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）

産業活性化プラザセミナー
「利益はすべてを解決する！」
▪日時：3月14日㈬ 午後6時30分～
8時30分
▪講師：西村 尚之氏〈㈱おおいた家づく
りコンシェルジュ取締役会長兼CEO〉
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：1,000円（資料代）
※交流会参加者は別途300円
▪その他：学生は無料
（学生証などが必要）
▪申込み・場所・問 産業活性化プラザ
（J:COM ホルトホール大分2階）に
備え付けの申込書（2月15日㈭から
市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、2月15日㈭～3月9日
㈮に同プラザ（☎576-8879）
へ。

情報学習センター
「はじめてのインターネット」
▪日時：3月16日・23日（金曜日・全2回）
午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：600円
▪申込み・場所・問 電話またははがき、
ファクス、
Eメールで、住所、氏名、電話
番号、教室名を記入し、
3月2日㈮
〈必着〉
までに情報学習センター(〒870-0851
大石町一丁目3組 ☎545-8616
545-5065
omc@hyper.or.jp)へ。

南大分スポーツパークいきいき
健康講座
①ストレッチ講座（前期）
▪日時：4月17日・24日、
5月8日・15日・
22日・29日、6月5日・12日（火曜日・
全8回） 午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人（高校生は除く）
②高齢者いきいきフィットネス講座
（前期）
▪日時：4月18日・25日、
5月2日・9日・16日・
23日・30日、
6月13日・20日・27日（水曜
日・全10回） 午前9時30分～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の人
▪場所：南大分体育館アリーナ
▪定員：各50人程度（多数時は抽選）
▪受講料：①2,000円 ②2,500円
▪申込み・問 南大分体育館に備え付
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15日㈭
までに同体育館（☎546-7010）
へ。
※市ホームページで電子申請も可。
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第19回まちづくり情報カフェ 無料
「荷揚町小学校が遺したもの」

―閉校時における校舎建築等の調査報告―
▪日時：2月22日㈭ 午後6時～7時30
分（午後5時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分
303会議室
▪講師：久野 緑朗氏（久野一級建築士
事務所代表）、佐藤 誠治氏（大分大学
名誉教授）
▪定員：72人（当日先着順）
問 まちづくり情報プラザ(☎544-56
13)

第52回大分市美術展

無料

洋画・版画、日本画、書、写真、彫刻、工
芸、デザインの7部門で公募した全作
品を展示します。
▪会期：2月23日㈮～3月25日㈰
▪開館時間：午前10時～午後6時（入館
は午後5時30分まで）※最終日は正
午まで
▪休館日：2月26日㈪、
3月12日㈪・19日
㈪
▪その他：会期中はコレクション展も
無料
▪場所・問 市美術館（☎554-5800）

講座・教室・講習会
米粉で地産地消！料理教室
▪日時：3月14日㈬ 午前10時～午後
1時
▪場所：J:COM ホルトホール大分
キッチンスタジオ
▪講師：猿渡 史子氏（Little Salt）
▪対象：地産地消サポーターまたは地
産地消に関心のある人
▪定員：25人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円
（材料費）
▪申込み・問 往復はがき
（1枚につき4
人まで）
に、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、
2月15日㈭
～3月2日㈮〈必着〉に農政課（〒8708504 荷 揚 町2-31 ☎537-7025）
へ。

暮らしの情報

消費生活相談員
（嘱託職員）
募集

浄化槽の法定検査を受けましょう

▪雇用予定期間：5月1日～31年4月30
日〈更新可〉
▪内容：消費生活に関する相談、広報、
啓発業務など
▪対象：パソコン操作ができ、次のいず
れかの資格を有する人 ⃝消費生活
相談員（国家資格） ⃝消費生活専門
相談員 ⃝消費生活アドバイザー
⃝消費生活コンサルタント
▪定員：1人（選考は書類、面接）
▪報酬：月額18万4,000円
▪募集期限：3月8日㈭
▪その他・問 詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、ライフパル（☎
573-3770）
へ。

浄化槽を管理している人は、保守点検・
清掃の内容確認や放流水の水質などを
検査する法定検査の受検が義務付けら
れています。きれいな海や川を汚さない
ために、
適正な維持管理をお願いします。
▪法定検査：年1回、
（公財）大分県環境
管理協会（☎567-1855）に依頼して
ください。
▪保守点検：市に登録されている「浄化
槽保守点検業者」に依頼してくださ
い。詳しくは、下水道経営企画課（☎
540-5850）
へ。
▪清掃：年1回以上、市の許可を受けた
「浄化槽清掃業許可業者」に依頼して
ください。詳しくは、清掃管理課（☎
537-5624）
へ。

観光キャンペーンレディ募集
▪任期：5月中旬から2年間（年間活動
予定日数30日程度）
▪活動予定：大分市の観光や特産品、イ
ベントなどをPRするために、各種行
事などに参加し、観光キャンペーン
活動を行う。
▪対象：30年4月1日現在、満18歳以上
の女性、市が要望するスケジュール
で行動可能な人など ※詳細は市ホ
ームページをご覧ください。
▪募集人員：若干名
▪選考方法：書類審査、面接
▪申込み・問 観光課に備え付けの申
込書（2月15日㈭から市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、2
月15日㈭～3月16日㈮〈必着〉に同
課(本庁舎8階 ☎537-5626）
へ。

振込のお知らせ
障害児福祉手当などを
2月9日に振り込みました
2月期分の障害児福祉手当、特別障
害者手当および福祉手当（経過措置分）
を受給者の指定口座に振り込みまし
た。該当者で振り込みのない人は、ご連
絡ください。
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、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（☎537-5786）

児童手当を2月15日に
振り込みました
2月期分の児童手当を受給者の指定
口座に振り込みました。該当者で振り
込みのない人は、ご連絡ください。
問 子育て支援課（☎537-5793）

催し
第12回ウオーキングinへつぎ

接、同課（☎537-5964）
へ。
無料

▪日時：2月25日㈰ 午前8時～午後1時
※小雨決行
▪集合場所：上戸次小学校
▪内容：吉野梅園を巡るウオーキング
（約10㎞）、へつぎ豚汁の試食など
問 大南支所(☎597-1000)

募集

市の庁舎に掲載する広告募集
庁舎内の壁面に広告を掲載します。
▪料金：1万5,000円～4万円
（月額）
※事前審査があります。詳しくは、お問
い合わせください。
問 管財課（☎537-5608）

コレクション展
（常設展）
の
展示室2の作品が変わります
▪会期：2月27日㈫～4月8日㈰
▪テーマ：
「美人画
の魅力」
▪主な作品：歌川
国芳「二見ケ浦
の光景」、歌川
国貞「時世薄化
粧」など
▪場所・問 市美
術館（☎554-58
渓斎英泉
「時世美女競 女房」
00）

土地
「保留地」
を販売します
①坂ノ市地区（先着順） ●区画数…2
区画 ●面積…559.07㎡～963.98㎡
●価格…1,200万円台
②横尾地区（公開抽選） ●区画数…3
区画 ● 面積…249.04㎡～270.33㎡
● 価格…800万円台
● 申込期間…2
月15日㈭～27日㈫
※区画数などは1月24日現在。事前に
契約状況をご確認ください。
▪申込み・問 ①まちなみ整備課（本庁
舎7階 ☎537-5637） ②横尾土地
区画整理事務所（鶴崎市民行政セン
ター3階 ☎535-7556）

DV（配偶者などからの暴力）
電話相談をご利用ください
配偶者や恋人からの暴力や暴言に1人
で悩んでいませんか。そんなときはまずお
電話を。相談は無料です。個人情報は保護
されますので、
安心してご相談ください。
〈相談窓口・受付時間〉
●中央子ども家庭支援センター
（☎5375666）
：平日…午前8時30分～午後6時
●県婦人相談所
（☎544-3900）
：平日…
午前9時～午後9時 土・日曜日、祝
日…午後1時～5時、午後6時～9時
●アイネス
（☎534-8874）
：平日…午前
9時～午後4時30分

在宅医療をご存知ですか
在宅医療とは、通院、入院とは違い、か
かりつけ医などが自宅などに定期的に
訪問して行う医療のことです。医療や介
護が必要になっても、住み慣れた場所で
在宅医療と介護を利用して暮らすこと
ができます。
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 長寿福祉課（☎537-5746）

お知らせ
認知症カフェを運営する団体を
補助します
認知症の人とその家族、地域住民、専
門職など、だれもが気軽に集い、おしゃ
べりや情報交換等ができる交流の場を
運営する団体へ運営費を補助します。
▪補助金額：補助対象経費の額（1補助
あたり10万円が上限）
▪補助対象経費：会場使用料、附帯設備
使用料、印刷製本費、消耗品費など
▪その他・問 詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、長寿福祉課（☎
537-5771）
へ。

ごみ減量・リサイクル推進懇談会を
実施しています
集会などに職員を派遣し、ごみの分
別方法や減量方法などを説明します。
▪対象：自治会、老人会、ふれあいサロ
ン、各種団体など
▪申込み・問 希望日のおおむね3週
間前までに、清掃管理課（☎5375687）
へ。

年度末は
道路工事を控えます
2月28日 ㈬ 午 後10時 ～4月2日 ㈪ 午
前9時までの間、国道、県道、市道の工
事を控えます（緊急工事は除く）。
問 ●国管理国道…国土交通省大分河
川国道事務所（☎544-4167） ●県
管理国道・県道…県土木事務所（☎
558-2141） ●市道…土木管理課（☎
537-5992）

「かかりつけ医」
を
持ちましょう
あなたや家族の病気や健康管理など
を気軽に相談できる「かかりつけ医」を
持ちましょう。
問 保健所保健総務課（☎536-2222）

無料人権相談を行います
▪日時：3月7日㈬ 午前10時～正午、午
後1時～3時
▪相談員：人権擁護委員
▪内容：人権問題について
▪場所・問 人権啓発センター（ヒュー
レおおいた）
〈J:COM ホルトホール
大分1階 ☎576-7593〉
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