
大分市公売会2018
　市税の滞納整理の一環として差し押
さえた物品を売却するため、公売会を
開催します。
▪日時：5月12日㈯　午前10時開場
　※入札は午前11時～11時15分（予定）
▪場所：コンパルホール3階　多目的

ホール
▪持参品：代金（現金のみ）、運転免許証

など本人確認ができるもの（法人の
場合は代表者印）

　※代理人の場合は委任状が必要
▪その他：未成年者の入札はできませ

ん。見積価額以上かつ最高価額で入
札した人が落札者になります。
問　納税課（☎537-5732）

定年後立ち往生しないための男塾
内容 日時

① 基本を極める！
　男の料理

6月10日㈰
午前10時～午後1時

② 仕事外のコミュ
ニケーション

7月7日㈯
午前10時30分～正午

③ ウオーキング
　講座

7月7日㈯
午後1時30分～3時30分

④ みんなの力で
　地域イキイキ

7月22日㈰
午後1時30分～3時

⑤おおいた歴史
　散歩

7月29日㈰
午前9時～10時30分

※1回のみの受講も可。
▪定員：各30人(先着順)
▪対象：市内または由布市に居住・通勤

している男性
▪その他：未就学児の無料託児あり
▪参加料：無料　※①のみ材料費が必要
▪申込み・場所・問　電話で、5月7日㈪

から男女共同参画センター(コンパ
ルホール2階　☎574-5577)へ。

上級救命講習
▪日時：6月2日㈯　午前8時30分～
　午後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：市消防局4階講堂（舞鶴町）
▪内容：心肺蘇生法、AEDの使用方法、

傷病者管理法・搬送法など
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問　電話で、5月1日㈫～31

日㈭に消防局警防課（☎532-2199）、
中央消防署（☎532-2108）、東消防
署（☎527-2721）、南消防署（☎586-
1230）へ。

講座＆教室

無料

「美術館で音楽会」出演者募集
▪日時：10月27日、11月3日・10日・17

日・24日（土曜日）、午前11時～、午後
2時30分～（各回45分）
▪場所：市美術館ハイビジョンホール他
▪定員：10組（多数時は選考）
▪内容：個人や団体による声楽や楽器

の演奏
▪参加料：1団体につき1,000円
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名（団

体名と代表者名）、電話、ファクス番
号、Eメールアドレス、楽器編成、人
数、演奏希望日時（第2希望まで）を
記入し、5月31日㈭〈消印有効〉まで
に市美術館（〒870-0835　大字上
野865　☎554-5800）へ。

「一日脳ドック」受診者募集
▪対象：市国民健康保険に１年以上加

入し、国保税完納世帯の満34～74歳
の人。　※脳ドックを受診する人は
特定健診を受診できません。
▪受診場所：県地域成人病検診センタ

ー（大字宮崎）、敬和会健診センター
（志村）、県厚生連健康管理センター
（別府市）
▪定員：370人（先着順）
▪自己負担金：1万7,170円
▪申込み：国民健康保険被保険者証と

特定健康診査受診券（40～74歳・みず
色）を持参し、5月23日㈬から国保年
金課（本庁舎2階③番窓口）または各
支所、本神崎・一尺屋連絡所へ。
問　国保年金課（☎537-7175）

おおいた人とみどりふれあいいちを
開催しています
▪期間：5月6日㈰まで　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
◎庭師の剪定講習会
　5月2日㈬　午前11時～　
◎ふれあい朝市（野菜）
　5月5日㈯　午前10時～正午
◎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

苗などの販売、ふれあい茶会など行い
ます。詳しくは、公園緑地課（☎537-
5975）へ。

イベント

ふるさと納税返礼品提供事業者
募集
▪対象：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。
▪申込み・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、5月1日㈫～15日㈫に同課（☎
574-6181）へ。

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6月9日㈯・13日㈬で、6月1
日㈮までに申込みが必要〉。

※詳しくは、子育てファミリー・サポート・
センター（☎576-8246）へ。

アートマーケット参加者募集
◎豚星なつみワークショップ「うちわ

に文字を描こう！」参加者募集
▪日時：6月16日㈯　午前10時～、
　午後1時～（各回1時間半）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪対象：3歳以上（小学3年生以下は保

護者同伴）
▪参加料：500円
▪申込み：電話で、6月8日㈮　午後6時

までにアートプラザへ。
◎アートマーケット出店者募集
▪日時：6月16日㈯　午前10時～午後4時
▪対象：県内居住のアーティスト・もの

づくり作家
▪定員：31組（多数時は抽選）
▪申込期限：5月16日㈬　※申込み方

法など詳しくは、アートプラザのホ
ームページをご覧になるか、お問い
合わせください。
問　アートプラザ（☎538-5000）

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）

13 市報おおいた  H30.５.１

市営住宅などの入居者募集
①市営住宅（第2大分市営住宅管理セン
ター〈本庁舎地下1階　☎536-2555〉
受付分）
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

上田町53 1 単身可
下郡62 1
羽田H4 2
田ノ浦H5 2
中の瀬H8･H10 2
中の瀬H13 1 単身可

鶴　崎
下徳丸43 1 単身可
下徳丸H7 1

大　在 浜H4 1
坂ノ市 里42 1 単身可

佐賀関

秋の江第二58・63 2
馬場H2 2
佐賀関H25 1
佐賀関H25 1 単身可

稙　田
国分H5 1
大園52 2 単身可
大園55 1

大　南 川床H4 1

②市営住宅（市営住宅管理センター〈城崎
町一丁目2-3　☎533-1674〉受付分）
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

大空57 3
裏川53 1
東浜59・60・61 3
東明野63 1 母子世帯向
東明野H2 3
畑中H1 1
岩田H5 1

鶴　崎
小池原49・50 3 単身可
明治北58・59・60 4

大　在 北55 1

稙　田

敷戸48･49 3 単身可

敷戸H19 1 身障世帯向
（単身可）

寒田51・52 2 単身可
小原53 1 身障世帯向
小原58・60 3

▪募集期間：5月1日㈫～9日㈬
▪入居者の決定方法：公開抽選  ●日時：

5月22日㈫　①午前9時30分～　②
午後1時30分～　●場所：本庁舎8階　
大会議室

※募集案内を必ずご覧のうえ、お申し
込みください。
③特定公共賃貸住宅
　詳しくは、第2大分市営住宅管理セン
ター（本庁舎地下1階　☎536-2555）
へ。
問　住宅課（☎537-5977）

コンパルホール無料展示コーナー
展示作品募集
▪内容：絵画・写真・俳句など平面に画

びょうで固定できるもの
▪その他：6月14日㈭～7月31日㈫に1

個人(1団体）につき1日～30日間程
度展示します。　※展示できない場
合もあります。
▪申込み・問　コンパルホールに備え

付けの申込書に記入し、5月1日㈫～
31日 ㈭ に 同 ホ ー ル(☎538-3700)
へ。

「高崎山」おサルの森の観察会
参加者募集
▪日時：5月19日㈯　午前10時～正午
▪場所：高崎山自然動物園
▪定員：30人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、

Eメールで、参加者全員の氏名・年
齢、代表者の住所・電話番号を記入
し、5月1日㈫～11日㈮〈必着〉に公
園緑地課（本庁舎7階　☎537-5975　

538-1249　 koenryoku@city.
oita.oita.jp）へ。

フリーマーケット
出店者募集
▪日時：6月3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、使用可能な物
（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、グ
ループ人数、出店内容（商品の種類
と数）を記入し、5月18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。

無料

無料

「40歳総合健診」のお知らせを
送付します
　「特定健診」と「がん検診」を同時に無
料受診できる「40歳総合健診」のお知
らせを、対象者に5月初旬から順次送
付します。
▪対象：30年4月1日時点で市国民健康

保険に加入し、30年度に満40歳を迎
える人

※対象者で5月末までにお知らせが届
かない人はご連絡ください。
問　国保年金課（☎537-7175）

軽自動車税納税通知書を送付します
　30年度の軽自動車税納税通知書を5
月10日㈭までに発送します。
　心身の障がいのある人は障がいの程
度、車の使用状況などにより、軽自動車
税が減免される場合があります。5月
31日㈭までに税制課（第2庁舎3階）で
減免申請してください。減免は1人に
つき1台のみが対象となります。
問　税制課（☎537-7314）

高齢者ファミリー・サポート・
センター会員募集
　家事などの援助を受けたい「依頼会
員」が、援助を行いたい「援助会員」に 1
時間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。
▪依頼会員の対象：判断能力のある65歳

以上の高齢者、その三親等内の家族
▪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6月8日㈮・9日㈯で、5月25日㈮
までに申込みが必要〉。

※詳しくは、高齢者ファミリー・サポー
ト・センター(☎538-3180)へ。

戦没者慰霊巡拝参加者募集
　厚生労働省では、旧ソ連地区、中国東
北地方、東部ニューギニア、北ボルネ
オ、ビスマーク諸島、ミャンマー、パラ
オ諸島、フィリピン、硫黄島への戦没者
慰霊巡拝を8月下旬から実施します。
関係遺族で参加を希望する人は、福祉
保健課（☎537-5996）へ。

送付と振込

募集
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