
「西元祐貴�龍のキセキ」大分展
　アートプラザ開館20周年を記念し、
墨絵アーティスト、西元祐貴の展覧会
を開催。30メートルを超える大作のほ
か、約70点の作品を展示します。
▪期間：7月21日㈯～9月9日㈰　午前
10時～午後6時（毎週金曜日は午後8
時まで）　※入場は閉場時間の30分
前まで。
▪観覧料：一般…1,200円、高校生・大
学生…800円、中学生以下無料
▪その他・場所・問　7月21日㈯にサイ
ン会を行います。詳しくは、アートプ
ラザホームページをご覧になるか、
同館(☎538-5000)へ。

図書館の夏休みイベント
(☎576-8241)
①電気を学ぼう!!
▪月日：7月25日㈬、8月2日㈭
▪時間：午前10時30分～正午
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
201・202会議室
▪対象：小学4年生～中学1年生
▪内容：実験などを通して、身近なエネ
ルギー「電気」を学びます。
▪定員：各25人(先着順)
▪申込み：直接または電話で、7月15日
㈰午前9時から市民図書館へ。
②図書館探検ツアー
▪日時：7月26日、8月2日・9日・16日・23
日(木曜日)　午前11時～、午後2時～
▪集合場所：市民図書館2階入口前
　(J:COM�ホルトホール大分内)
▪対象：中学生以下(未就学児は保護者
同伴)
▪内容：図書館の裏側などを探検
▪定員：各10人(当日先着順)

豊後FUNAIミュージカル
宗麟の海�の公演をします
　大友宗麟の半生を描いた安部龍太郎
氏の小説をもとにミュージカル化。市民
を中心に約60人が出演します。なお、こ
の公演は(一財)地域創造助成事業です。
▪日時：10月7日㈰・8日㈪　午後2時～
4時30分(午後1時開場)

▪定員：各1,201人
▪料金：⃝大学生・一般…1,500円��⃝4歳
～高校生…500円　※当日券は＋500円
▪申込み・問　8月1日㈬からJ:COM�
ホルトホール大分1階総合受付(☎
576-8877)などで販売。

無料

市政のアイデア募集
▪募集分野：①市民福祉の向上　②教
育・文化の振興　③防災安全の確保　
④産業の振興　⑤都市基盤の形成　
⑥環境の保全　※特に、子育て支援
の充実、中小企業・農林水産業の振
興、市への移住・定住促進など

▪内容：次に該当し、提案者の創意によ
る具体的かつ建設的なもの　⃝市民
サービス向上につながる新たな施策
に関するもの　⃝市の活性化に関わ
るもの　⃝市政運営の改善に役立つ
もの

▪その他：提出方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、企画課
（☎537-5603）へ。

ときめき作品展の作品募集
▪展示期間：11月1日㈭～5日㈪
▪場所：iichiko総合文化センター1階　
アトリウムプラザ
▪募集内容：絵画、写真、書、陶芸、工芸、
合作(絵画、工芸)
▪対象：市内居住の障がい者(児)
▪申込み・問　直接、8月1日 ㈬ ～31日
㈮に障害福祉課(本庁舎1階　☎537-
5786)へ。

能楽堂の催し(☎551-5511)
①能楽サロンvol.2
　「喜多流能楽ワークショップ」
▪日時：8月11日㈯　午後2時～4時
▪対象：小学生以上
▪講師：塩津�圭介氏(シテ方喜多流)
▪定員：30人(先着順)
▪参加料：一般…1,620円、中学生・小
学生…540円
▪申込期間：7月21日㈯～8月4日㈯　午
前10時～
②お稽古サロン
　「ひごかど�親子で竹ランプを作ろう」
▪日時：8月19日㈰　午後1時～4時
▪対象：小・中学生とその親
▪講師：ひごかど(竹細工ユニット)
▪定員：10組(多数時は抽選)
▪参加料：1人4,860円(材料費など)
▪申込期間：7月22日㈰～29日㈰
▪申込み・場所・問　電話で、それぞれ
の申込期限までに平和市民公園能楽
堂へ。　※月曜日は休館

イベント

求職者のための
事業所見学会参加者募集
▪日時：7月26日㈭　午後1時～4時30
分（予定）
▪集合場所：大分城址公園　西側入口
▪内容：「デイサービス・デイケアセン
ターケアパートナー明野」（明野北）�
「有料老人ホーム・ヘルパーステーシ
ョン・デイサービス椋

むく

の樹」（角子原）
の見学
▪対象：市内に居住の人または市内で
就労を希望する人
▪定員：20人　
▪申込み・問　電話またはファクス、
Ｅメールで、住所、氏名、年齢、電話
番号を、7月25日㈬までに商工労政
課（☎537-5964　 533-9077　
rousei@city.oita.oita.jp）へ。

介護認定訪問調査嘱託職員募集
▪任用期間：10月1日㈪～31年3月31
日㈰〈更新可〉
▪内容：要介護認定調査の訪問など
▪対象：市内に居住し、①正看護師、助
産師、保健師、介護支援専門員のいず
れかの資格所有者で、②普通自動車
運転免許を有する人
▪定員：若干名
▪報酬：月額20万4,000円　
▪選考方法：書類審査、面接など
▪申込み・問　市販の履歴書（写真貼
付）に、①・②の免許証の写しを添え
て、直接または郵送で、7月17日㈫
～31日㈫〈必着〉に長寿福祉課(第2
庁舎2階　☎537-5743)へ。

「自転車が似合うまち　おおいた」
標語募集
　自転車の魅力や、ルール・マナーに関
するものなどを連想する標語を募集し
ます。
▪対象：市内に居住または通学する小・
中学生、高校生
▪応募規定：1人2点まで、自作で未発
表のもの
▪その他：入賞は1人1点までとし、作
品の著作権は市に帰属します。
▪申込み・問　都市交通対策課(本庁舎
7階)、各支所、各地区公民館に備え
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、8月10
日㈮までに同課(☎537-5690)へ。
※市ホームページで電子申請も可。

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다 언어 통역 서비스）
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。
（오이타시에서는 외국인과 방일 관광객들에게 재해발생시의 콜센터 통역 서비스를 제공 하고 있습니다. 언어와 이용 방법 등 자세한 내용은 시 홈
페이지를 참조하십시오.） 問国際化推進室（☎537-5719）
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商工労政課からのお知らせ
(①☎537-5959�②☎585-6011)
①小規模事業者の販路開拓・業務効率
化の取り組みを補助します
　チラシ作成、POSレジソフト導入、
商品パッケージのデザイン改良等にか
かる費用を一部補助します。
②中小企業の設備投資を補助します
　経営改善や競争力強化などにかかる
設備投資費用を一部補助します。
▪補助対象経費：市内工場の内部設備
の購入費用(中古も可)
▪申請期間：①8月1日㈬～12月28日㈮
〈予算に達し次第受付終了〉
　②7月17日㈫～8月10日㈮
▪その他：いずれも事前に、相談などが
必要になります。補助要件や申請方
法など詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、商工労政課へ。

スポーツ推進審議会の委員募集
　スポーツ推進計画のほか、施設の整
備、指導者の育成などスポーツ振興につ
いて調査・審議する委員を募集します。
▪対象：20歳以上で、平日の会議に参
加できる人(年4～5回予定)　※国・
地方公共団体の議員・職員は除く。
▪募集人数：3人程度
▪任期：8月中旬～2020年7月(予定)
▪選考方法：書類審査、小論文「スポー
ツ振興施策に関する意見など」(様
式自由・800～1,200字程度)
▪申込み・問　直接または郵送、Ｅメー
ルで、住所、氏名、性別、生年月日、電話
番号、職業を、小論文と一緒に、7月31日
㈫までにスポーツ振興課(本庁舎5階　
☎537-5979　 sportsuisin@city.
oita.oita.jp）へ。

地産地消ポスター展
出展作品募集
▪対象：市内の小・中学生
▪テーマ：地産地消
▪募集規格：4つ切り画用紙（約38cm
×54cm）
▪申込期限：9月14日㈮〈必着〉
※入賞者には、農林水産物や加工品な
どの賞品あり。申込方法など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
農政課（☎537-7025）へ。

募集

都市計画の素案縦覧・公聴会を
行います
①用途地域(変更)
②牧東原地区地区計画(決定)
③高架側道顕徳町線(廃止)
④大分市立地適正化計画(素案)
▪縦覧期間：7月24日㈫～8月7日㈫
▪公聴会：⃝日時…8月28日㈫　①～③
午前10時～　④午後2時～　⃝場所
…土地改良会館5階(城崎町二丁目)
▪その他：公聴会での意見や傍聴方法
についてはお問い合わせください。
なお、公述人がいない場合は、公聴会
を中止します。
▪縦覧場所・問　都市計画課(本庁舎7
階　☎537-5636)

物品購入・各種業務委託などの
入札参加資格登録申請を
受け付けます
　10月1日㈪から2年間、市が発注する
物品の購入、印刷、製造の請負、施設維
持管理業務委託などの入札（見積り）を
希望する事業者は、入札参加資格の登
録が必要です。
▪受付期間：8月1日㈬～31日㈮
▪その他：現在登録している事業者も、
新たに登録申請が必要です。
▪申込み・問　市ホームページでダウ
ンロードした申請書に記入し、契約
監理課（☎537-5716）へ。

旧中央清掃事業所（大字片島）の
解体工事に伴い
東側入口が進入禁止になります
　解体期間中は、西側入口(大分川沿い)
をご利用ください。
▪進入禁止場所：清掃業務課東側入口
　(下郡バイパス沿い)
▪期間：8月1日㈬～31年2月28日㈭〈予
定〉
問　清掃業務課(大字片島　☎568-57�
63)

生け垣・樹木などの植栽費用を
助成します
　住宅・事業所の敷地内に、生け垣・樹木
などを植栽する費用の一部を助成します。
▪対象：⃝生け垣設置、壁面・屋上緑化…
個人、事業主　⃝樹木等植栽…事業主
▪その他・問　工事着工前の申請が必
要です。助成内容など詳しくは、公園
緑地課（☎537-5975）へ。

病児保育をご利用ください
▪対象：市内居住の乳幼児または小学生
で、入院の必要はないが集団生活が困
難な病気の子ども（保護者が仕事の都
合や病気などで育児が困難な場合）
▪施設：⃝大分こども病院�キッズケア
ルーム(大字片島　☎567-1230)　
　⃝大分岡病院�病児保育センターひま
わり（西鶴崎三丁目　☎522-3187)
　⃝西の台医院�こどもデイケアルー
ム(椎迫　☎090-3734-4228)　
　⃝天心堂へつぎ病院�病児保育セン
ターつくしんぼ(大字中戸次　☎
597-0050)　⃝谷村胃腸科小児科
医院�病児保育�ままのて(大在浜一
丁目　☎529-8686)
▪利用日時：月～土曜日(祝日・年末年
始を除く)　午前8時30分～午後5時
30分(施設によって異なります)
▪負担金：1日2,000円(昼食代、おやつ
代含む)　※生活保護世帯や市民税
非課税世帯は減免あり。
問　保育・幼児教育課(☎585-6015)

女性のための総合相談窓口を
ご利用ください
◎女性の悩み事や不安など
　必要に応じて専門の窓口を紹介します。
▪日時：毎週火・木曜日　午後2時～8時、
毎週月・金・土曜日　午前10時～午後
4時　※電話相談（☎574-5578）のほ
か、予約制で面接相談も可
◎心の整理を目的とした傾聴相談
　（面接）
▪日時：毎週水曜日　午前10時～正午、
午後1時～3時（予約制　※当日可）
▪その他：いずれも祝日は除く
▪場所・問　男女共同参画センター（コ
ンパルホール2階　☎574-5577）

未登記家屋の所有者が
変わったときは届け出を
　未登記の家屋は、売買・贈与・相続な
どで所有者が変わったときは届け出が
必要です。届け出がない場合、前所有者
に課税されますので、早めに届け出を
済ませてください。
問　資産税課(☎537-7291)
　　東部資産税事務所(☎527-2132)
　　西部資産税事務所(☎541-1406)

お知らせ

無料
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