
どこでもコンサート
in 大在市民センター
▪時5月19日㈭　午後6時30分～7時10
分（午後6時開場）
▪内出演：朝来	桂一（ヴァイオリン）、
　竹内	竜次（ギター）
▪定50人（当日先着順）
▪問文化振興課（☎537-5663）

第14回中央通り歩行者天国
　市民フリーゾーンでさまざまなパ
フォーマンスやまちなかタイムバーゲ
ンなどを行います。
▪時5月28日㈯　正午～午後3時
※交通規制（午前11時～午後4時）にご
協力ください。
▪他フリーゾーンでパフォーマンスなど
を行う出演者を募集します。応募方
法など詳しくは、㈱大分まちなか倶
楽部（☎573-7377）へ。
▪問商工労政課（☎537-5959）

森林セラピー個別案内
　希望の日時・コースで森林セラピー
を体験できます。森の癒しに精通する
セラピスト・セラピーガイドが、安全・
安心な、森歩き・トレッキングをサポー
トします。
▪内コース：高崎山セラピーロード、霊山
セラピーロード、おしどり渓谷セラ
ピーロードなど全9コース
▪料１グループ（最大5人まで）3,000円
▪申・▪問電話、Ｅメールまたは市ホーム
ページの専用フォームで、希望日の
10日前までに林業水産課（☎585-
6013　 therapy@city.oita.oita.
jp）へ。
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お部屋ラボ 祝祭の広場

トキハ

規制時間中
一方通行解除

規制時間中
車両通行止

交通規制エリア

※交通規制範囲は変更になる場合があります

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。
▪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5月20日㈮・21日㈯で、5月19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）

ママはゆったりヨガタイム＆
パパは子どもと
ベビーマッサージ参加者募集
▪時6月4日㈯　午後2時～3時
▪場子育て交流センター（J:COM	ホルト
ホール大分内）
▪対市居住の3～11カ月の子ども（第1子）
とその両親
▪定10人（先着順）
▪申・▪問申込みは、直接または電話で、5
月10日㈫までに地域子育て支援室
（☎576-8245）へ。

歩いてお得に！春のチャレンジ
ウオーキング2022
　期間中、ウオーキングに取り組み、目
標を達成した人に先着で、賞品をプレ
ゼントします！
▪時取り組み期間：5月1日㈰～31日㈫
▪内目標：無理なく取り組める目標歩数
をご自身で自由に設定（最低5,000
歩以上）し、1カ月間で12日以上目標
歩数を歩くこと
▪他・▪問参加方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、保健所健康
課（☎547-8219）へ。

おおいた人権
フェスティバル2022
▪時5月22日㈰　午前10時～午後3時
▪場パークプレイス大分　サニーウォー
ク1階　センターコート
▪内人権について学べるコーナーなど
▪問社会教育課（☎537-5722）

イベント

無料

はじめての手話講座受講生募集

日程 時間

コース1
6月21日・28日、7
月5日・12日・19日
（火曜日・全5回）

午前9時15分
～10時45分

コース2
10月7日・14日・21
日・28日、11月4日
（金曜日・全5回）

午後7時15分
～8時45分

コース3
5年1月21日・28日、
2月4日・18日・25日
（土曜日・全5回）

午後1時15分
～2時45分

▪場コンパルホール
▪対おおむね15歳以上の手話を初めて
習う人や初心者
▪定各10人（多数時は抽選）
▪料無料　※テキスト代のみ別途500円
程度必要
▪申・▪問申込みは、5月31日㈫〈必着〉まで。
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、障害福祉課（☎537-5785）
へ。

市立保育所・認定こども園
会計年度任用職員募集
▪時任用期限：5年3月31日㈮まで
▪対保育士、調理員
▪他・▪問随時、募集しています。詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、保
育・幼児教育課(☎585-6015)へ。

選挙サポーター募集
　選挙の啓発活動や投票立会人、投票
事務などを行う選挙サポーターを、随
時募集しています。
▪対市内に居住するおおむね18歳～35
歳で特定の候補者や政党、政治団体
などに関係しない人
▪申・▪問市選挙管理委員会事務局（第2庁
舎6階）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、同事務局（☎537-5652）へ。

ふるさと納税返礼品
提供事業者募集
▪対市内で栽培・水揚げ、製造および加工
が行われている産品・製品で、返礼品
としてふさわしいもの
▪申・▪問商工労政課（本庁舎9階）に備え
付けの応募用紙（市ホームページで
ダウンロードも可）に記入し、同課（☎
574-6181）へ。

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無料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。（Oita�City�provides�free�over-the-phone�interpreting�services�for�foreign�residents�and�tourists.�Please�see�Oita�
City�website�for�details.）� 問　国際課（☎537-5719）
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暮らしの情報

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 1戸
裏川53 2
東浜60・61 2

東明野H1 1 高齢者
世帯向

東明野H2 2
畑中H2 2
明磧H3 1
庄の原H7 1

鶴　崎 小池原49・50 3 単身可
明治北57・58・59 3 単身可

稙　田

敷戸H19・H23 2
敷戸H23 2 単身可
敷戸南H29 1 単身可
敷戸南R1 1 単身可
敷戸南R1 1
寒田51・52 2 単身可
小原56・58・59 3 単身可

大　在 北55 1 単身可
市営住宅〈5月2日㈪から先着順〉

大　分 大空57 1戸
東浜60 1

鶴　崎 小池原49 1 単身可
明治北58 1 単身可

稙　田 寒田51 1 単身可
小原53 1 身障世帯向
市営住宅　〈受付中（先着順）〉

大　分

大空56 1戸
裏川53 1

裏川53 1 高齢者
同居世帯向

稙　田 寒田54 1

▪申募集期間：5月2日㈪～11日㈬
　抽選日時：5月19日㈭　午後1時30
分～
▪場アートプラザ　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
▪内報酬：1時間当たり600～700円
▪他次回の講習会：6月8日㈬・9日㈭
　※申込期限：5月27日㈮
▪問高齢者ファミリー・サポート・セン
ター（☎538-3180）

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。
◎第2大分市営住宅管理センター（本
庁舎地下1階　☎536-2555）

市営住宅

大　分

下郡62 1戸 単身可
羽田H4 1
下郡H6 1
中の瀬H10 1
中の瀬H13 2 単身可

羽田H14 1 単身可・
小型犬可

鶴　崎 寺畑55 1
下徳丸H7 1

稙　田 国分H5 1
大　南 竹中H1 1
坂ノ市 里42 1 単身可

佐賀関 馬場H2 1 単身可
古宮H7 1

市営住宅〈5月2日㈪から先着順〉
大　分 田ノ浦H5 1戸

市営住宅　※受付中（先着順）
稙　田 大園52 1戸 単身可
佐賀関 秋の江第二57 1 単身可
特定公共賃貸住宅　〈受付中（先着順）〉

※中堅所得者の申込みも可
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

▪申募集期間：5月2日㈪～11日㈬
　抽選日時：5月18日㈬　午前9時30
分～　
▪場アートプラザ　研修室
▪問住宅課（☎537-5977）

身近な自然観察会
参加者募集
▪時5月21日㈯　午前10時～正午
▪場青少年の森（大字上判田）
▪定60人程度（多数時は抽選）
▪申・▪問申込みは、5月16日㈪まで。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。

森林セラピートレッキング
in 鎧ヶ岳　参加者募集
▪時6月11日㈯　①午前9時～　②午前
9時30分～　※各部3時間程度
▪場鎧ヶ岳セラピーロード（大字荷尾杵）　
※集合は四辻峠駐車場
▪定各部10人（多数時は抽選）
▪料1,000円（ガイド料など）
▪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。

無料

給与所得者の4年度
「給与所得等に係る市民税･
県民税特別徴収税額の
決定通知書」を送付します
　給与所得者のうち、市民税・県民税を
特別徴収（給与天引き）される人の「給
与所得等に係る市民税・県民税特別徴
収税額の決定通知書」を、特別徴収義務
者（給与支払者）へ5月18日㈬に送付し
ます。
　また、新型コロナウイルス感染症の
影響により、3月16日以降に所得税の
確定申告をした人は、申告内容が通知
書に反映できていない場合があります。
この場合は、税額変更通知書を後日送
付しますのでご了承ください。
▪問市民税課（☎537-5731）

おおいた夢色音楽祭2022
出演者・スタッフ募集
　おおいた夢色音楽祭の①みゅーじふ
る・たうん（ストリートライブ）、②夢色
ミュージックコンテスト2022に出演す
るミュージシャン、③当日ステージ運
営の補助や進行などを行うステージス
タッフ、④MCスタッフを募集します。
▪時10月8日㈯・9日㈰
▪場お部屋ラボ	祝祭の広場、中心部商店
街、ふないアクアパークなど
▪申文化振興課（本庁舎5階）、各支所など
に備え付けの申込書（おおいた夢色
音楽祭ホームページでダウンロード
も可）に記入し、おおいた夢色音楽祭
実行委員会事務局（☎513-4280）へ。
　申込期間：①5月9日㈪～6月24日㈮、
②5月9日㈪～6月30日㈭、③④5月9
日㈪～8月15日㈪　※消印有効
▪問文化振興課（☎537-5663）

送付と振込

募　集

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ
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