
出張します!
介護予防のための
健康教室 受講団体募集
◎お口の健康教室
▪内容：歯科衛生士によるお口の健康

を保つための講話・体操など
◎食べていきいき教室
▪内容：管理栄養士による栄養バラン

スのとれた食事の講話など
▪日時：月～金曜日（祝日を除く）
　午前10時～午後3時（講話は1時間～

1時間30分程度）
▪対象：おおむね65歳以上の市民で構

成する5人以上の団体
▪申込み・問　直接または電話で、長寿

福祉課（第2庁舎2階　☎537-5746）へ。

第7回
「アートプラザ建築キッズ絵画展」 
作品募集
　あったらいいなと思う「ゆめの公園」
を描いた絵画作品を募集します。
▪対象：県内居住の小学生
▪展示期間：31年1月11日㈮～20日㈰
▪その他：1人1点、四つ切サイズの画

用紙で応募してください。
▪展示場所・申込み・問　アートプラザ

に備え付けの応募用紙（アートプラ
ザホームページでダウンロードも
可）に記入し、9月10日㈪～11月30
日㈮に同プラザ（☎538-5000）へ。

即興芝居×即興コメディ
ロクディム in OITA
▪日時：11月22日㈭　午後

7時～8時30分、11月23日㈮　午後2
時～3時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

小ホール
▪定員：各202人（先着順）
▪料金：大人…1,500円、高校生以下…

500円（全席自由、当日券はいずれも
500円増し）　※前売り券を8月15
日㈬からJ:COM ホルトホール大分
で販売
▪その他：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
問　J:COM ホルトホール大分（☎576-

8877）

無料

イベント

県統計グラフコンクール作品
募集
▪対象：小学生以上
▪募集規格：仕上げ寸法72.8cm×51.5 

cm（B2判）　紙質・色彩は自由
▪募集期限：8月31日㈮
※条件など詳しくは、総務課（本庁舎３

階）に備え付けの募集要項（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（☎537-5795）へ。

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」（市内在住の20
歳以上の人）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。
※援助会員になるためには、２日間の

講習会（無料）の受講が必要です。
◎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
▪次回の援助会員講習会：9月9日㈰・

12日㈬　※申込期限：9月1日㈯
◎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

歳以上の高齢者、その三親等内の家族
▪次回の援助会員講習会：9月18日㈫・

19日㈬　※申込期限：9月4日㈫

各種臨時職員募集
◎公立保育所臨時保育士の登録者募集
　登録制で、随時募集しています。
▪対象：保育士の資格保有者
▪登録方法：必要書類を提出し、面接
▪賃金：日額8,060円
※申込方法など詳しくは、保育・幼児教

育課(☎585-6015)へ。
◎臨時給食調理員（日々雇用）登録者募集
▪勤務日：職員の休暇代替として、小学

校から要請のある日　※登録後、長
期雇用（1年以内）になる場合あり。
▪勤務場所：市内の小学校
▪内容：学校給食の調理、配膳、食器洗

浄など
▪選考方法：書類審査、面接
▪賃金：日額6,990円
※申込方法など詳しくは、教育総務課
（☎537-5781）へ。

下水道事業受益者負担金
納入通知書を発送しました
　納期限までに必ず納付しましょう。
また、分割納付する場合は便利で確実
な口座振替をご利用ください。なお、対
象となる人で通知書が届いていない場
合は、お問い合わせください。
問　上下水道局営業課（城崎町一丁目　

☎538-2416）

新しい国民健康保険被保険者証は
届きましたか
　国民健康保険加入世帯に新しい被保
険者証（うすい赤色）を、7月に簡易書留
で送りました。該当者で、まだ届いてい
ない人は、国保年金課（☎537-5736）へ。

パッケージデザインコンテスト
参加者募集
　クリエイティブ
産業育成のために
スタートした「お
おいたデザイン・
エ イ ド2018」 の
一環として開催します。
▪題材：市で公募した商品のパッケー

ジデザイン（おおいたデザイン・エイ
ド2018公式ホームページで公開中）
▪対象：市内に居住または通勤・通学し

ている人
▪賞：最優秀賞1点、優秀賞1点、審査員

特別賞1点、学生奨励賞5点（副賞あり）
▪申込み・問　商工労政課（本庁舎9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、必要
書類を添えて、9月3日㈪～11月22日
㈭に、同課（☎585-6011）へ。

援農かっせ隊募集
▪内容：農繁期の農家のお手伝い（ボラ

ンティア）
▪対象：農作業ができる人（年齢・性別不

問、未成年者は保護者の同意が必要）
▪その他：交通費は自己負担、昼食は受

け入れ農家から提供。市ボランティア
保険が適用されます（自己負担なし）。
▪申込み・問　農政課（本庁舎8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、必要書
類を添えて、同課（☎537-7025）へ。

募集

大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
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。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。） 問国際化推進室（☎537-5719）

11 市報おおいた  H30.８.15

住宅地や住宅地に近い場所での
農薬使用にご注意を
　農薬を住宅のそばで使用する場合
は、次の点に注意してください。
⃝農薬使用量や回数の削減　⃝農薬の
使用方法の厳守　⃝飛散しにくい農薬や
機材の使用　⃝散布は無風・風の弱いと
きに行い、風向きやノズルの方向に注意
する　⃝地域住民への周知　⃝使用した
農薬の内容を記録し、一定期間保存する
問　生産振興課（☎537-5770）

児童扶養手当（ひとり親家庭などの
手当）を8月10日に振り込みました
　該当者で振り込みのない人は、子育て
支援課（☎537-5793）へご連絡ください。

障害福祉課からのお知らせ
(①☎537-5786  ②☎585-6009)
①障害児福祉手当などを8月10日に振

り込みました
　8月期分の障害児福祉手当や特別障害
者手当、福祉手当（経過措置分）を受給者
の指定口座に振り込みました。該当者で
振り込みのない人は、ご連絡ください。
　また、病気や障がいのため日常生活
において常時の介護を必要とする、20
歳未満で障害児福祉手当の申請をして
いない人および病気や障がいのため在
宅で常時特別の介護を必要とする、20
歳以上で特別障害者手当の申請をして
いない人は、お問い合わせください。
②障害者医療証を郵送しました
　7月末に、障がい者で医療費助成対
象として受給資格が認定された人に、
新しい医療証を郵送しました。また、受
給資格が停止になる人には別途お知ら
せを郵送しました。なお、助成対象者
で、まだ医療証をお持ちでない人は、交
付申請をしてください。
▪助成対象：心身障がい者…⃝1級、2

級、3級の身体障害者手帳の所持者　
⃝A1、A2、B1、B2の療育手帳の所持
者　精神障がい者…1級の精神障害
者保健福祉手帳の所持者　※受給資
格には、所得による制限があります。
▪申請に必要なもの：健康保険証、該当す

るいずれかの手帳、印鑑、預・貯金通帳
（本人名義）、本人および同一世帯員の
マイナンバーカードまたは通知カード

送付と振込

無料人権相談を行います
▪日時：9月5日㈬　午前10時～正午、午

後1時～3時
▪相談員：人権擁護委員
▪内容：人権問題について
▪場所・問　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　☎576-7593〉

住宅・土地統計調査にご協力を
　この調査は、総務省が行う住生活に
関するさまざまな施策のための基礎資
料を得ることを目的とした統計調査で、
市では450地区の中から抽出された
7,500世帯で実施されます。
　調査の対象となった世帯には、9月
中旬から9月下旬にかけて調査員証を
携行した調査員が伺います。
　また、記入された調査票の内容は統
計作成のみに使用され、秘密が厳守さ
れるよう法律で定められています。ご
協力をお願いします。
問　総務課(☎537-5795)

穴ぼこ110番
　道路の穴ぼこやマンホールぶたの 
がたつきなどを見掛けたら、連絡をお
願いします。
⃝市道…道路維持課（☎537-5769）　
⃝国道〈10号、210号宮崎交差点～大
分市境〉…国土交通省大分維持出張所

（☎543-2030）、道路緊急ダイヤル（☎
#9910）　⃝県道、上記以外の国道…
大分土木事務所（☎558-2141）

農業委員会からのお知らせ
（☎537-5654）

◎農地の無断転用や耕作放棄をなくし
ましょう

　農地の転用には、農地法による手続
きが必要です。原状回復の命令や罰則
の適用もありますので、無断転用はや
めましょう。
　また、耕作放棄は雑草による病害虫
の発生など、周辺地域に多大な迷惑を
かけます。適正な管理をお願いします。
　農地の転用や売買・賃貸に関する相
談や申請を受け付けています。気軽に
お申し出ください。
◎議事録の公開
　毎月の定例総会の議事録を農業委員
会事務局（本庁舎8階）や市ホームペー
ジで公開しています。

子育て支援課からのお知らせ
（☎537-5619）

◎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。
◎母子家庭等自立支援給付金制度をご

利用ください
①自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の母または父（過去に給
付金の支給を受けていない人）が、資格
を取得するに当たり、対象となる教育訓
練給付講座を受講し修了した場合、経費
の60％（20万円を上限）を支給します。
②高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の母または父が、介護福
祉士・保育士・看護師などの資格取得を
目的に、1年以上養成機関で修業する場
合に、一定の受講期間の生活費を支給し
ます。　※支給額は所得により異なりま
す。　⃝修業期間中の生活費の助成…
月額10万円または7万500円　⃝修了
支援給付金…5万円または2万5,000円
▪所得制限：①②ともに児童扶養手当

を受給しているか、または同様の所
得水準にあること

※事前の相談が必要です。詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、子育
て支援課へ。

DV(配偶者からの暴力)電話相談
　配偶者や恋人からの暴力や暴言に一
人で悩んでいませんか。無料で相談す
ることができます。また個人情報は守
られます。
▪相談窓口・日時：⃝中央子ども家庭支

援センター(☎537-5666)　平日…
午前8時30分～午後6時　⃝県婦人
相談所(☎544-3900)　平日…午前
9時～午後9時　土・日曜日、祝日…
午後1時～5時、午後6時～9時　⃝ア
イネス(☎534-8874)　平日…午前
9時～午後4時30分

お知らせ
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