おおいたナビ

ホルト季節のプログラム vol.3ジングルベルコンサート

ピアノ連弾による
華やかな音色をお届け♪

催し

12月23日㈰

⃝日時：

文化庁文化芸術振興費補助金

（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

午後2時～（開場は午後1時30分）

⃝場所：J:COMホルトホール大分１階 小ホール
※整理券配布日時と場所
ホルとも会員 12月１日㈯ 午前９時～ 総合事務室
一般
12月８日㈯ 午前10時～ 大ホールホワイエ

問 J:COM ホルトホール大分 ☎576‐8877

冬休みコンパル KIDS 体験隊
募集

12月22日㈯

日：

◎宇宙メダルをつくろう
⃝時 間：午前10時～11時30分
⃝参加料：1,000円（材料費など）
⃝内 容：紫外線で固まるレジン液を使って、宇宙をイ
メージしたメダルの作成
◎みんなでつくろう！世界のクリスマススイーツ
⃝時 間：午後1時～3時
⃝参加料：1,200円（材料費など）
⃝内 容：世界の代表的なクリスマススイーツ作り

問 コンパルホール ☎538‐3700
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高崎山宣伝部長「たかもん」
の誕生日を記念し、高崎山自
然動物園を無料開放します。
さるっこレールと駐車場は有
料です。当日は楽しい催しが
盛りだくさん。イベントの内
容など詳しくは、高崎山自然
動物園ホームページをご覧に
なるか、同園へお問い合わせ
ください。爽やかな秋空のも
と、家族や友人と一緒に、た
かもんのお祝いをしません
か。

市報おおいた H30.11.15

人と猫は古くからともに暮らしてきましたが、時代の移り変わりの中で、人と猫の付き
合い方や猫の飼い方は変わってきました。また、住宅環境の変化により、ふん尿や悪臭問
題などさまざまなご近所トラブルが発生しています。
飼い主には、動物はもちろん社会に対する責任があります。猫の習性や生態に関する正
しい知識を学び、最後まで愛情と責任を持って飼育しましょう。
問
1

猫はあっという間に増
えます
にゃ
～

2

～
にゃ

11月17日㈯

⃝月日：

⃝場所：高崎山自然動物園
⃝内容：午前９時40分～
午前10時10分～

午後 ０時40分～

午後 １時10分～

午後 ２時40分～

午後３時10分～

おサルと一緒に記念撮影会
たかもんの誕生日会
高崎山○×クイズ 賞品あり
たかもんと尻ずもう
おサルのチャレンジコーナー
おサルと一緒に記念撮影会
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市民食品衛生講座

楽しく料理をしながら
食品衛生の知識を深めよう

魚介類による食中毒の予防方法や衛生的な調理・片付けの
方法を実践しながら学びます。対象は市内に居住し、食品
衛生に興味のある人です。定員は30人で、多数時は抽選。
参加料は無料です。申込みは、直接または電話で、11月15
日㈭～26日㈪に保健所衛生課（荷揚町6 -1）へ。

12月11日㈫

⃝日時：

猫が増えすぎること
でさまざまな問題が

午前10時～午後０時30分

（受付は午前９時40分）
⃝場所：J:COMホルトホール大分1階 キッチンスタジオ
⃝内容：食中毒予防のポイント解説
スポンジやふきんなどの消毒方法紹介
か
食品衛生学を踏まえた魚介類の調理・試食（牡
き
蠣ドリアを予定）

問 保健所衛生課 ☎536‐2704
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☎536‐2567

飼い主一人ひとりが
飼い猫の命に責任を

きちんと世話ができる数以

望まない繁殖を防ぐ最も確

上の猫をかかえると、猫も

実な方法は不妊・去勢手術

人も不幸にしてしまいます。

で す。 猫 を 飼 い 始 め た ら、
すぐにかかりつけの動物病
院をつくりましょう。

妊娠が可能
になる月例

平均生後６カ月～
（早ければ生後４カ月～）

・過密な環境が猫に強いス
トレスを与える

妊娠期間

約60日

出産頭数

平均６匹

・ふ ん尿など汚物が放置さ
れ、衛生状態が悪化する

・生 殖器系の病気のリスク
がなくなる

繁殖シーズン

年3～4回

繁殖方法

交尾排卵動物

・病 気が発生しやすくなる
ほか、病気の発見が遅れる
ことも

・大
 きな 鳴き声 やマーキン
グ、けんかなど発情期特有
の困った行動が抑制される

・飼い主の時間的、経済的負
担が大きくなる

・災 害 時、避 難 所 や シ ェ ル
ターでの性的なストレス
を軽減できる

～
にゃ

問 高崎山自然動物園 ☎532‐5010

教室

保健所衛生課

生じる問題例

※天 候などにより、時間や内容などが変更になる場合があり
ます。

ワークショップに参加して
冬休みの思い出を作ろう

小 学 生 を 対 象 に 体 験 型 のワーク
ショップを開催します。
定員は各20人
で、
いずれも多数時は抽選。
申込みは、
往復はがきに、
住所、
氏名
（ふりがな）
、
性別、
学年、
電話番号、
講座名を記入
し、
11月15日㈭～12月７日㈮午後５
時
〈必着〉
にコンパルホール
（〒870 0021 府内町一丁目5-38）
へ。
⃝月

おサルさんたちと
高崎山で楽しい一日を

催し

～
にゃ

２台のピアノを使った４人の
奏者による連弾ピアノコン
サートです。入場は無料で定
員は202人、整理券が必要で
す。演奏曲はチャイコフス
キー「くるみ割り人形」やラ
フマニノフ・組曲第２番より
「ワルツ」など。クリスマス
らしい華やかな音色で、皆さ
んに特別なひとときをお届け
します。

高崎山無料の日

にゃ～

・鳴 き声による騒音など近
隣や地域の迷惑になる

不妊・去勢手術の主な利点

飼い猫は室内飼育を！～猫に快適な室内環境をつくるポイント～
部屋の中に
高低差をつくる

外が見える場所
をつくる

猫は高いところや上下
運動を好む習性があり
ます。家 具や段ボ ール
箱 、市 販 のキャットタ
ワーなどで上下運動の
で きる 場 所 を 作 りま
しょう。

安全なところから外を眺
めたり、動くものを見る
ことが好きです。

爪とぎ場所を
用意する

トイレを整える
部屋の中の静かな落ち
着ける場所に設置して
ください。
トイレの数は
猫の数＋１で、大きさは
体長の1.5倍が理想で
す。毎日きれいに掃除し
ましょう。

う～ん
～
にゃ

ガリ
ガリ

猫 は 古 い 爪 をは がした
り、自分の匂いを付ける
ために爪をとぎます。
爪とぎができる月齢になっ
たら、
早めに爪とぎを使え
るように教えましょう。

市報おおいた H30.11.15
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