
経済講演会
「視聴者とNHK」
▪日時：3月14日㈬　午後3時～5時
▪場所：NHK大分放送局2階　キャン

バスホール（高砂町）
▪内容：●午後3時～…NHK大分放送局

スタジオ見学　●午後4時～…講演
▪講師：高橋 能樹氏（NHK大分放送局

局長）
▪定員：70人（先着順）
▪申込み・問　電話で、3月2日㈮～13日

㈫に市工業連合会（☎569-1234）へ。

ハッピーファミリー応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪日時：3月24日㈯　午後1時～4時
▪内容：新生児の育児講座、妊婦体験、

沐
もく

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦とその夫
②親子スキンシップ教室
▪日時：3月24日㈯　午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：①12組　②17組　※先着順
▪場所：稙田市民行政センター
▪その他：両教室参加者の交流会あり
▪申込み・問　電話で、3月2日㈮から

県助産師会（☎534-0753）へ。

自動車の移転登録、抹消登録は
お済みですか
　自動車税は4月1日現在の登録名義
人に課税されます。車を譲渡・解体した
り、使用しなくなったりした場合は、3
月30日㈮までに大分運輸支局（大州浜
一丁目）で手続きをしてください。名義
人が住所変更した際は、県税事務所と
運輸支局に届け出をしてください。
問　県税事務所自動車税管理室（☎

552-1121）

第1回陸上競技記録会
▪日時：4月15日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場
▪対象：大分陸上競技協会登録者
▪参加料：600円～1,200円
▪募集期限：4月3日㈫
※詳しくは、市陸上競技協会ホーム

ページをご覧になるか、同協会（☎
558-0613）へ。

街のホット情報

無料

無料

魚料理教室
～サワラを使った料理～
▪日時：3月18日 ㈰　午前9時30分～

午後1時
▪対象：個人、団体、グループ
▪定員：20人(多数時は抽選)
▪参加料：1人1,000円(材料費)
▪申込み・場所・問　往復はがき(1組1

枚)に、住所、氏名、電話番号(団体・グ
ループは名称と人数も)を記入し、3
月12日㈪〈必着〉までに公設地方卸
売市場管理事務所(〒870-0018 豊
海三丁目2-1 ☎533-3113)へ。

ふるさとの歴史再発見講座
考古のコース
▪日時：4月28日、5月12日・26日、6月

9日・23日(土曜日・全5回)　午後2時
～3時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：70人(多数時は抽選)
▪参加料：300円(資料代)
▪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、
3月31日㈯〈消印有効〉までに歴史資
料館(〒870-0864 大字国分960-1　
☎549-0880)へ。

ＩＴボランティア
養成講座
▪日時：5月9日・16日、6月13日・27日、

7月4日（水曜日・全5回）　午後1時
30分～3時30分
▪対象：パソコンでのメールのやりと

りができ、講座終了後、情報学習セン
ターや公民館などでパソコン指導や
ITボランティア活動が可能な人
▪定員：30人(多数時は抽選)
▪申込み・場所・問　Ｅメールで、住所、

氏名（ふりがな）、電話番号、講座名を
記入し、4月26日㈭〈必着〉までに情報
学習センター(大石町一丁目　☎545-
8616　 omc@hyper.or.jp)へ。

講座・教室・講習会

無料

アートプラザミュージアムショップ
グッズ販売出品者募集
　１カ月の契約で、ショップ内の展示台
１つを使用して委託販売を行います。
▪期間：4月～31年3月
▪定員：12組(個人・グループ)　※選

考あり
▪対象：県内在住の作家など（直接納品

できる人）
▪管理手数料：売上合計金額の30％
▪申込み・場所・問　アートプラザ2階

受付に備え付けの申込書（アートプ
ラザホームページでダウンロードも
可）に記入し、3月15日㈭までに同館

（☎538-5000）へ。

見本市などへの出展補助金
申請者募集
　市では、中小企業が見本市などへ出
展する費用の補助を30年度も継続し
て行う予定です。
▪対象：自社で生産・加工した商品など

の販路を拡大するため、5月～31年3
月に市外で開催される見本市などに
出展する際の出展料や運搬費など

※申請は出展の2カ月前までです。補
助の要件や金額など詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、商工労
政課（☎585-6011）へお問い合わせ
ください。

出張労働相談
▪日時：3月10日㈯　午前11時～午後2時
▪場所：あけのアクロスタウン新館1階

中央通路
▪相談内容：賃金や労働時間、内定取

消、退職勧奨など、労働に関すること
問　商工労政課(☎537-5964)

野津原東部・中部・西部小学校の
閉校式典、お別れの会
　各学校の体育館で閉校式を行います。
卒業生やゆかりのある人などは、ぜひ
お越しください。
▪月日：3月25日㈰
▪場所・時間：
　●野津原西部小学校…午前9時～
　●野津原東部小学校…午前10時～
　●野津原中部小学校…午前10時10分～
問　学校施設課(☎537-5647)

催 し催　し催 し
無料

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。（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.） 問国際化推進室（☎537-5719）
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30年度大分市奨学生募集
▪奨学資金：①高等学校・高等専門学校
…国公立は毎月1万円、私立は毎月2
万円を貸与　②大学・短大…毎月4
万5,000円を貸与
▪対象：保護者が市内に住所を有し、学
業・人物ともに優秀で経済的理由に
より修学が困難な人
▪募集予定人数（新1年生）：①30人　
②35人
▪受付期間：3月12日㈪～4月10日㈫　
※詳しくは、3月1日㈭から学校教育課
(第2庁舎4階)に備え付けの募集要
項(市ホームページでダウンロード
も可)をご覧ください。

問　学校教育課(☎537-5903)

フリーマーケット
出店者募集
▪日時：4月1日㈰　午前10時～午後1
時（雨天中止）
▪対象：市内・由布市居住の個人または
グループ（販売業者、専門業者、高校
生以下のみの参加は不可）
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、
スポーツ用品などで、使用可能なもの
（食品、動・植物、危険物、違法コピー商
品などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時
は抽選）、3ｍ×3ｍ程度
▪申込み・場所・問　往復はがきに、代
表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、3月16日㈮〈必着〉までに
大分エコライフプラザ（〒870-1205　
大字福宗618　☎588-1410）へ。

第13回県障がい者
スポーツ大会参加者募集
▪月日・種目：●5月12日㈯…卓球　●5
月19日㈯…アーチェリー　●5月20
日㈰…水泳・ボウリング　●5月27日
㈰…陸上・フライングディスク
▪参加資格：4月1日現在満10歳以上
(卓球は6歳以上)で、①身体障害者
手帳・②療育手帳・③精神障害者保健
福祉手帳のいずれかを所持している
人または②③の取得対象に準ずる障
がいのある人
▪申込み・問　障害福祉課に備え付け
の申込書（市ホームページでダウンロ
ードも可）に記入し、3月26日㈪までに
同課（本庁舎1階　☎537-5785）へ。

無料

無料

市民農園の利用者募集
①グリーンファーム猪野
▪利用料：7,000円/年～10,000円/年
▪問合せ：金丸(☎090-3662-8161)
②横瀬ファーム1、2
▪利用料：15,000円/年
▪問合せ：川野(☎090-1367-4814)
③いきいき菜園横尾
▪利用料：9,000円/年
▪問合せ：岩本(☎090-1194-7265)
④市民ふれあい農園(戸次・横瀬)
▪利用料：7,776円/年
▪問合せ：JAおおいた(☎546-1117)
▪1区画の面積：①30㎡または50㎡　
②50㎡　③30㎡　④24㎡

問　農政課(☎537-7025)

おおいた人とみどりふれあいいち
ふれあい花壇コンクール参加者募集
▪日時：3月24日㈯　午前11時～
▪場所：平和市民公園　多目的広場
▪定員：23組（1組2～5人、多数時は抽選）
▪表彰：優秀賞1点、優良賞2点、特別賞1点
▪その他：花の苗は事務局で用意。おお
いた人とみどりふれあいいち最終日の
5月6日㈰午後3時以降に持ち帰れます。
▪申込み・問　往復はがきに、行事名、団
体名、代表者の住所・氏名・電話番号、参
加者全員の氏名を記入し、3月1日㈭～
15日㈭〈必着〉に㈱プランニング大分
「人とみどりふれあいいち」係（〒870-
8605　府内町三丁目8-8）へ。
問　公園緑地課（☎537-5975）

ヤングキャリアアドバイザー募集
　中学生に仕事のやりがいや楽しさを
話していただける人を募集します。
▪対象：市内の事業所に勤務し、おおむ
ね採用3年以内の30歳未満の人
▪内容：講演(約30分)、意見交換(約10
分)　※6月～12月に実施
▪謝礼：1回5,000円(1人2～3回程度)
▪定員：40人程度
▪その他：事前研修会と報告会あり
▪募集期限：4月25日㈬
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、商工労政課(☎537-5964)へ。

浄化槽の届け出をお忘れなく
　浄化槽の使用を開始または再開した
ときや使用を休止または廃止したと
き、引っ越しなどで浄化槽の管理者が
変わったときは届け出が必要です。
問　下水道経営企画課（☎540-5850）

大分エコライフプラザを休館します
　施設の電気設備点検のため、3月18日
㈰に臨時休館します。
問　清掃管理課（☎537-5687）

2月22日に2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。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
ていて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。
※市民税の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
預金口座番号、身体障害者手帳、療育
手帳または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）

おおいた地域伝統文化応援事業
助成団体募集
　地域の伝統文化の継承や再興、発展を
通して、世代間の交流増進や地域活性化
に寄与する事業へ助成を行う予定です。
▪対象：事務所の所在地または代表者
の住所が市内にあり、継続的に活動
を行う団体　※選考により決定
▪助成額：事業に要する経費（人件費、
食糧費などを除く）の2分の1以内
で、上限100万円以内
▪申込み・問　3月1日㈭から文化財課
（第2庁舎6階）に備え付けの申請書
（市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、4月20日㈮までに同課
（☎537-5639）へ。

お知らせ

振込のお知らせ

募 集

暮らしの情報
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