため、外出先で授乳やおむつ替
えなどを無料でできる施設（赤ちゃん
の駅）を募集しています。詳しくは、子
ども企画課（本庁舎2階）に備え付けの
実施要件確認書（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
（☎574-6516）
へ。

市民の意見を募集します

4月は自治委員の改選期です

①「大分市食品ロス削減推進計画（素
案）」
▪担当課：ごみ減量推進課（本庁舎4階
☎537-5687）
②「第3次大分市商工業振興計画（案）」
▪担当課：商工労政課（本庁舎9階 ☎
585-6011）
③「第2期大分市空家等対策計画（案）」
▪担当課：住宅課（本庁舎6階 ☎5856012）
④「第2次大分市観光戦略プラン（案）」
▪担当課：観光課（本庁舎8階 ☎5375717）
▪募集期間：①1月20日㈭まで
②③1月4日㈫～2月3日㈭
④1月14日㈮～2月13日㈰
▪閲覧場所：各担当課、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、各担当課へ。

新自治委員の任期は4月1日から令
和6年3月31日までです。市政と地域
をつなぐ重要な役割を担う自治委員の
推薦をお願いします。
▪推薦方法：自治区住民の総意に基づ
いて推薦し、総会議事録または自治
会の役職者が署名した推薦書などを
提出してください。
▪提出期限：3月4日㈮
問 市民協働推進課（☎537-5612）

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集

無料

▪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 1月25日㈫～2月6日㈰
正午までに〈1月31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。

子育てファミリー・サポート・
センター会員募集
育児の援助を受けたい
「依頼会員」
が、
援助を行いたい
「援助会員
（20歳以上）
」
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。
▪その他：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。
〈次回は2月8日㈫・9日㈬で、2月7日
㈪までに申込みが必要〉
問 子育てファミリー・サポート・セン
ター（☎576-8246）

特定退職金共済掛金の一部を
補助します
商工会議所、商工会、県中小企業団体
中央会が行っている「特定退職金共済
制度」に新規加入した、市内に事業所を
有する事業主に対して、共済掛金の一
部を2年間補助します。
▪対象：①市内に事業所を有し、市税を
完納している ②事業所として、初
めて特定退職金共済制度に加入した
③常時雇用する従業員が、卸売業・小
売業・サービス業は20人以下、以外
の業種は100人以下 ④暴力団員ま
たは暴力団員と密接な関係を有する
者でないこと、以上①～④の項目を
すべて満たしている事業主
▪補助額：掛金の20％（ただし、一人当
たりの補助上限月額掛金は5,000円）
▪その他・問 申請方法など詳しくは、
商工労政課（☎537-5964）
へ。
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八百屋んおいさん×
フードアナリストによる
「親子で “ 食べきり使いきり ”
無料
クッキング」
参加者募集
▪日時：2月27日㈰ 午後2時～4時30
分
▪場所：J:COMホルトホール大分1階
キッチンスタジオ
▪講師：三浦崇志氏（三浦青果店）、木
村真琴氏（フードアナリスト）
▪対象：市内に居住する小学4年生～
高校生とその保護者
▪定員：12組（多数時は抽選）
▪申込期間：1月4日㈫～31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、ご
み減量推進課（☎537-5687）
へ。

01

お知らせ

特定健診・健康診査は
お済みですか
3年度の受診期限は3月31日㈭です。
年度末にかけて大変混み合いますので
早めにご利用ください。受診には受診
券と被保険者証が必要です。紛失等に
よる再発行は加入の保険者にご連絡く
ださい。 ※3年4月2日以降、国民健康
保険に加入した40歳以上（4年3月31
日時点）の人は、国保年金課へ受診券の
申込みが必要です。
問 国保年金課
（☎537-7175）
、
県後期
高齢者医療広域連合
（☎534-1773）

都市計画変更の案を縦覧します
▪内容：
「都市計画（案）」
〈西大分港周辺
地区地区計画（変更）、畑中公園（変
更）、荏隈児童公園（変更）
、畑中西児
童公園（変更）〉
▪縦覧期間：1月7日㈮～21日㈮
▪その他・縦覧場所・問 計画案に意見
のある人は、
縦覧期間内に直接または
郵送、
ファクス、
E メールで、
都市計画
課
（本庁舎7階 〒870-8504 荷揚町
2-31 ☎ 537-5965
536-7719
tosikeikaku@city.oita.oita.jp）に
意見書
（市ホームページでダウンロー
ドも可）
を提出することができます。

20歳になったら国民年金加入の
お知らせが届きます
日本国内に居住する20歳以上60歳未
満の人は、国民年金の被保険者となり
ます。20歳になってからおおむね2週間
以内に日本年金機構から加入のお知ら
せなどが届きます。加入のお知らせな
どが届かない場合は、
国民年金室
（本庁
舎1階⑩番窓口）
、各支所、本神崎・一尺
屋連絡所で加入手続きをしてください。
なお、
保険料納付が困難な場合は、
免除
制度がありますので、
ご相談ください。
また、厚生年金や共済年金に加入中
の人や、その人に扶養されている配偶
者（第3号被保険者）は勤め先で手続き
を行うため、
窓口での手続きは不要です。
「国民年金の加入と保険料のご案内」
(https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/20kanyu.html)

問

国民年金室（☎537-5617）
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