
秋季火災予防運動の
イベント
◎防火セレモニー
▪日時：11月9日㈮　午前10時～正午
▪場所：若草公園、セントポルタ中央

町、ガレリア竹町アーケード
◎防火書写書道展表彰式
▪日時：11月14日㈬　午後4時～
▪場所：市消防局4階　講堂（舞鶴町）
問　消防局予防課（☎532-3199）

府内城 見
けん

聞
ぶん

食
しょく

～見て、聞いて、食べる 
秋の府内城～
▪日時：11月10日㈯　午後4時～9時
　（小雨決行）
▪場所：大分城址公園
▪内容：アートパフォーマンス、音楽ラ

イブ、飲食ブースなど
問　まちなみ企画課（☎585-6004）

第36回暴力絶滅おおいた市民大会
▪日時：11月11日㈰　午前11時～午後

0時30分（小雨決行）
▪場所：若草公園
▪内容：「暴力絶滅標語コンクール」入

選者表彰式、決起大会など
問　生活安全推進室（☎537-5997）

県民俗芸能フェスティバル2018
魂鎮め・魂振り-豊の国の祈り-
▪日時：12月9日㈰　午後2時～5時
▪場所：J:COM ホルトホール大分　大

ホール
▪定員：1,201人（先着順）
▪入場料：全席自由1,000円（高校生以下

は500円）〈J:COM ホルトホール大分1
階 総合受付カウンターなどで販売〉
▪その他：平成30年度文化庁文化芸術

振興費補助金（文化遺産総合活用推
進事業）
問　J:COM ホルトホール大分（☎576-

8877）

イベント 市営住宅などの入居者募集
①住宅課（本庁舎6階　☎537-5977）

受付分
地区 住宅名 戸数 備考

稙 田 敷戸南Ｈ29 4

野津原 小屋鶴Ｈ27 2 単身可
小屋鶴Ｈ27 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 2

裏川53 1 高齢者同居
世帯向

裏川54 1
東浜59・60・61 3
東明野63・Ｈ2 3
畑中Ｈ1 1
明磧Ｈ3 1 単身可

鶴 崎
小池原49・50 3 単身可
明治北58・60 3
猪野Ｈ8 1

大 在 北55 2

稙 田

敷戸48・49・Ｈ23 3 単身可

敷戸Ｈ19 1 身障世帯向
（単身可）

寒田51・52 4 単身可
小原53 1 身障世帯向
小原56・62 2
小原58 1

③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

下郡62 1
羽田Ｈ6 1
中の瀬Ｈ10 1 単身可
中の瀬Ｈ8・Ｈ10 2

鶴 崎 関園40 1 単身可
寺畑55 1

大 在 浜Ｈ4 1

佐賀関 秋の江第二58・63 2
馬場Ｈ2 2

稙 田
下芹40 1 単身可
国分Ｈ4 1 単身可
大園52 2 単身可

④従前居住者用賃貸住宅（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）

※中堅所得者も申込みできます。
地区 住宅名 戸数 備考

大 分 第2駅南住宅ふれ
あいのもりＨ13 1

▪募集期間：11月1日㈭～7日㈬
▪入居者の決定方法：公開抽選
　⃝日時：①11月21日㈬　午前9時30分

～　②11月20日㈫　午後1時30分～　
③④11月22日㈭　午前9時30分～　

　⃝場所：①本庁舎9階　第2入札室
　②③④アートプラザ　研修室
※ 募集案内を必ずご確認のうえ、お申

込みください。
問　住宅課（☎537-5977）

「地域デザインの学校 in 鶴崎・
三佐・別保」参加者募集
　さまざまな年代や立場の人が、グル
ープワークなどを通じて、地域のこれ
からを考えます。
▪日時：12月8日㈯・23日㈰、31年1月13

日㈰・26日㈯〈全4回〉　午前11時～午
後4時30分（最終日は午後1時～）
▪場所：鶴崎公民館ほか
▪対象：鶴崎・三佐・別保校区またはそ

の周辺に居住・通勤・通学している人
▪定員：25人（多数時は抽選）
▪申込み・問　市民協働推進課（本庁舎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、11月
26日㈪までに同課（☎537-7251）へ。

産業活性化プラザ
「創業支援ルーム」入居者募集
▪募集期間：11月1日㈭～12月14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㎡
〈2室〉…25,500円　⃝約14㎡〈3室〉…
12,960円　⃝約5㎡〈2室〉…4,830円
▪その他：電気代などは、別途実費負

担。入居者は専門家による経営相談
などが受けられます。

※ 入居条件、入居審査などがありますので、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）

31年度納税通知書用
封筒に掲載する広告募集
①固定資産税・都市計画税　
▪広告サイズ：縦60mm・横200mm
▪担当課：資産税課（☎537-5610）
②軽自動車税　
▪広告サイズ：縦60mm・横180mm
▪担当課：税制課（☎537-7314）
③市・県民税
▪広告サイズ：縦60mm・横200mm
▪担当課：市民税課（☎537-5609）
▪募集期間：①②11月1日㈭～30日㈮　

③11月15日㈭～12月14日㈮
▪広告掲載位置：納税通知書用封筒の

裏面　各1枠
▪選定方法：申込参加資格・広告内容の

審査で適当であると認められる提出
者の中で、申込価格が最も高いもの
▪申込み・問　必要書類や広告掲載ま

での流れなど詳しくは、市ホームペ
ージをご覧になるか、各担当課へ。

無料

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）
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「森林セラピー体験ツアー in
高崎山」参加者募集
▪日時：12月9日㈰　①午前9時、②午前

9時30分、③午前10時（各3時間程度）
▪場所：高崎山セラピーロード
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,200円（ガイド料、おやつ代）
▪申込み・問　はがきまたは市ホームペ

ージの専用フォームに、参加者全員の
氏名・年齢・性別、代表者の住所・電話番
号、希望番号を記入し、11月26日㈪〈必
着〉までに林業水産課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎585-6013）へ。

大分市家庭の日推進事業
家族で楽しもう！グラウンド・ゴルフ
＆星空観察　参加者募集
▪日時：12月15日㈯午前11時～16日㈰

午前11時　※一泊二日
▪場所：のつはる少年自然の家（大字荷

尾杵）
▪内容：グラウンド・ゴルフや天体観

測、ミニ門松作りなど
▪対象：市内在住の中学生以下を含む

家族　※家族でないグループや、未
成年のみの参加は不可
▪定員：100人（多数時は抽選）
▪申込み・問　電話で、11月1日㈭～30

日㈮正午にのつはる少年自然の家
（☎589-2212）へ。

市美術館特別展開催記念
蜷川実花氏トークイベント 参加者募集
▪日時：31年1月5日㈯　午前11時～
▪定員：120人（多数時は抽選）
▪その他：特別展について詳しくは、市

報12月15日号でお知らせします。
▪申込み・場所・問　往復はがき（1枚に

つき2人まで）に、代表者の住所・電話番
号、参加者全員の氏名を記入し、12月7日
㈮〈消印有効〉までに市美術館（〒870-
0835　大字上野865　☎554-5800）へ。

無料

earthly flowers, heavenly colors (2017)
©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama 
Gallery

コレクション展（常設展）の
展示室の作品が変わります
▪会期：11月15日㈭～31年1月14日㈪
▪テーマ：⃝展示室1「近代の版画・日本

画」　⃝展示室2「物語絵の世界」
▪主な作品：歌川国松「横浜名勝競 内田

町よりステンションの図」ほか
問　市美術館（☎554-5800）

住居表示が11月23日㈮から変わります
▪対象地区：東原地区、田尻南地区、明

野南二丁目隣接地区
▪新住所の表示方法：（例）東原○丁目

○番○号、田尻南○丁目○番○号など
▪その他：郵便番号は従来通り
※対象者には個別に通知しています。
問　市民協働推進課（☎537-7250）

ファミリー・サポート・センター会員募集
　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。登録方法など詳しく
は、各センターへお問い合わせください。
※ 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。

◎高齢者ファミリー・サポート・センタ
ー（☎538-3180）
▪依頼会員の対象：判断能力のある65

歳以上の人、その三親等内の家族
▪援助会員講習会：11月28日㈬・29日㈭　

※申込期限：11月20日㈫
◎子育てファミリー・サポート・センタ

ー（☎576-8246）
▪依頼会員の対象：生後3カ月以上小学

生以下の子どもの保護者
▪援助会員講習会：12月9日㈰・12日㈬　

※申込期限：12月1日㈯

「七島イ お正月飾りの
しめ縄を作ろう」参加者募集
▪日時：12月1日㈯　午前9時30分～午

後0時30分
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪参加料：4,860円（材料費など）
▪申込み・場所・問　電話またはファク

ス、Ｅメールで、住所、氏名、電話番号を、
11月8日㈭～15日㈭に平和市民公園能
楽堂（☎551-5511　 551-5512　
info@nogaku.jp）へ。

募集

31年度隣接校選択制の
希望者は申請してください
▪申請期間：11月1日㈭～20日㈫ 
※ 詳しくは、学校教育課（第2庁舎4

階）、各小・中学校、義務教育学校に備
え付けの申請要項（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（☎537-5903）へ。

就学援助の小学校入学準備金を支給します
▪対象：31年3月1日に大分市に居住し、31

年4月に小学校、義務教育学校に入学予
定で、就学援助の要件に該当する人
▪支給額：1人当たり　40,600円
▪申込み・問　就学時健康診断の際に

配布した申請書に記入し、11月21日
㈬～12月12日㈬に、各学校または学
校教育課（☎537-5903）へ。

11月9日㈮は119番の日
携帯電話から119番通報するときは
◎局番なしの「119」をダイヤル
　火事か救急かをはっきりと伝えましょう。
◎なるべく受信感度の良い所で
　通報場所によっては、通話が途切れ
たり、通話不能になることがあります。
◎いつでも通話ができるように
　状況確認のため、通信指令センター
から電話を掛け直すことがあります。
消防隊や救急隊が到着するまでは、携
帯電話の電源を切らないでください。
問　消防局通信指令課（☎532-2187）

都市計画の素案縦覧・公聴会を行います
▪内容：①県決定（変更）…道路（庄の

原佐野線外）　②市決定（変更）…用
途地域、道路、公園、緑地
▪縦覧期間：11月2日㈮～16日㈮〈土・

日曜日は除く〉
▪縦覧場所：①県都市・まちづくり推

進課（県庁新館6階）　①②都市計画
課（本庁舎7階）
▪公聴会：⃝日時…12月7日㈮ 午前10

時～、午後2時～　⃝場所…第2庁舎
6階　大研修室
▪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。
問　都市計画課（☎537-5636）

お知らせ
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