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）

ふれあい歴史体験講座 はにわ作り
▪日時：6月16日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：各250円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、6月3日㈰
から歴史資料館（☎549-0880）
へ。

魚料理教室～カマスとアワビ～
▪日時：6月17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
ループは参加者全員の氏名）を記入
し、
6月11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。

買う前に！シニア向けスマート
無料
フォン体験講座
▪日時：6月21日㈭ 午前10時～正午、
午後1時30分～3時30分
▪対象：50歳～おおむね70歳
▪定員：各20人（先着順）
▪申込み・場所・問 電話で、6月1日㈮
からライフパル（☎573-3770）
へ。

女性のための
リーダー育成塾2018
▪ 日 時：7月11日・18日（ 水 曜 日・全2
回） 午後6時30分～8時30分
▪内容：女性が、経営者などのリーダー
として活躍するために必要なスキル
を学ぶ
▪講師：飯田 裕美氏（株式会社アドコ
ンセプト代表取締役）
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：100円（資料代）
※交流会参加者は各回別途300円
▪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（市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、6
月1日㈮～7月6日㈮に同プラザ（☎
576-8879）
へ。
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森林セラピー体験ツアー
in 平成森林公園
七夕にちなんで、夜の森と星空を楽し
みながらセラピーロードを歩きます。
▪日時：7月7日㈯ 午後7時～
▪場所：平成森林公園セラピーロード
（野津原） ※集合場所は香りの広場
駐車場
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円（ガイド料など）
▪申込み・問 はがきまたは市ホーム
ページの申込み専用フォームに、イ
ベント名、参加者全員の氏名・年齢・
性別、代表者の住所・電話番号を記
入し、6月25日㈪〈必着〉までに林業
水産課（〒870-8504 荷揚町2-31
☎585-6013）
へ。

第2回FUNAIジュニア検定

無料

▪日時：7月28日㈯ 午前10時～11時
15分
▪場所：市教育センター（碩田町三丁
目）または稙田公民館
▪内容：副読本「府内から世界へ 大友
宗麟」などから出題
▪対象：小・中学生
▪その他：申込方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、文化財
課（☎537-5639）
へ。

講座＆教室
就労応援セミナー「面接対策講座」無料
▪ 日 時：6月16日・23日（ 土 曜 日・全2
回） 午前10時～正午
▪場所：コンパルホール3階 303会議室
▪定員：12人（先着順）
▪申込み・問 電話で、6月1日㈮から
商工労政課（☎537-5964）
へ。

商品の魅力発信セミナー

無料

▪日時：7月18日㈬ 午後2時～3時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階
大会議室
▪講師：三宅 曜子氏（マーケティング
コンサルタント）
▪定員：200人（先着順）
▪申込み・問 商工労政課（本庁舎9
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、
6月1日 ㈮ ～7月11日 ㈬ に 同 課（ ☎
537-5959）
へ。

イベント
おおいた人権フェスティバル2018

産業活性化プラザ
「創業支援ルーム」
入居者募集
無料

▪日時：6月3日㈰ 午前10時～午後3時
▪場所：パークプレイス大分
▪内容：人権について学ぶコーナーなど
問 社会教育課（☎537-5722）

まちづくり情報カフェ
「大分の景観とその魅力」

無料

▪ 日 時：6月5日 ㈫ 午 後6時 ～7時30
分（開場は午後5時30分～）
▪場所：J：COM ホルトホール大分3階
302会議室
▪講師：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（☎5445613）

大分トリニータ親子観戦ＤＡＹ

無料

大分トリニータのホームゲームを無
料で観戦できます。
▪ 対 象 試 合：①6月23日 ㈯ 午 後7時 ～
アビスパ福岡戦 ②7月21日㈯午後7
時～ 栃木SC戦 ③8月25日㈯午後
7時～ 徳島ヴォルティス戦
▪場所：大分銀行ドーム
▪対象：市内の中学生以下とその保護
者（2人まで）
▪その他：スタジアム東口・西口の受付
テントで、市民と分かるもの（名札、
生徒手帳、運転免許証など）を持参し
てください。
問 スポーツ振興課（☎574-6530）

本のリサイクルフェア
▪ 日 時：6月24日 ㈰ 午 前9時30分 ～
午後3時 ※午前9時から市民図書
館2階入口（J:COM ホルトホール大
分内）で整理券を配布
▪内容：古くなった本や保存期限が過
ぎた雑誌、付録の無料配布
▪その他：一人当たり、本は10冊、雑誌
は5冊、付録は3個まで。持ち帰り用
の袋は各自でご用意ください。
▪場所・問 市民図書館
（☎576-8241）

▪募集期限：6月29日㈮
▪対象：創業しようとする人や創業後
5年未満の人など
▪面積・空室数・部屋代（月額）
：⃝約28
㎡
〈1室〉…2万5,500円 ⃝約14㎡
〈4
室〉…1万2,960円 ⃝約5㎡
〈3室〉…
4,830円
▪その他：電気代などは別途実費負担。
※入居には条件があります。申請前に
創業内容などを相談してください。
問 産業活性化プラザ（☎576-8879）

コンパルホール合唱団員募集
◎一般ゴスペルの部（高校生以上）
▪定員：女性パート（高音・中音・低音）、
男性パート 計60人程度
▪参加料：3,500円（教材費など）
◎キッズゴスペルの部
（小・中学生）無料
▪定員：高音・中音・低音パート 計30
人程度
▪練習期間：8月中旬～11月（7回程度）
▪その他：多数時はパートごとに抽選
▪申込み・問 往復はがきに、住所、氏
名、年齢
（学生は学校名、学年）
、電話
番号、希望パート名
（第2希望まで）
を
記入し、
6月1日㈮～7月11日㈬に、コ
ンパルホール（〒870-0021 府内町
一丁目5-38 ☎538-3700）
へ。

生涯学習指導者募集
▪活動内容：公民館や地域の団体の依
頼に応じた、生涯学習の指導
▪対象：指導するための知識や経験が
ある個人・団体
▪分野：趣味一般、レクリエーション、ス
ポーツ、文化・芸術など ※営利目的
の活動や政治活動、
宗教活動は除く
▪申込み・問 詳しくは、社会教育課
（第2庁舎4階 ☎537-5649）または
各地区公民館に備え付けの申請書を
ご覧ください。

彫刻清掃ボランティア募集
市では、
「彫刻を活かしたまちづくり
事業」の一環として、彫刻作品の清掃事
業を行っています。ボランティアに参
加し、まちなかにある美術作品を身近
に感じてみませんか。参加には、事前登
録が必要です。
▪申込み・問 直接または電話で、公園
緑地課
（本庁舎7階 ☎537-5975）
へ。

市営納骨堂の使用者募集
▪場所：大字永興1440
（丸山墓地公園内）
▪使用料・区画：直接参拝壇 ⃝上段…
50万2,200円 5壇 ⃝下段…44万
2,800円 34壇
▪使用期間：30年間（期間満了後は、合
葬式収蔵施設に収蔵）
▪対象：市内に3カ月以上住所を有す
る人など
▪募集期間：6月11日㈪～29日㈮
▪申込み・問 保健所衛生課または市
営納骨堂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
覧になるか、
同課
（☎536-2854）
へ。

フリーマーケット出店者募集

無料

▪日時：7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、
6月15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。

「リトル・オースチン村」
参加者募集
▪ 月 日：①8月7日 ㈫ ～8日 ㈬ ②8月
16日㈭～17日㈮ ※1泊2日
▪時間：午前10時～翌日午後0時30分
▪場所：のつはる少年自然の家（大字荷
尾杵）
▪内容：英語を使って姉妹都市の生活
を学ぶ交流会
▪対象：市内の小学5・6年生
▪定員：各60人（多数時は抽選）
▪参加料：4,000円（食事代、損害保険
料など）
▪申込期限：7月6日㈮
▪その他：申込方法など詳しくは、
国際化
推進室（本庁舎5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）
をご覧ください。
問 国際化推進室（☎537-5719）

送付と振込
30年度市民税・県民税の通知書
▪対象者：住民票の有無に関わらず、
30
年1月1日時点で市内に居住し、
29年
中に一定額以上の所得があった人
▪送付時期：6月8日㈮頃
▪送付内容：金融機関などで納める人に
は、税額決定・納税通知書と納付書を
送付します。口座振替で納める人や、
所得が公的年金のみで、昨年10月から
引き続き公的年金から特別徴収（天引
き）されている人には通知書のみを送
付します。
通知書には、
税額計算の基と
なった29年中の所得や控除の内訳を
記載していますので、
ご確認ください。
◎公的年金を受給している65歳以上
の人へ
日本年金機構などから支給される公
的年金には、年金から市民税・県民税を
特別徴収（天引き）して市区町村へ納入
する「特別徴収制度」が適用されます。
ただし、給与、農業などの公的年金以外
の所得がある場合、その所得に係る税
額はこれまでの方法で納めてください。
※「特別徴収制度」は、新たな税負担が
生じるものではありません。
問 市民税課（☎537-5729、☎5375730）

募集
「ムッちゃん平和祭」
の千羽鶴募集
平和市民公園ワンパク広場にあるムッ
ちゃん平和像に献納する千羽鶴を募集し
ます。 ※鶴に糸を通し、フックに掛けられ
る状態にしてください
（長さ120cm程度）
。
▪受付期間：6月1日㈮～7月31日㈫
▪受付場所・問 総務課（本庁舎3階
☎537-5602）

特定優良賃貸住宅入居者募集
▪対象世帯：自ら居住するための住宅
を必要とする2人以上の家族（一部単
身可） ※収入が基準内であること
▪住宅・申込み：⃝「パレフロール城崎」
「ラフィーネ大道」
「 セゾン大分駅前」
「ポラリス中津留」…㈱ベツダイ
（☎5332451） ⃝
「メゾンSoubi」
「MDワーフタ
ワー」
…㈱豊後企画集団
（☎537-4975）
問 住宅課（☎537-5634）
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