
第12回大分市ふるさとコンサート
　大分市にゆかりのある若手実力派演
奏家によるコンサートです。今回は、「別
府アルゲリッチ音楽祭」連携事業として、
音楽祭ゆかりの演奏家が登場します。
▪日時：31年2月24日㈰　午後2時～
　（午後1時30分開場）
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪料金：1,000円（全席自由）　※チケッ

トは、12月1日㈯からトキハ会館、あ
けのアクロスタウン、チケットぴあ

（Pコード：131-754）、
ローソンチケット（L
コード：81924）で販
売します。
問　文化国際課（☎537-

5663）

第23回まちづくり情報カフェ
「大分市の景観物語」
▪日時：12月18日㈫　午後6時～7時30

分（午後5時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階

302会議室
▪講師：穐

あき

山
やま

 和
かつ

大
ひろ

氏（合同会社 まちづ
くり事務所まちもり代表）
▪定員：72人（当日先着順）
問　まちづくり情報プラザ（☎544-5613）

「地域創生人材」育成のための
管理能力向上講座
▪日時：31年1月10日・17日・24日・31日、

2月7日・14日（木曜日・全6回）
　午後6時30分～8時20分
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：300円（資料代）　※交流会

参加者は各回別途300円
▪講師：日本文理大学教員
▪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、12月1
日㈯～31年1月9日㈬に同プラザ（☎
576-8879）へ。

ピアノ 渡邊 智道

フルート 
佐藤 花菜
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中津留 果己

テノール
三浦 大喜

講座＆教室
無料

NPお母さんひろば
参加者・保育ボランティア募集
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：31年1月22日～2月26日（火曜

日・全6回）　午後1時30分～3時30分　
※2月12日㈫分は、13日㈬に開催
▪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

12月11日㈫～22日㈯、②は12月11
日㈫～31年1月12日㈯に子育て交
流センター（☎576-8245）へ。　※
12月25日㈫を除く

未来自分創造資金の奨学生募集
　31年4月に高等学校、高等専門学校など
に進学する生徒に、奨学資金を給付します。
▪定員：新1年生50人（予定）
▪給付額：入学時…10万円、2・3年生進

級時、卒業時…各5万円
▪対象：次のすべての条件を満たす人
　⃝保護者が市内に住所を有しているこ

と　⃝学業・人物ともに優秀で、経済的
理由により修学が困難な人　⃝市奨学
資金および市緊急採用奨学資金との併
用をしない人　⃝30年度の市民税の所
得割額が年額5万1,300円未満の世帯
▪申込み・問　学校教育課（第2庁舎4

階）に備え付けの願書、推薦調書（市ホ
ームページでダウンロードも可）、その
他必要書類を、直接、12月17日㈪～31
年1月31日㈭に同課（☎537-5903）へ。

こまつ座「イーハトーボの劇列車」
▪日時：31年3月24日㈰　午後2時～
▪場所：J:COM ホルトホール大分　大

ホール
▪料金：A席7,000円、B席6,000円、C席

5,000円（学生料金は3,500円）  ※チケッ
トは、12月1日㈯からJ:COM ホルトホール
大分1階総合案内所などで販売します。
問　J:COM ホルトホール大分（☎576- 

8877）

無料

イベント

ひとり親家庭等医療証などを
郵送しました
　ひとり親家庭等医療証の更新申請をし
た人に、12月から使用できる新しい医療
証を11月22日に送付しました。また、所得
超過などにより、助成対象外となる人に
は、更新申請却下通知書を送付しました。
　更新申請をした人で、医療証または
却下通知書が届いていない場合は、連
絡してください。
問　子育て支援課（☎537-5796）

大分三好ヴァイセアドラー
ホームゲーム入場者募集
　今シーズンからバレーボールトップ
リーグに参戦している大分三好ヴァイ
セアドラーの試合に、市民を無料招待
します。
▪日時：31年1月12日㈯・13日㈰  午後3時～
▪場所：県立総合体育館（青葉町）
▪定員：各ペア90組180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・電話番号、観
戦希望日を記入し、12月1日㈯～20
日㈭〈消印有効〉に㈱大分三好ヴァイ
セアドラー「大分市招待事業」係（〒
870-0315　大字佐野4236）へ。
問　スポーツ振興課（☎537-5979）

「森林セラピートレイルランニング
大会 in のつはる」選手募集
　平成森林公園（大字荷尾杵）を舞台
に、約40kmの山道を走ります。
▪日時：31年3月17日㈰　午前8時～
▪定員：500人(先着順)
▪参加料：6,000円(傷害保険料など)
▪申込期間：31年2月3日㈰まで
▪その他・問　林業水産課に備え付け

の資料(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(本
庁舎8階　☎585-6013)へ。

送付と振込

募集
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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12月3日㈪～9日㈰は
「障害者週間」です

　すべての国民が障がいの有無によっ
て分け隔てることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現を目指す「障害者差別解消法」が
施行されました。
　障がいのある人もない人も、自分ら
しい生活を送るためには、地域で共に
暮らす皆さんの理解と協力が必要で
す。この機会に、互いを思いやる心の大
切さについて考えてみませんか。
問　障害福祉課（☎537-5658）

母子・父子・寡婦福祉資金の
貸付制度を
ご利用ください
　ひとり親家庭の母または父、寡婦の
経済的自立とその児童の福祉の向上の
ため、各種資金の貸し付けを行ってい
ます。扶養する児童の進学資金などに
お悩みの人は、ご相談ください。
問　子育て支援課（☎537-5619）

門松カードの配布方法が
変わりました
　各家庭に配布していた門
松カードを、必要に応じて
取りに来ていただくように
変更しました。12月4日㈫
～28日㈮に、公園緑地課

（本庁舎7階）、各支所、各地
区公民館（大分中央・大分西部・大分南
部・南大分・大分東部・明治明野・鶴崎・
大南・稙田・坂ノ市・大在・佐賀関・野津
原）で配布します。
問　公園緑地課（☎537-5975）

医師、歯科医師、薬剤師の届出票、
医療・調理師業務従事者届を
提出してください
　届出義務者は、12月31日現在の状況
を、保健所で配布している届出票に記
入し、31年1月15日㈫までに提出して
ください。
▪対象・届出先：⃝医師、歯科医師、薬

剤師の免許所持者全員（業務に従事
していない人も含む）…住所地また
は就業地の保健所　⃝保健師、助産
師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯
科技工士、調理師のうち、業務に従事
している人…就業地の保健所
問　保健所保健総務課（☎536-2554）

犬の飼い主の皆さんへ
　飼い犬に所有者明示をしましょう。
所有者明示の方法は以下の通りです。
⃝狂犬病予防法により、犬の登録番号

を記載した「犬鑑札」と、犬の注射番
号を記載した「狂犬病予防注射済票」
は装着義務があります。必ず飼い犬
に着けましょう。
⃝任意で、迷子札とマイクロチップを

装着することもできます。
　飼い犬の逃走に気付いたら、すぐに
保健所衛生課に連絡してください。市
内で捕獲した犬の情報は、随時市ホー
ムページに掲載しています。
問　保健所衛生課（☎536-2567）

ひとり親家庭高等学校卒業程度
認定試験合格支援制度を
ご利用ください
　ひとり親家庭の親および児童を対
象に、高等学校卒業程度認定試験の合
格を支援するため給付金を支給しま
す。事前に相談が必要です。受講開始日
の14日前までに子育て支援課（☎537-
5619）へお問い合わせください。

みんなで節電　
2018（冬）
　12月1日㈯～31年3月31日㈰は、冬
の節電キャンペーン期間です。身近な
ことから節電に取り組みましょう。
問　環境対策課（☎537-5758）

登録型本人通知制度を
ご利用ください
　本人通知制度とは、戸籍や住民票な
どの証明書を本人の代理人や第三者に
交付したとき、本人へ通知するもので
す。本人通知により、不正請求の早期発
見や抑止につながります。
　市の住民基本台帳や戸籍に記載され
ている人であればこの制度を利用でき
ますが、事前登録が必要です。なお、同
一世帯でまとめて登録申請することも
できます。
▪申請場所：市民課（本庁舎１階）、各支

所、旭町文化センター、人権啓発セン
ター（ヒューレおおいた）〈J:COM ホ
ルトホール大分１階〉、各地区公民館　
※郵送も可

▪その他：申請方法や申請に必要なもの
など詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、市民課（☎537-5615）へ。

塩分マイナス１ｇ、野菜プラス１皿
を意識しましょう
　市民の約３人に１人が高血圧という
現状です。高血圧は、CKD(慢性腎臓
病)の原因となり、重症化すると人工透
析が必要になります。
　市では高血圧対策に有効な減らしお

（塩）生活を推進しています。また、野菜
に含まれるカリウムは血圧を下げる効
果があります。減らしお（塩）生活を意
識して、健康な生活を送りましょう。
問　保健所健康課（☎536-2562）

ひとり親家庭支援プラザを
ご利用ください
　ひとり親家庭、寡婦の人を対象に、日
常生活についての相談や支援制度の紹
介を行っています。
▪受付日時：第2・4月曜日、年末年始を

除く毎日　午前9時～午後5時
▪場所・問　ひとり親家庭支援プラザ
（J:COM ホルトホール大分3階　☎
576-8882）

認知症の悩み電話相談をご利用
ください（☎537-1165）
　保健所保健予防課では、認知症につ
いて専用電話を設けて相談を受けてい
ます。気軽にご利用ください。
▪受付：毎週月～金曜日（祝日、年末年

始を除く）　午前9時～午後4時30分

原木シイタケの種駒購入費用を
助成します
▪補助対象者：市内に住所または所在

地を有する原木シイタケ生産者
▪補助対象：30年度に購入する種駒の

うち、3万駒を超える分
▪補助金額：種駒1個につき1円
▪受付期間：31年1月7日㈪～25日㈮
※購入後の受付はできません。補助条

件や申請方法など詳しくは、林業水
産課（本庁舎8階　☎537-5783）へ。

お知らせ

無料
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