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）

講座＆教室
地球温暖化対策講座

無料

▪日時：10月19日㈮ 午前10時～11時
45分
▪場所：コンパルホール4階 調理実習室
▪内容：講義とミツロウラップづくり
▪定員：35人（多数時は抽選）
▪申込み・問 電話またはファクス、Ｅ
メールで、住所、氏名、電話番号、講座
名を記入し、10月5日㈮〈必着〉まで
に環境対策課（☎537-5758
5383302
kankyotai5@city.oita.oi
ta.jp）へ。

「歌声ひろば教室」
および
「童謡・唱歌の会」
（追加募集）
▪期間：11月～31年3月
（月2回・全10回）
▪内容：懐かしい歌を歌い、心と身体を
リフレッシュ
場所

週

曜日 募集

① 大在公民館A

10人

② 大在公民館B

20人

月

③ 大分西部公民館A
④ 大分西部公民館B
⑤ 大分南部公民館
⑥ 南大分公民館A

25人
10人

第1・3
火

⑦ 南大分公民館B
⑧ 佐賀関公民館

5人

3人
3人

水 10人

⑨ 鶴崎公民館B
金 10人
大分中央公民館Ａ
⑩
4人
（コンパルホール内）
水
大分中央公民館Ｂ
⑪
5人
（コンパルホール内）
⑫ 稙田公民館Ａ
5人
第2・4
⑬ 稙田公民館Ｂ

⑭ 野津原市民センター
童謡･唱歌の会
⑮
（コンパルホール内）

金

4人
4人

水

6人

▪時間：①⑥⑫午前9時30分～10時45
分 ⑤⑧⑮午前10時～11時15分
②⑦⑨⑬午前11時～午後0時15分
③⑩⑭午後1時～2時15分 ④⑪午
後2時30分～3時45分
▪対象：60歳以上の市民（10月1日現在）
※多数時は抽選
▪参加料：3,000円（資料代、保険料を
含む）
▪申込み・問 往復はがき（1人1枚）
に、希望場所、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号を記入し、9月30
日㈰〈必着〉までに市社会福祉協議会
（〒870-0839 金池南一丁目5-1 ☎
547-8695）
へ。
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DV被害者等支援講演会

30年度コンパルホールの
後期講座受講生追加募集

無料

▪日時：10月7日㈰ 午後1時30分～3
時30分（午後1時開場）
▪場所：コンパルホール4階 400会議室
▪内容：
「トラウマの治療法としてのマ
インドフルネス」
▪講師：柳 受良氏（医師）
▪定員：100人（当日先着順）
問 中央子ども家庭支援センター（☎
537-5666）

定員に達していない講座の受講生
を、
9月18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、
同館
（☎538-3700）
へ。

高尾山キノコの森の
観察会参加者募集

市美術館のイベント
（☎554-5800）
10月5日 ㈮ ～11月25日 ㈰ 午 前10
時～午後6時（入館は午後5時30分ま
で）に、下記イベントを開催します。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。
◎アートフルロードプロジェクト
無料
CIAO! 2018
▪内容：県内で活躍する美術家等の活
動状況を紹介
▪場所：市美術館エントランス、ホワイ
エ、研修室ほか
◎上野の森アートサファリ
岩合光昭写真展
ネコライオン＆ねこ科
▪場所：企画展示室、上野の森
▪観覧料：一般… 800円(団体600円)
高校生・大学生…600円(団体400円)
上野の森のみの観覧と中学生以下は
無料 ※上記観覧料で田能村竹田展
も観覧できます。
⃝岩合光昭トーク＆サイン会
▪月日：10月21日㈰
▪時間：トーク…①午前11時～ ②午
後2時～ ※無料 サイン会…③午
前11時30分～ ④午後2時30分～
※サイン会は、当日受付で本を購入
した人が対象
▪定員：トーク…各80人 サイン会…
各200人(いずれも多数時は抽選)
▪申込み・問 往復はがきに、希望の番
号
（1つのみ）
、
住所、
参加者全員の氏名
(1通で2人まで)、電話番号を記入し、
10 月5日
㈮〈必着〉
までに市
美術館(〒
870-083
5 大字上
野 865番
©MITSUAKIIWAGO
地)へ。
市役所本庁舎〒870-8504

無料

▪日時：10月6日㈯ 午前10時～正午
※小雨決行
▪場所：高尾山自然公園（大字横尾）
▪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
メールに、参加者全員の氏名・年齢、代
表者の住所・電話番号を記入し、
9月
27日㈭
〈必着〉
までに公園緑地課
（本庁
舎 ☎537-5975
538-1249
koenryoku@city.oita.oita.jp）へ。

豊かで美しい森づくり事業
無料
参加者募集
竹中地区の里山で、染色体験や門松
作りなどを行います。
▪月日･内容：①10月20日㈯…染色体験
②12月15日㈯…門松作り ※いず
れも小雨決行
▪時間：午前9時30分～午後3時
▪場所：大字竹中
▪定員：①40人 ②30人（いずれも多
数時は抽選）
▪申込期間：①9月18日㈫～10月5日㈮
②11月12日㈪～30日㈮
〈いずれも必着〉
▪申込み・問 電話またははがき、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、希
望する内容を、公園緑地課（本庁舎
☎537-5975
538-1249
ko
enryoku@city.oita.oita.jp）
へ。

イベント
南大分スポーツパーク体育の日
「いきいきフィットネスデー」無料
▪月日：10月8日㈪
▪無料開放：⃝トレーニング室…午前
9時 ～ 午 後10時 ⃝ プ ー ル … 午 前
10時 ～ 午 後9時40分 ⃝ ア リ ー ナ
（卓球・バドミントン）…午後6時～
10時 ※用具は持参してください。
▪場所・問 南大分体育館（大字豊饒
☎546-7010）

荷揚町2-31

募集

パソコンを処分する際は宅配便
回収サービスをご利用ください

バサジィ大分ホームゲーム
無料
入場者募集
湘南ベルマーレとの試合に、市民を
無料招待します。
▪日時：10月7日㈰ 午後1時～
▪場所：県立総合体育館
▪ 定 員：ペア100
組200人（多数
時は抽選）
▪申込み：往 復は
がき（1組1枚）
に、申込者2人
の 住 所・氏 名・ ©OitaSportsProjectInc.
電話番号を記入し、
9月15日㈯～24日㈪
〈消印有効〉
に㈱大分スポーツプロジェ
クト「大分市招待事業」係（〒870-0846
花園11-7 喜和屋ビル1階）へ。 ※詳
しくは、
バサジィ大分ホームページへ。
問 スポーツ振興課（☎537-5979）

宅配便を利用したパソコンなどの使
用済小型家電のリサイクル事業を全国
展開するリネットジャパン㈱との協定
により、分解していないパソコンであ
れば、回収サービスを無料で利用でき
ます。また、規定内のものであれば周辺
機器等も回収します。申込方法など詳
しくは、リネットジャパン㈱公式ホー
ムページをご覧ください。
問 ごみ減量推進課（☎537-5687）

個人住民税は特別徴収
（給与天引き）
が便利です
市では、給与所得者の利便性向上の
ため、特別徴収の適正実施を行ってい
ます。特別徴収により、従業員の人が自
分で納付する手間を省くことができま
す。また、年12回払いとなるので、１回
あたりの税額負担も小さくなります。
詳しくは、市民税課（☎537-5731）
へ。

お知らせ
都市計画を変更したので
お見せします
▪内容：大分都市計画地区計画の変更
⃝岡地区地区計画 ⃝大分流通業務
地区地区計画 ⃝パークプレイス大
分地区地区計画
▪縦覧場所・問 都市計画課（本庁舎7
階 ☎537-5636）

ひとり親家庭等
医療証の更新手続きは
お済みですか
ひとり親家庭等医療証をお持ちの人
は、毎年更新手続きが必要です。対象者
には7月下旬に更新の案内をしていま
すので、更新申請書をまだ提出してい
ない人は10月31日㈬までに提出して
ください。なお、更新の案内が届いてい
ない人はご連絡ください。
問 子育て支援課（☎537-5619）

無料
NPお母さんひろば
参加者・保育ボランティア募集

インターネットで
差押不動産を公売します

①参加者募集
▪内容：子育ての話し合いと仲間づく
り ※子どもは別室で託児（無料）
▪対象：0歳～6歳児
（未就学児）
の保護者
▪定員：12人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内容：参加者の子どもの保育
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪日時：10月23日～11月27日（火曜日・
全6回） 午後1時30分～3時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
子育て交流センター
▪申込み・問 直接または電話で、①は
9月15日㈯～10月5日㈮に、②は9月
15日㈯～10月21日㈰に子育て交流
センター（☎576-8245）
へ。
※9月25日㈫、10月9日㈫を除く

▪所在地：原新町353番地
▪建物名：豊国スカイマンション大分
105号 ⃝構造…鉄骨造 ⃝種類…
店舗
▪見積価額：2,720,000円
▪参加申込期間：9月28日㈮午後1時～
10月15日㈪午後11時 ※申込みに
は保証金が必要です。
▪入札期間：10月22日㈪午後1時～29
日㈪午後1時 ※詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。売却を中
止する場合もあります。
問 納税課（☎537-5732）

家屋（物置など簡易な建物を含む）を
取り壊したときは、早めに連絡をお願
いします。取り壊しの確認ができてい
ない場合、その家屋に対する固定資産
税が引き続き課税されることがありま
す。なお、家屋滅失証明が必要なとき
は、お問い合わせください。
問 本庁・明野支所管内の人は…資産
税課（☎537-7291） 鶴崎・大在・坂
ノ市・佐賀関支所管内の人は…東部
資 産 税 事 務 所（ ☎527-2132） 稙
田・大南・野津原支所管内の人は…西
部資産税事務所（☎541-1406）

空き家相談出張窓口を
ご利用ください

下水道の再生水を
販売しています

就労ピアサポートサロン
おおいた参加者募集

無料

▪日時：31年3月までの毎月第3日曜日
午前10時～正午
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階
障がい者交流室
▪内容：同じ障がいを持つ人同士の就
労に関する相談・交流・情報交換など
※事前申込みは不要です。
問 障害福祉課（☎537-5658）

家屋を取り壊したときは連絡を

無料

空き家の管理や利活用についてな
ど、市内の空き家問題について広く相
談を受ける窓口を開設しましたので、
ご利用ください。
▪日時：毎月第３木曜日 午前9時30分
～正午、午後1時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階
まちづくり情報プラザ
▪対象：空き家の所有者や管理者、近所
に空き家のある人など
▪その他：事前予約は不要です。
問 住宅課（☎585-6012）

▪販売日時：月～土曜日 午前8時30分
～午後5時
▪販売場所：①散水用水…弁天水資源
再生センター ②冷却用水…各水資
源再生センター（市内5カ所）
▪料金：⃝事業者…①27円/㎥ ②16
円/㎥ ⃝個人…無料
※消費税別、飲用は不可
▪申込み・問 用途など詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、上下水
道局下水道施設管理課（城崎町一丁
目5-20 ☎537-5642）
へ。
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