
おおいた人とみどりふれあいいち
を開催します
▪期間：～5月6日㈰　午前10時～午後5時
▪場所：平和市民公園　多目的広場
▪主な催し
◎ふれあい朝市（野菜）
　4月21日・5月5日（土曜日）　午前10時～
正午
◎庭師の剪定講習会
　4月21日㈯・26日㈭、5月2日㈬　午
前11時～　※21日のみ午後1時～
◎セリ市
　5月6日㈰　午前11時～
▪その他・問　庭園の展示や庭木・花の
苗の販売、ふれあい茶会などを行い
ます。詳しくは、公園緑地課（☎537-
5975）へ。

危険物取扱者試験準備講習会
月　日 講習内容 場　所

甲種 5月� 9日㈬ 物理化学

県教育会館
（大字下郡）乙種

5月19日㈯ 法令

5月20日㈰ 物理化学

5月26日㈯ 法令

6月� 2日㈯ 物理化学

※受講料・テキスト代が必要
▪時間：午前9時30分～午後4時30分　
▪申込み・問　各講習日の前日までに、
直接、消防局予防課（☎532-3199）
へ。

産業活性化プラザセミナー
「おおいた飲食店繁盛ラボ」
　ラグビーワールドカップなどを見据
えた、訪日観光客への対応についての
セミナーです。
▪期間：5月17日、6月21日、8月16日、10
月11日、12月20日、31年2月21日（木
曜日・全6回）　午後3時～5時（午後2
時30分開場）
▪講師：志賀�飛太氏（シェアードクリ
エイション株式会社代表取締役）
▪定員：30人（先着順）
▪受講料：各500円（交流会費など）
▪その他・場所・問　申込み方法など詳
しくは、市ホームページをご覧にな
るか、産業活性化プラザ（J:COM�ホ
ルトホール大分2階　☎576-8879）
へ。

講座＆教室

南大分スポーツパークこどもの日
「いきいきスポーツデー」
　5月5日㈯に、イベントや施設の無料開
放を行います。
◎親子体操教室（事前申込不要）
▪時間：午前9時～11時
▪場所：南大分体育館アリーナ
▪対象：2歳～10歳の子どもとその保護者
▪持参物：室内シューズ
◎無料開放各施設
▪利用時間：⃝トレーニング室…午前
9時～午後10時　⃝温水プール…午
前10時～午後10時　⃝体育館…午
後6時～10時（卓球・バドミントン）
問　南大分体育館（☎546-7010）

フルートの名手ジュゼッペ・ノヴァ氏
が奏でるオペラの幻想
　フルートとピアノ(土師さおり氏)の
コンサートです。このほか、公開レッス
ンも行われます。
▪日時：4月28日㈯　午後2時～3時
　（午後1時30分開場）
▪場所：J:COM�ホルトホール大分1階　
小ホール
▪定員：202人（当日先着順）
▪その他：4歳から入場可
問　J:COM�ホルトホール大分（☎576-
8877）

「星空散歩（春）」
～魅惑の星「木星」と春の星座たち～
▪日時：5月26日㈯午後7時30分～27
日㈰午前9時15分（1泊2日）　※26
日のみの参加も可
▪対象：市内または豊後大野市大野町に
居住の人（未成年者のみの参加は不可）
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪参加料：540円（シーツクリーニング
代など）　※26日のみの場合は無料

▪申込み・場所・問　電話で、4月15日
㈰～5月16日㈬正午にのつはる少
年自然の家（大字荷尾杵　☎589-
2212）へ。

イベント
無料

無料

30年度コンパルホールの
前期・通年講座受講生
追加募集
　定員に達していない講座の受講生を、
4月19日㈭から追加募集します。詳し
くは、コンパルホールのホームページ
をご覧になるか、同施設（☎538-3700）
へ。

第4期市地域福祉計画・
第5次地域福祉活動計画を
策定する市民委員募集
　障がいの有無や年齢などに関わらず、
地域で安心して暮らせるまちづくりの
ための計画です。その計画を策定する
委員を募集します。
▪対象：20歳以上の市民で、平日の日
中に会議（年5～7回程度）に参加で
きる人。
▪任期：6月～2023年3月
▪募集人数：若干名
▪選考方法：書類選考、面接
▪申込み・問　福祉保健課（第2庁舎2
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、小論文（様式自由）とともに、4月
16日㈪～5月11日㈮に同課（☎537-
5623）へ。

農政課からのお知らせ
①市ブランド認証加工品募集
　市では、30年度ブランド認証加工品
を募集しています。昨年29年度は、22
品(7事業者)を認証しました。
▪対象加工品：市産の農林水産物を使
った加工品で、販売開始から半年以
上経っているものなど。
②市産農林水産物等を活用した加工品
の研究・開発などを支援します
▪対象内容：研究開発、商品化促進、販
売力強化
▪補助金額（率）：⃝研究開発…上限10
万円（10分の10）　⃝商品化推進…
上限100万円（2分の1）　⃝販売力
強化…上限100万円(2分の1)
▪対象者：加工品を製造・販売する事業
者
▪申込期間：4月10日～6月7日㈭
　※②のみ、予算に達し次第終了
▪その他・申込み・問　申請には事前相
談が必要です。要件や申請方法など
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、農政課（☎537-7025）へ。

大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
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。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。） 問国際化推進室（☎537-5719）
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「ＮＰお母さんひろば」参加者
および保育ボランティア募集
◎「ＮＰお母さんひろば」参加者
▪日時・場所：①5月8日～6月12日　午
後1時30分～3時30分（火曜日・全6
回）…子育て交流センター（金池南一
丁目）　②5月24日～6月28日　午後
1時30分～3時30分（木曜日・全６回）
…しらとり子ども園（仲西町一丁目）
▪内容：親支援プログラム（子育ての話
し合いと仲間づくり）　※託児あり
▪対象：未就学児の保護者　
▪定員：各10人(先着順）
▪申込期間：①4月15日 ㈰ ～28日 ㈯
〈23日㈪を除く〉　②4月23日㈪～
◎保育ボランティア
▪内容：「ＮＰお母さんひろば」参加者
の託児　
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪申込み・問　電話で、①および保育ボ
ランティアは地域子育て支援室（☎
576-8245）、②はしらとり子ども園
（☎551-3359）へ。

アートプラザボランティア募集
　展覧会やワークショップなどの指導
補助や支援をしてくれるボランティア
を募集します。
▪募集人数：60人程度（高校生以上）
▪申込み・問　アートプラザ（荷揚町）
に備え付けの応募用紙（アートプラ
ザのホームページでダウンロードも
可）に記入し、同施設（☎538-5000）
へ。

大友氏遺跡
史跡ボランティアガイドを募集
　大友氏遺跡や大友氏の歴史について
解説を行うボランティアガイドを募集
します。
▪対象：18歳以上で、6月～31年2月に
行われる研修（全8回）に出席できる
人。
▪募集人数：15人程度
▪選考方法：書類審査、面接
▪その他：研修後は、修了試験を行い、
その後ガイドに正式登録します。
▪申込み・問　文化財課（第2庁舎6階）、
大友氏遺跡体験学習館（大字大分）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、
4月20日㈮～5月11日㈮に同課（☎
537-5639）へ。

児童扶養手当
（ひとり親家庭などの手当）を4月
11日に振り込みました
　該当者で、まだ振り込まれていない
人は、子育て支援課（☎537-5793）へ。

新しい国民健康保険
被保険者証は届きましたか
　国民健康保険加入世帯に新しい被保
険者証（うすいむらさき）を、3月に簡
易書留で送りました。
　該当者で、まだ届いていない人は、国
保年金課（☎537-5736）へ。

30年度の固定資産税・都市計画
税の納税通知書を4月6日に発
送しました
　通知書が届いていない場合や内容に
ついては、資産税課（☎537-5610）、東
部資産税事務所（☎527-2132）、西部
資産税事務所（☎541-1406）へ。

保育士の職場体験講習会
参加者募集
①新春日保育所
▪日時：6月5日㈫　午前9時30分～午後
3時
▪申込期間：4月16日㈪～5月11日㈮
②桜ヶ丘保育所
▪日時：6月26日㈫　午前9時30分～午
後3時
▪申込期間：5月1日㈫～6月1日㈮
▪定員：各5人（先着順）
▪申込み・問　子ども企画課（本庁舎1
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、
同課（☎585-6016）へ。

ホルトホール大分��市民ホール
友の会会員募集
▪特典：季刊誌等の送付、一部催事のチ
ケット優先・優待（割引）販売・優先入
場、会員限定のイベント参加など
▪料金：入会金…500円、年会費…1,000円
▪申込み・問　直接、J:COM�ホルトホ
ール大分１階　総合事務室（金池南
一丁目　☎576-8877）へ。

送付と振込

募集

浄化槽への設置替えを補助します
　補助対象地域で、住宅の「みなし浄化槽
(単独処理浄化槽)」や「くみ取り便槽」か
ら、「浄化槽(合併処理浄化槽)」への設置
替えをする場合、その費用を補助します。
▪補助金額の上限

人　　槽 補助金額
5人槽 48万9,000円
6～7人槽 54万6,000円
8～10人槽 65万4,000円

▪その他・問　予算の範囲内で先着順
に受け付けます。なお、申請は工事着
工前に必ず行ってください。補助対
象地域など詳しくは、廃棄物対策課
（☎540-5850）へ。

緑が丘団地への住み替えを
支援します
　市住み替え情報バンクに登録された
空き家等を自らが取得または賃借し、
緑が丘団地以外から住み替えをする人
を支援します。
◎空き家等取得事業
▪助成額：住み替えた住宅等にかかる固
定資産税相当額（上限6万円）
◎賃貸住宅入居事業（子育て世帯限定）
▪助成額：住み替えた住宅にかかる家
賃の3分の1の額（上限2万5,000円）
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、住宅課（☎585-
6012）へ。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援制度をご利用ください
　ひとり親家庭の親および児童を対象
に、高等学校卒業程度認定試験の合格を
支援するため給付金を支給します。事前
に相談が必要です。受講開始の14日前
までに子育て支援課（☎537-5619）へ。

穴ぼこ110番
　道路の穴ぼこやマンホールぶたのが
たつきなどを見掛けたら、連絡をお願
いします。
⃝市道…道路維持課（☎537-5769）
⃝国道〈10号、210号宮崎交差点～大
分市境〉…国土交通省大分維持出張所
（☎543-2030）、道路緊急ダイヤル（☎
#9910）　⃝県道、上記以外の国道…
大分土木事務所（☎558-2141）

お知らせ
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