優れた技能者をご推薦ください
市では、毎年11月に、優れた技能を
有する技能者の表彰を行っています。
市内に住所を有し、他の技能者の模範
と認められる人を推薦してください。
推薦基準など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
▪申込み・問 商工労政課（本庁舎9
階）に備え付けの推薦用紙（市ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、9月13日㈭までに直接、同課（☎
537-5964）
へ。

林業水産課からのお知らせ
(☎585-6021)

市報おおいた H30.８.15

65歳になった月分から
介護保険料の納付方法などが
変わります
40歳～64歳の間、国民健康保険や職
場の医療保険と一緒に納付していた介
護保険料は、65歳になった月分から納
付方法などが変わります。
65歳になった人の介護保険料は、納
付書または口座振替で納付することに
なります。なお、次年度以降は原則とし
て年金天引きとなります。介護保険は
サービス利用の有無に関わらず、介護
を社会全体で支える仕組みです。納期
限までに介護保険料を納めましょう。
問 長寿福祉課（☎537-5741）

自然災害などにより「全壊」
「半壊」
「床
上浸水」の被害を受け、廃棄物となった
家電のリサイクル料金を負担します。
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯
機・衣類乾燥機、パソコンなどのリサイ
クル対象品がありましたら、清掃業務
課（☎568-5763）
へ。

無料

ブックトークの基本を学ぶ講座を開
催します。対象は、学校や施設などで
読み聞かせをしている人やブックトー
クに興味のある人です。
日時：9月4日㈫ 午前10時～正午
場所：市民図書館（J:COM ホルトホー
ル大分）2階会議室
定員：30人（先着順）
申込み：8月15日㈬から直接または
電話で、市民図書館へ。

小学生のための俳句入門
坪内稔典：監修

くもん出版

8月19日は語呂合わせで「俳句の日」です。そして、夏
休み中の子どもたちにも俳句に親しんでもらう日で
もあります。1992年にこの本の監修者である坪内稔
典さんらが提唱して決まりました。この本には小学生
が作った175の俳句が載っていて、たくさんの感動の
発見があります。この本を読んで、俳句にチャレンジ
してみませんか。

市民税・県民税の申告はお済みですか
30年度分（29年1月～12月分の所得）
の市民税・県民税の申告をしていない
と、適正な課税ができないだけでなく、
国民健康保険税の算定や税額証明書の
発行など各種手続きに支障をきたしま
す。早めの申告をお願いします。
申告書は、市民税課
（第2庁舎3階）
、各
支所（鶴崎・稙田市民行政センターは各
資産税事務所）
に用意しています。なお、
所得税の確定申告をした人、勤務先から
給与支払報告書が市に提出されている
人は、
市民税・県民税の申告は不要です。
問 市民税課（☎537-5730）

市民課などの窓口時間を
午後6時まで延長しています
▪開庁日時：月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後6時
対象
窓口

市民課

午後5時15分以降の
問い合わせ
対象業務
◦戸籍・住民異動、
印鑑登録、水道使
用の受け付けなど
☎537-5614
◦戸籍・住民票・印
鑑登録証明書など
の交付

パスポート
旅券交付
センター

お寺の仏像イラスト図鑑
さとう有作：イラスト

問 市民図書館 ☎576-8241

平成30年は六郷満山開山1300年の節目の年です。
今年の5月、新たに日本遺産に認定された「鬼が仏
になった里くにさき」を訪れる機会も増えるのでは
ないでしょうか。この本は図解を中心に仏像の基礎
知識が書かれてあり、仏像の見方や楽しみ方を知る
ことができます。

人権・同和教育シリーズ

☎574-6355

①国民健康保険・後
期高齢者医療の資
格・給付、国民健康 ①☎537-5616
国保
保険税・後期高齢者 ②☎537-5617
年金課
医療保険料の納付 （国民年金室）
②国民年金の加入・
変更、
保険料免除など
①医療費助成、各種
障害
①☎537-5786
手当②障害福祉サ
福祉課
②☎537-5658
ービスに関すること
児童手当、児童扶
子育て
養手当、医療費助 ☎537-5793
支援課
成など
保育・幼 保育所・幼稚園に関
☎537-5794
児教育課 すること
税 証明のうち「 所
税証明
得・税額証明書」の ☎537-5673
窓口
交付

メイツ出版
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人の生き方を考える
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9月1日現在で、次のすべてに該当す
る人は、
9月5日㈬までに市選挙管理委
員会に申請してください。
▪対象：①市内に住所または事業場を
有する人 ②年に90日以上漁船を使
用する漁業を営む人または漁業者の
ために漁船を使用して行う水産動植
物の採捕もしくは養殖に従事する人
③ 平 成12年12月6日 以 前 に 生 ま れ
た人
▪場所・問 選挙管理委員会事務局（第
2庁舎6階 ☎537-5652）

リサイクル対象品の
災害廃棄物がある人は連絡を

ブックトーク講座

言葉の問題ではなく…

▪日時：31年1月13日㈰ 正午～
▪場所：J:COM ホルトホール大分、大
分いこいの道
▪対象：平成10年4月2日から11年4月
1日までに生まれた人 ※本人宛て
の案内状は郵送しません。大分市に
住民票がなくても参加できます。な
お、記念品はありません。
問 社会教育課（☎537-5722）

大分海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿を作成します

お知らせ

は「わたしはアレン（仮名）と言います。
同じアパートに住んでいる方ですよね」
と笑 顔で話しながら座りました。わた
しも名前を言った後、
「日本語がお上手
なんですね 」と 話すと、彼は「 実は…
わたしは日 本 人なんです」と 答えたの
です。日本 人と外 国人の両 親 がいる彼
が日 本 育ちであることや、就 職して初
めて一人暮らしをすることになったこと
などがわかりました。彼は先ほどの店
を指しながら、
「あの店員さんは素敵で
す」と話し始めました。そして、
「わた
しはメニューを 迷っていただけなのに、
わ ざわ ざカウンターから 出てきて『 日
本 語はわかりますか？お 困りではない
ですか？』と声をかけてくれたんです。
普 段、こちらから 話しかけようとする
と 逃 げられることもあるんですよ。わ
たし、怖いんですかね 」と 苦 笑いしな
がら、
「ちゃんと向き合ってくれる人が
いると嬉しいです」と話してくれたので
す。
外見から決めつけ、苦手意識を持ち、
アレンさんを 避けていた 自 分のこと が
恥ずかしくなりました。
（ある男性の話より）

平成31年成人記念集会は
31年1月13日㈰に行います

▪期間：9月3日㈪～7日㈮
▪対象：昭和56年5月31日以前に着工さ
れた市内の木造一戸建て住宅（併用
住宅で、住宅部分の面積が2分の1以
上のものを含む）
▪募集戸数：20戸（先着順）
▪申込み・問 直接または電話、はが
き、ファクス、Eメール（はがき、ファ
クス、Eメールの場合は「簡易診断の
申込み」と記入）で、住所、氏名、電話
番号、希望日時を記入し、8月15日㈬
～24日㈮〈必着〉に開発建築指導課
（ 〒870-8504 荷 揚 町2-31 本 庁
舎7階 ☎537-5635
534-6201
kensido@city.oita.oita.jp）へ。

わたしたちは「自分とは違う」
と い う 意 識 が 働 き、 相 手 を 避 け
ようとする行動を起こすことが
あ り ま す。 そ の よ う な 心 の 内 を
見つめたうえで人とふれあうこ
と で、 初 め て 気 づ く こ と も あ る
のではないでしょうか。

はできません。予算額に達し次第終
了します。林業水産課(本庁舎8階）
または各支所、本神崎・一尺屋連絡所
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、同
課または各支所、本神崎・一尺屋連絡
所へ。

無料

このコーナーでは、市民図書館が所蔵
している新刊を紹介します。

市民図書館からのお知らせ

一か月ほど前、同じアパートに、外国
人の男 性 が引っ越してきました。見 上
げるほど大きくて、肌の色が違う彼と
初めて廊 下で会ったときには、思わず
後 ずさりしてし まいました。わたしは
日本 語しか話せません。何か尋ねられ
ても答えられないし、わずらわしいと感
じ、逃げるように自分の部屋に入りま
した。それから、すれ違えば 会 釈くら
いはするけれども、自 分から 積 極 的に
関わろうとはせず、彼 がバス停の時 刻
表の前で首をかし げていた 時には気づ
かないふりをして素通りしていました。
あ る 休 日のこ とです。ショッピング
センターのフードスペースで食事をして
いると、セルフサービス形 式の和 食 店
に彼 が並んでいました。店 員さんが彼
の側に立ち、何か話しかけていました。
彼は笑 顔でうなずきながらそれを聞い
ていました。
支払いを済ませ、定食を持った彼は、
空 席を 探す中でわたしに気づき、近づ
いてき ました。緊 張するわたしの前に
立った彼は「ここ、いいですか？」と尋
ねてきたのです。
「えっ、日本語？」と
驚きつつ、
「どうぞ」と促しました。彼

◎鳥獣被害防護柵の購入費助成
▪対象：鳥獣による農林産物等への被
害や人身被害を防ぐため、電気柵、ト
タン柵、鉄線柵を設置する個人・団体
で、
30年度に本事業の補助を受けて
いないもの
▪助成金額：資材購入費の3分の2以内
※助成金額に上限有り
◎自衛捕獲用わなの購入費助成
▪対象：市内に居住する農業者でわな
猟免許を有し、ハンター保険などに
加入している人
▪対象動物：①タヌキなど（中型動物）
、
②カラス、
③イノシシなど
（大型動物）
▪助成金額：わな購入費・資材購入費の
3分の2以内
（上限①1万円、②10万円、
③箱わな6万円 くくりわな2万円）
▪受付期限：12月28日㈮
▪その他・申込み・問 購入後の申込み

建築士による木造住宅の
簡易耐震診断を行います

市報おおいた H30.８.15
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