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懐かしい思い出の風景
変わりゆく大分のまち

ことなどもあり、新大分空港へその役割を引
き継いだ。現在、跡地は大洲総合運動公園と

運行。平成 21年にその役目を終えた。

平成６年頃
提供：栗林伸幸氏

パ―）佐賀関製錬所までを結んでいた。昭和 21年に日本鉱業
が運行を開始し、当初は同社の貨物運搬専用路線であったが、
昭和 23 年には地方鉄道として旅客業務も始まった。現在は、

昭和47年頃
提供：大分交通㈱

明治 33 年 5月10 日、九州で初めての路面電車が大分で開通。別大電車の愛
称で親しまれ、市内交通の主役として活躍した。大分駅前からは市内系統（か
んたん行）と別府・亀川行の2 系統が運行され、市内系統は昭和 43 年にワン
マン運転化された。昭和 47年４月に別大電車は廃止され、72 年間の歴史に
幕を閉じた。表紙は、中央通りを走る別大電車。（提供：栗林伸幸氏）

別大電車

日豊本線幸崎駅に接続し、日本鉱業（現：パンパシフィック・カッ

佐賀関鉄道（軽便鉄道）

提供：PPC㈱佐賀関製錬所

昭和47年頃

「平成」という一つの時代が終わろうとしています。

フトが就航した。当初は陸路の約半分の時間で

昭和から平成へと移りゆくなかで、大分のまちは大きく発展しました。

港。同時に、市内と新空港を結ぶホーバークラ

まちの発展とともに、変わってしまった風景があります。

昭和 46 年10 月、現国東市に新大 分空港が 開

昭和47年頃（大分駅前）

今回は、懐かしい写真を見ながら昭和から平成にかけて振り返ります。

なっている。

懐かしい思い出の風景

地形上の問題で滑走路の延長ができなかった

昭和30年代前半

ホーバークラフト

32 年 3月開設された。市街地に近かったこと、

旧大分空港

戦時中の大分海軍航空隊の飛行場跡に、昭和

変わりゆく大分のまち

昭和32年頃

鉄道の廃線敷を使ったサイクリングロードが整備されている。

旧大分県庁
昭和３７年頃

提供：PPC㈱佐賀関製錬所

大正10 年に府内城内に完成。一部地下室
を有する2 階建ての「ドイツ風近世式」建
築で、屋根は周囲の杉と松にマッチする中
チンタオ

国青島製赤瓦を用いた。内部床面には鉄筋
コンクリート上に練革を施した豪華な造り

今 は もう見 る こ と の で き な い 風 景

であった。

提供：大分合同新聞社
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別大国道沿いの海岸線

昭和60年頃
提供：大分県

提供：大分交通㈱

田ノ浦海岸は、昭和 30 年代まで海水浴・磯遊びの場として親
しまれ、近くを通る別大国道は別大電車や馬車が走っていた。
れきはま

田ノ浦ビーチは礫浜だったが、平成４年度から国・県・市の
合併事業により、レクリエーションが楽しめる人工島の整備な
どが進められた。平成12 年には、約 30 年ぶりに海水浴場が

昭和40年代前半

中心市街地

明治36年頃（両郡橋付近）

2008

提供：日本銀行大分支店

昭和 46 年に長崎屋、昭和 48 年にジャスコ、
ニチイ、ダイエーの３店が相次いで開店、
昭和 49 年には日本銀行大分支店の跡地に
西友ストア（後のパルコ）が進出した。ト
キハ本店は昭和 50 年に、増改築により売
り場面積を倍増。大分市は大型店が立ち
並ぶ九州でも最大の激戦区であった。

復活した。

昭和50年頃
提供：大分県

変 わりゆく風 景

昭和50年頃
提供：県住宅供給公社

昭和47年頃

新産業都市の建設は、恵まれた立地条件と国の全国総合開発計画
の拠点開発構想の推進という国策のもと、高度経済成長に支えら
れ 順 調 に 進 展して いった。ま ず、昭 和 39 年 に 九 州 石 油（現：
JXTG エネルギー）大分製油所が操業を開始、昭和 44 年九州電力
大分発電所、昭和 45 年東芝大分工場（現：ジャパンセミコンダクター
大分事業所）が稼働、さらに昭和 47年新日本製鐵（現：新日鐵住金）
大分製鐵所第1高炉に火が入り、鉄と石油の新産業都市の骨格が出
来上がった。上の写真は、現在の７号地付近にあった海水浴場で、
多くの人に利用されていた。

昭和40年代中頃

明野

新産業都市

提供：大分県

提供：県住宅供給公社

大分郡明治村猪野山であったこの地に戦後開拓が始まり、開拓農業協同組合設
立準備会において明野と命名され、昭和 38 年の新大分市発足とともに大分市
明野となった。大分市が新産業都市に指定されたことを契機に、昭和 40 年に
造成を開始、県営住宅に次いで進出企業の社宅などが供給され、徐々にまちが
形成された。

提供：新日鐵住金㈱大分製鐵所
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大分市のまちづくり・都市計画について
深く知るなら

て囲まれていたが、明治に入ると、市街地

移りゆくまちなみの中で

である、大分大学名誉教授の佐藤

痕跡を、建築や都市計画の専門家

ないものも。歴史の記憶を留める

変わりゆく時代の中で、変わら

い た 施 設 の 場 所 を 知 ら せる 石 碑、

か ら ね。その 他 に も かつて 建って

造ったらそう簡単に消えないです

つか らで きていま す。道 路 は一度

道」
「伊 予 街 道」
「日 向 街 道」の ４

変わらずに存在するもの

誠治さんに伺いました。

がいます が、そ れは 違 う と 思って

的な雰 囲 気を感じない」という人

ら新しくつくられた都 市で、歴 史

「大分は、戦争で被害を受けてか

精 巧に造 られているか、分 かるは

深 く 見てく ださい。石 垣がいかに

ば、石 垣 も。ぜ ひ、近 く か ら 注 意

府 内 城 の 素 晴 ら しい 痕 跡 とい え

の 痕 跡 を た どる こ と が で き ま す。

お寺などからも、府内城や城下町

います。江戸 時代の初期に大友 館
大分市の近代的な都市づくり

ずです。

それを取り囲むように城下町をつ
は、明治初年に始まります。この

から府内に中心が移り、城を建て、
くるわけですが、それが今のまち
の 原 型になっている んで す。私 た
ち専門家は「アーバンパターン（都
市原型）
」といいますが、大分市の
アーバンパターンは府内城と府内
城 下 町。このアー バンパターンは
３００ 年、４００ 年 経っても 残る
んです。戦 争で被 害を受けたくら
いじゃ変わらない。大 分 市 中 心部
からの主要な道路は、府内城下か

時代の痕跡もたくさん
ずに 残っていま す。現 在 は 菡 萏 港

小 さい港です が、こちら も 変 わら

ライドを持って残そうと取り組ん

ました。当時の人々はきっと、プ

残っていなかったものを復興させ

ら伸びていた「小倉街道」
「肥後街

あ り ま す が、そ の 一 つ
や 大 分 港 周 辺 が「か ん た ん 港 園」

昭和に入ると、宅地の整備も始

大分市史編さん委員会 1988 『大分市史』
〈参考文献〉

でも残っています。

問 まちづくり情報プラザ
☎544-5613

まりました。当時はまだ、田んぼ

定員： 72人（当日先着順）

赤 と 白の 灯 台 が ある

J:COM ホルトホール大分３階 302会議室

の整理が主だったので「土地区画

（午後5時30分開場）

大 正 ４ 年 にで き た 大 分

3月22日㈮ 午後6時～7時30分

整理」なんていう制度はありませ

の痕跡を、写真とともに紹介します。

港 も 当 時 か ら 姿 をほ と

近世から近代に移る明治以降に、大分は急速に

んでしたが、中島地区を中心とし

・大分きれい100 選事業の紹介資料

今でも残る建物では、大分銀行

発展しました。現在も大分に残る当時の都市づくり

んど変えていません。ま

・都市計画事業の資料

の赤レンガ館が有名ですね。これ

―大分のインフラから街角の姿まで―

都市づくりの痕跡を探す

た約１００ヘクタールの大規模な

・大分市の区画整理事業に関する資料

は、戦争の被害にあって外壁しか

無料

第25回まちづくり情報カフェ

た、大分港にある赤い灯

めとした、まちづくりや都市計画に関する資料

記録に残っています。この痕跡は、

■休 館 日 第２・第４月曜日

年に完成

■利用時間 午前９時～午後５時１５分

17
・住環境整備事業に関する資料

記念碑として残されています。

講師： 佐藤 誠治さん（大分大学名誉教授）

が日本赤十字社大分支

の形が変わっていないことが分かる。

だのだと思います。

ま残っており、写真を比べてみると、石垣

として 整 備 されていま す。明 治 時

やぐら

代から残っている港が、市民の憩い

の櫓は焼失したが、堀や石垣などは昔のま

総合
部 の 跡。 iichiko
文化センターのそば

でも残っている。火事や戦争の被害で多く

の場になっているというのも感慨深

れたのが外堀通りであり、その名前は現在

に、石 垣 や 植 え ら れ て

てを行っている。外堀埋め立ての跡に造ら

いですよね。

の発展を図るために、中堀と外堀の埋め立

いた立派な松の木が今

府内城

町人が暮らす城下町部分を４重の堀によっ

耕地整理は住宅のためであったと

■閲覧できる資料

佐賀関町史編集委員会 1970 『佐賀関町史』

大分県総務部総務課 1987 『大分県史』

大分放送大分百科事典刊行本部 1980 『大分百科事典』

豊田 寛三 2016 『写真アルバム 大分市の昭和』
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昭和初期

台 より もう 少し別 府 側

・「大分市都市計画マスタープラン概要版」をはじ

大分大学名誉教授
佐藤 誠治さん

本 丸と二之 丸、武 家 屋 敷のある三 之 丸、
所 Ｊ：ＣＯＭ ホルトホール大分１階
■場

かんたん

・市営住宅の入居募集に関する資料 など

に は、明 治

する資料を見ることができます。

した菡萏港があります。

大分市のまちづくりや都市計画、住まいづくりに関

変わらない風 景

まちづくり情報プラザ へ

おおいたナビ

パッケージデザインコンテスト受賞作品決定

パッケージデザインの
優秀作品を展示中

お知らせ

市 で は、ク リ エ イ
ターの育成や技術
を活用した中小企
業等の販路拡大を
目的に、
「おおいた
デ ザ イ ン・エ イ ド
2018」を開催して
い ま す。そ の 一 環
として行われた
最優秀賞 後藤秀之さんの作品（左）
パッケージデザイ 題材：さとやま農園「里山の小判」
ンコンテストで
優秀賞
松野奈帆さんの作品（右）
は、市内事業者か 題材：ユワキヤ醤油㈱「三杯酢」
ら提供された９つ
の商品題材に対し、127点の応募があり、その中から審査
を経て最優秀作品を含む８作品が決まりました。現在、受
賞作品を展示しています。地元クリエイターの力作を、ぜ
ひご覧ください。

３月22日㈮まで

⃝期間：

⃝時間：午前11時～午後７時（水曜日を除く）
⃝場所：大分銀行赤レンガ館１階

問 商工労政課 ☎585-6011

第21回別府アルゲリッチ音楽祭

マルタ・アルゲリッチが総監
督を務める音楽祭が、大分市
や別府市などで開催されま
す。今年は、平和市民公園能
楽堂が会場に加わります。チ
ケットは、3月10日㈰午前10
時発売。詳しくは、音楽祭公
式ホームページをご覧にな
るか、（公財）アルゲリッチ
芸術振興財団（☎0977 - 27 2299）へ。
◎ベスト・オブ・ベストシリーズVol.7
オーケストラ・コンサート

５月18日㈯

⃝日時：

15年ぶりのリニューアル
高崎山のサルに会いに行こう

子ザルのイラストが
可 愛 ら し い「 さ る っ
こレール」。これまで
の車両より窓を大き
く し、高 崎 山 か ら 見
下ろす絶景を楽しめ
るようリニューアル
し ま し た。高 崎 山 に
は、2018TNZ 選抜総
選挙で人気ザル（メス）部門１
位に輝いたシャーロットや個
性 豊 か な サ ル が い ま す。
「さ
るっこレール」に乗って、会い
に来てくださいね。

午後６時30分～8時30分（予定）
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市長表彰おめでとうございます

O I T A サイクルフェス2018おおいたいこいの道クリテリウム
優勝 黒枝 咲哉 さん

国際大会や全国大会で優秀な成績を収めた５人

ツール・ド・ロンボク2018第３ステージ（110k m）
優勝 黒枝 士揮 さん

28日に行いました。

30年度全国吟詠コンクール決勝大会幼年の部
優勝 原田 愛子さん

第73回国民体育大会空手道競技成年女子形 優勝
空手１シリーズ A サンティアゴ大会 準優勝
大野 ひかるさん

１団体の市長表彰を、昨年11月26日、12月27日・

◎スペシャル・カルテット～弦楽器の魅力

６月２日㈰

⃝日時：

午後３時～５時（予定）

⃝場所：平和市民公園能楽堂
⃝出演：竹澤恭子、豊嶋泰嗣、川本嘉子、原田禎夫

問 文化国際課 ☎537-5663

南蛮 BVNGO 交流館へお越しください
お知らせ

大友宗麟公が生きた時代を
リアルに体験！

（入館は午後４時30分まで）

9

第13回全国ブロック選抜 U -12体操競技選手権大会種目別平均台
優勝 久保 百々羽 さん

ミッシャ・マイスキー ほか

⃝開館時間： 午前９時～午後５時

問 高崎山自然動物園 ☎532-5010

（写真左から）
第18回全日本シニア軟式野球選手権大会
優勝 バロンズシニア

⃝出演：マルタ・アルゲリッチ、シャルル・デュトワ、

大友氏遺跡や宗麟公の功
績について紹介している
ぶんご
南蛮B VNGO交流 館。工
夫を凝らした展示や戦国
時代の衣装を着て写真撮
影ができる体験コーナー、
450年の時を超えてよみがえった宗麟公の迫力ある映像な
どを通して、歴史を学ぶことができます。入館は無料です。
また、３月16日㈯ 午前10時～正午には、豊後大友宗麟鉄砲
隊と上戸次小学校子ども神楽クラブが出演するイベント「大
友館のおもてなし」を開催します。ぜひ、お越しください。

シャーロット
（右）
と弟

気になる大分市の話題を紹介

⃝場所：iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

さるっこレールが新しくなりました
お知らせ

世界的アーティストが出演
豊かな音楽に触れませんか

イベント

⃝休館日：月曜日（祝日・第１月曜日の場合は翌日休館）
⃝場所：顕徳町三丁目２-45

問 南蛮 BVNGO 交流館 ☎578-9191

拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い -奪還-」 大分市公演が開催されました
1月23日、コンパルホールで、拉致被害者の横田
めぐみさんとその家族を題材にした劇「めぐみへ
の誓い - 奪還 -」が上演されました。政府拉致問題
対策本部と大分県、大分市が共催したこの劇で
は、中学１年生だっためぐみさんが新潟の海岸で
拉致された当時から現在に至る拉致問題の経緯
や、拉致被害者の北朝鮮での生活などが描かれて
います。平成25年度から全国各地で公演が行わ
れ、この日は市内の中学生を含むおよそ450人が
来場し、拉致問題への認識を深めました。
写真提供：政府拉致問題対策本部
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証明書自動交付機と
証明書コンビニ交付サービスを
一時休止します

無料

▪日時：4月7日㈰ 午前10時～午後1
時（雨天中止）
▪対象：市内・由布市居住の個人または
グループ（販売業者、専門業者、高校
生以下のみの参加は不可）
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、
スポーツ用品などで、使用可能なも
の（食品、動・植物、危険物、違法コピ
ー商品などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時
は抽選）、3ｍ×3ｍ程度
▪申込み・場所・問 往復はがきに、代
表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、
3月15日㈮〈必着〉
までに大
分エコライフプラザ（〒870-1205
大字福宗618 ☎588-1410）
へ。
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この機会に、ご自分の建物を点検し
てみましょう。
▪点検のポイント：①耐震対策 ②外
壁タイルなどの落下防止対策 ③看
板、ブロック塀などの安全対策
※
「誰でもできるわが家の耐震診断」
リー
フレットを開発建築指導課（本庁舎7
階 ☎537-5635）
で配布しています。

市内全域で有害鳥獣の捕獲を
行います
主に被害のある農地周辺や山間部
で、市の有害鳥獣捕獲班が行います。事
故を防ぐため、山に入る際は目立つ色
の服装で鈴などを着け、わなを発見し
ても絶対に近づかないでください。ま
た、住宅地周辺で行う場合もあります
のでご理解、ご協力をお願いします。
▪期間：3月16日㈯～31日㈰
▪実施方法：銃器、わな（住宅地周辺で
は銃器は使用しません）
問 林業水産課（☎585-6021）

アートプラザ
大分城址公園
大分市役所
197

おむつなどの介護用品購入費受給
資格申請と支給申請をお忘れなく
◎31年度分の受給資格申請
30年度分の受給資格の有効期限は、
3月末までです。4月以降も受給を希望
する場合は、更新申請が必要です。申請
は3月1日㈮から受け付けます。
▪対象：30年度分の受給資格があり、
現在、在宅で常時おむつを必要とす
る要介護者（証明が必要）
※申請方法など詳しくは、担当ケアマ
ネジャーに相談してください。
※現在受給資格を持っていない人も申
請できますので、ご相談ください。
◎29年度分の支給申請
領収書（黄色）の領収日の翌日から2
年以内が申請受付期限ですので、ご注
意ください。
問 長寿福祉課（☎537-5742）

⃝対象：16日㈯ 一般の人
17日㈰ 障害者手帳等を持っている人
⃝時間：各日午前 10 時 30 分～午後 10 時
（午後９時受付終了）
⃝場所：ウオーキングプール（３階）

問

障がい者福祉センター ☎576-8880

講演会
「専門医がお伝えします！
普段聞けない正しい知識 岡本将英氏
～糖尿病やコレステロールの
ほんとのところ～」
⃝日時：16日㈯ 午後１時～３時
無料
⃝場所：302・303 会議室（３階）
⃝定員：100 人（先着順）
⃝講師：岡本 将英氏（岡本医院 おかもと糖尿病・
内分泌クリニック 院長）
溝邉 淑子氏（県栄養士会 管理栄養士）
◎申込み・問
電話で、３月１日㈮ 午前９時から
健康プラザ（☎576 -8883）へ。

第 19 回

大スクリーンで楽しむ！
映画『ANNIE』上映会
アニー

※要事前申込み

⃝日時： 16 日㈯
午後１時～３時
⃝場所： 大会議室（３階）
⃝定員： 300 人（当日先着順）

ⓒ2014 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films North
America Inc./Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved.Annie and
related characters and elements: TM & ⓒ2014 Tribune Content Agency, LLC.

豊後水道の激しい潮流で育ち、伝統の一本釣りで水揚げされた関あじ・
関さば。大分のブランド魚として、全国的にも有名です。この関あじ・関
さばや地元佐賀関の特産品などを楽しむことができる「関あじ関さばまつ
り」を開催します。ぜひこの機会に、佐賀関の旬の味覚をご堪能ください。

味のコーナー

※写真はイメージです

無料

※午後０時 30 分から会場前で整理券配布

関あじ関さばまつり

貯水槽水道を設置している人
は衛生管理をお忘れなく
水道水を受水槽にためて給水する施
設では、次の衛生管理を行ってくださ
い。 ⃝水槽の清掃（年１回以上） ⃝
水槽の定期点検（汚れやひび割れ、ふた
の施錠、異物の混入など） ⃝蛇口から
の水の色、臭い、味などの確認 ※10
㎥を超える受水槽は法定検査の義務が
あります。
問 保健所衛生課（☎536-2854）

大分駅上野の森口広場

３月９日㈯
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午前９時～午後２時

〈雨天決行〉

佐賀関市民センター

開催場所

県漁協佐賀関支店
旧魚市場

さば

関あじ関さば関ぶり刺身定食（クロメ汁付き）を
1,500 円で販売します。限定1,000 食で、無くな
り次第終了です。また、佐賀関の海産物をその
場で味わえるバーベキューコーナーもあります。
⃝時間：午前 10 時～午後２時
（午前９時から食券販売）

16

日㈰

フリーマーケット出店者募集

3月1日～7日は
「建築物防災週間」
です

中央子ども
家庭支援センター

ウオーキングプール無料開放

日 ㈯・

募集

MR（麻しん風しん混合）ワクチン
は、1歳児に1回目を、小学校就学前の1
年間に2回目を接種することになって
います。2回目を受けていない人は、無
料で接種できます。
▪対象：24年4月2日～25年4月1日生まれ
の人
▪期限：3月31日㈰
▪実施場所：市内の指定医療機関
▪持参品：健康保険証、
母子健康手帳
問 保健所保健予防課
（☎535-7710）

大分中央署

健康プラザ ☎576-8883

☎５７６・８８７７

該当者で、振り込みのない人は、ご連
絡ください。身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳を所持し
ていて申請していない人は、障害福祉
課（本庁舎1階）または各支所で申請し
てください。
※市民税の課税状況や施設入所などに
より支給できない場合があります。
▪申請に必要なもの：印鑑、
本人名義の預
金口座番号、身体障害者手帳または療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳、マ
イナンバーカードまたは通知カード
問 障害福祉課（☎537-5786）

本庁舎9階にある中央子ども家庭支
援センターは、3月25日㈪から城崎分
館2階（城崎町二丁目）へ移転します。
開所時間や業務内容は今まで通りで
す。個人情報は保護されますので、子育
ての悩みや児童虐待、DVについてな
ど、安心してご相談ください。
▪開所時間：月～金曜日
（祝日、年末年始
は除く） 午前8時30分～午後6時
問 中央子ども家庭支援センター
（☎537-5688）

問

月

2月22日に2月期の障害者
福祉手当を振り込みました

小学校就学前に予防接種を受け
ましょう －3月1日～7日は
「子ども予防接種週間」
－

中央子ども家庭支援センターが
3月25日㈪から移転します

⃝日時： 16 日㈯・17 日㈰
午前 10 時～午後５時
⃝場所： 屋外エントランス

３

送付と振込

国民年金に関する手続きには、原則
マイナンバーの記入が必要になります
ので、マイナンバーカードをお持ちく
ださい。お持ちでない人は、通知カード
またはマイナンバーが記載された住民
票の写しのほか、運転免許証や年金手
帳などの身元確認書類が必要です。
▪申請場所：国民年金室（本庁舎1階⑩
番窓口）または各支所、本神崎・一尺
屋連絡所
問 国民年金室（☎537-5617）

お知らせ

ホルトおおいた
ファーマーズマルシェ

問 ＪＣＯＭ ホルトホール大分

システムメンテナンスに伴い、市内
5カ所に設置している証明書自動交付
機と証明書コンビニ交付サービスを一
時休止します。
▪休止期間：⃝証明書自動交付機…3月
16日㈯～17日㈰ ⃝証明書コンビ
ニ交付サービス…3月15日㈮午後7
時～18日㈪午前6時30分
問 市民課（☎537-5615）

国民年金の手続きには原則
マイナンバーが必要です

⃝日時：16日㈯・17日㈰ 午前９時～午後10時
※体脂肪・筋肉量無料測定会を午前
10 時～午後９時に開催します。
⃝場所：トレーニングルーム（１階）

大人気映画の上映会や各種教室、施設の無料開放など、多彩な催しが満載です。掲載事項の他にも
さまざまな催しを開催します。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

トレーニングルーム無料開放

ホルトホール大分まつり

第６回

※無料駐車場（200台分）あり

特産品コーナー

活魚販売

旬のクロメや野菜、
ミカンなどの農産物、
そのほか佐賀関の特産品を販売します。
⃝時間：午前９時 30 分～
（売り切れ次第終了）

佐賀関で水揚げされた新鮮な
魚を、地元ならではの価格で販
売します。
⃝時間：午前 10 時～
（売り切れ次第終了）

問 関あじ関さばまつり実行委員会事務局 ☎575-2000
市報おおいた H31.３.１
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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）

働き方のトラブル相談会

無料

▪日時：3月10日㈰～12日㈫ 午前8時
30分～午後8時 ※10日㈰は午前9
時～午後6時
▪場所：県雇用労働政策課（県庁舎本館
7階）
▪相談内容：労働問題に関すること
▪その他・問 予約不要。電話による相
談は県労政・相談情報センター（固定
電話専用フリーダイヤル〈☎0120601-540〉または携帯電話用ダイヤ
ル〈☎532-3040〉
）へ。

ハッピーファミリー応援教室

▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：12組（先着順）
②親子スキンシップ教室
▪日時：3月23日㈯ 午後1時30分～4
時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：17組（先着順）
▪場所：稙田市民行政センター
▪その他：両教室参加者の交流会あり
▪申込み・問 電話で、3月4日㈪から
県助産師会（☎534-0753）
へ。

自動車の移転登録、
抹消登録は
お済みですか
自動車税は4月1日現在の登録名義
人に課税されます。車を譲渡・解体した
り、使用しなくなったりした場合は、3
月29日㈮までに大分運輸支局（大州浜
一丁目）で手続きをしてください。名義
人が住所変更した際は、県税事務所と
運輸支局に届け出をしてください。
問 県税事務所自動車税管理室
（☎552-1121）

▪日時：4月14日㈰ 午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場
▪対象：大分陸上競技協会登録者
▪参加料：600円～1,200円
▪募集期限：4月2日㈫
※詳しくは、市陸上競技協会ホームペ
ージをご覧になるか、同協会（☎
558-0613）
へ。
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市報おおいた H31.３.１

第19回ふれあい歴史体験講座
「勾玉作り」
ま が た ま

▪日時：3月16日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各70人
（先着順）
▪参加料：250円（材料費）
▪持参品：ビニール袋3枚、
雑巾、
マスク
▪申込み・場所・問 電話で、3月3日㈰
から歴史資料館（大字国分 ☎5490880）
へ。

無料

①プレママ・プレパパスクール
▪日時：3月23日㈯ 午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
方、新生児の育児講座、妊婦体験、
もくよく
沐浴実習など

第1回陸上競技記録会

講座＆教室

魚料理教室～サワラを使った料理～

▪日時：3月17日㈰ 午前9時30分～
午後1時
▪対象：個人、団体、グループ
▪定員：20人(多数時は抽選)
▪参加料：1人1,000円(材料費)
▪申込み・場所・問 往復はがき(1人
〈組〉1枚)に、参加者全員の氏名、代
表者の住所・電話番号を記入し、3月
11日㈪〈必着〉までに公設地方卸売
市場管理事務所(〒870-0018 豊海
三丁目2-1 ☎533-3113)へ。

ふるさとの歴史再発見講座
考古のコース

▪日時：4月27日、5月11日・25日、6月
8日・22日(土曜日・全5回) 午後2時
～3時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：70人(多数時は抽選)
▪参加料：300円(資料代)
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住
所、氏名、電話番号、講座名を記入し、
3月31日㈰〈消印有効〉までに歴史資
料 館(〒870-0864 大 字 国 分960-1
☎549-0880)へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

行政書士無料相談会

▪日時：3月20日㈬ 午後1時～4時
▪場所：県行政書士会（城崎町一丁目）
▪相談内容：遺言や遺産相続、契約書・
内容証明作成、生活の困りごとなど
問 県行政書士会事務局
（☎537-7089）

ヤングキャリアアドバイザー
募集
中学生に仕事のやりがいや楽しさを
話していただける人を募集します。
▪対象：市内の事業所に勤務し、おおむ
ね採用3年以内の30歳未満の人
▪内容：講演(約30分)、意見交換(約10
分) ※6月～12月に実施
▪謝礼：1回5,000円(1人2～3回程度)
▪定員：40人程度
▪その他：事前研修会と報告会あり
▪募集期限：4月24日㈬
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、
商工労政課(☎537-5964)へ。

めじろんサポーター登録者募集
登録者には、ボランティアを募集し
ているイベントを随時紹介します。自
分に合ったボランティア活動を見つけ
ることができる制度です。
▪申込み・問 市民協働推進課（本庁舎
2階）に備え付けの申込用紙（市ホー
ムページでダウンロードも可）に記
入し、同課（☎537-7251）または各
支所、各地区公民館へ。

レセプト点検事務
嘱託員募集

▪日時：3月10日㈰ 午前11時～午後
3時
▪内容：地震体験コーナー、消火体験、
防災クイズコーナーなど
▪場所・問 コンパルホール（☎5383700）

▪内容：診療報酬明細書（レセプト）の
点検業務
▪対象：診療報酬請求事務に関する認
定試験などの合格者で医療事務の経
験（2年以上）がある人
▪定員：1人
▪報酬：月額184,000円
▪任用期間：4月1日～2020年3月31日
▪申込期間：3月1日㈮～11日㈪
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、国
保年金課（☎537-5735）
へ。

アートプラザ
建築レクチャー＆ツアー

子育てファミリー・サポート・
センター嘱託職員募集

イベント
ぼ う さ い

コンパルホール BOSAI訓練DAY

無料

別府ビーコンプラザや別府市内の建
物を、若手建築家の案内で見学します。
▪日時：3月30日㈯ 午後2時～4時
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪対象：小学生以上 ※小学3年生以下
は保護者同伴
▪申込み・問 電話で、3月15日㈮まで
にアートプラザ（☎538-5000）
へ。

森林セラピー＆田ノ浦びわ
袋がけin高崎山

▪日時：4月14日㈰ 午前9時～午後0時
30分
▪場所：高崎山セラピーロード ※田
ノ浦からびわ畑までのコースです。
高崎山山頂へは行きません。
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円
（ガイド料など）
▪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、イベント名を記入し、
4月2日
㈫〈必着〉までに林業水産課（〒8708504 荷 揚 町2-31 ☎585-6013）
へ。

▪内容：子育てファミリー・サポート・セ
ンターの会員登録の受付、
面接など
▪対象：パソコン操作ができ、土・日曜
日、祝日勤務が可能な人
▪定員：若干名
▪報酬：月額184,000円
▪任用期間：5月1日～2020年3月31日
▪申込期間：3月1日㈮～18日㈪
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、子
育て交流センター
（☎576-8740）
へ。

市民農園の利用者募集
①市民農園 やさい村（鴛野）
▪年間利用料：12,000円/年
（50㎡）
問 佐藤(☎090-3074-7566)
②市民ふれあい農園(戸次・高田)
▪年間利用料：7,776円/年
（24㎡）
問 JAおおいた(☎546-1117)
③竹中農園（横尾）
▪年間利用料：8,000円/年
（20㎡）、
10,000円/年
（25㎡）
問 竹中(☎090-3070-2802)
▪その他・問 場所や応募方法など詳
しくは、農政課(☎537-7025)へ。

おおいた人とみどりふれあいいち
ふれあい花壇コンクール
参加者募集

▪日時：3月23日㈯ 午前11時～
▪場所：平和市民公園 多目的広場
▪定員：23組
（1組2～5人、
多数時は抽選）
▪表彰：優秀賞1点、
優良賞2点、
特別賞1点
▪その他：花の苗は事務局で用意。おお
いた人とみどりふれあいいち最終日
の5月6日㈪午後3時以降に持ち帰れ
ます。
▪申込み・問 往復はがきに、
行事名、
団
体名、代表者の住所・氏名・電話番号、
参加者全員の氏名を記入し、
3月1日
㈮～15日㈮〈必着〉に㈱プランニング
大分
「人とみどりふれあいいち」
係
（〒
870-8605 府内町三丁目8-8）
へ。
問 公園緑地課（☎537-5975）

募集
ラグビーワールドカップ
市民ボランティアユニフォーム
デザイン募集
ラグビーワールドカップ2019の市
民ボランティアが着用するユニフォー
ムのデザインを募集します。
▪対象：市内の高校生、短大生、専門学
校生、大学生 ※個人に限る
▪募集期間：3月1日㈮～4月22日㈪
▪その他・問 作品は未発表のもので、
応募は1人1点まで。応募方法や作品
の条件など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、ラグビーワール
ドカップ・東京オリンピック・パラリ
ンピック推進局（☎574-6530）
へ。

31年度大分市奨学生募集

第14回県障がい者
スポーツ大会参加者募集

無料

▪月日・種目：5月19日㈰…水泳 5月26
日㈰…卓球・サウンドテーブルテニス・
フライングディスク 6月2日㈰…陸上
▪参加資格：4月1日現在満6歳以上で、①
身体障害者手帳・②療育手帳・③精神障
害者保健福祉手帳のいずれかを所持し
ている人または②③の取得対象に準ず
る障がいのある人
▪申込み・問 障害福祉課（本庁舎1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、
3月18
日㈪までに同課
（☎537-5785）
へ。

見本市などへの出展補助金
申請者募集
市では、中小企業が見本市などへ出
展する費用の補助を31年度も継続し
て行う予定です。
▪対象：自社で生産・加工した商品など
の販路を拡大するため、
5月～2020年
3月に市外で開催される見本市などに
出展する際の出展料や運搬費など
※申請は出展の2カ月前までです。補助
の要件や金額など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、
商工労政課
（☎
585-6011）
へお問い合わせください。

▪奨学資金：①高等学校・高等専門学校
…国公立は毎月10,000円、私立は毎
月20,000円を貸与 ②大学・短大…
毎月45,000円を貸与
▪対象：保護者が市内に住所を有し、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
▪募集予定人数（新1年生）
：①30人
②35人
▪受付期間：3月11日㈪～4月10日㈬
※詳しくは、3月1日㈮から学校教育課
(第2庁舎4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)をご覧ください。
問 学校教育課(☎537-5903)

おおいた地域伝統文化応援事業
助成団体募集
地域の伝統文化の継承や再興、発展
を通して、世代間の交流増進や地域活
性化に寄与する事業へ助成を行う予定
です。
▪対象：事務所の所在地または代表者
の住所が市内にあり、継続的に活動
を行う団体 ※選考により決定
▪助成額：事業に要する経費（人件費、
食糧費などを除く）の2分の1以内
で、上限100万円以内
▪申込み・問 3月1日㈮から歴史資料
館（大字国分）に備え付けの申請書
（市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、4月19日㈮までに同館
（☎549-0880）
へ。
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引っ越しシーズン！

【1月末日現在】

大分市の面積と人口

市への手続きをお忘れなく!

※（

■ 住所が変わるときは住所変更手続きを

■ 該当する人は各窓口で手続きを

届け出には印鑑、本人確認書類（運転免許証など）、マイナンバーカー

市外へ転出または市内へ転入、市内で転居する人で、下記に該当する
人は手続きが必要です。

ドまたは通知カードなどが必要です。

対象者

市外へ転出する人

届け出・お問い合わせ

国民健康保険の加入者

転出前もしくは転出後14日以内に届け出をして、転出証明書（無料）
を受け取り、新しい住所地の市区町村に、転入後14日以内に提出し

国保年金課
☎ 537-5736
（本庁舎１階⑨番窓口）

てください。

後期高齢者医療制度の
加入者

市内へ転入してきた人・市内で転居する人

子ども医療費助成を
受けている人

子育て支援課 ☎ 537-5796
（本庁舎１階⑬番窓口）

児
 童手当の受給者

子育て支援課 ☎ 537-5793
（本庁舎１階⑬番窓口）

介護保険の被保険者

長寿福祉課
☎ 537-5741
（本庁舎１階⑭番窓口）

引っ越し後、14日以内に届け出をしてください。

問 市民課 ☎537-5734

（本庁舎１階⑤番窓口）

■ し尿の収集が必要な人は手続きを

身体障害者手帳、
☎ 537-5786
精神障害者保健福祉手帳、 障害福祉課
療育手帳を持っている人、
（本庁舎１階⑮番窓口）
自立支援医療の受給者

市民課（本庁舎１階⑦番窓口）、各支所、北部清掃事業所の窓口で手続
きをしてください。収集は申込みをした翌月から開始し、毎月１回行
います。なお、転居などにより最後のくみ取りが必要な人は、早めに
ご連絡ください。

問 北部清掃事業所 ☎558-9787

※介護認定を受けている人には、転出先の市区町村で引き続き介護サービス
を受けるために必要な
「介護保険受給資格証明書」
を窓口で交付します。

各種手続届け出は、各支所、本神崎・一尺屋連絡所でも受け付けています。
※精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、自立支援医療の手続きは本庁舎、東部・西部保健福祉センターのみ、し尿の収集は本庁舎、各支所のみ

鶴崎支所 ☎527-2111
大南支所 ☎597-1000

大 在 支 所 ☎592- 0511
坂ノ市支所 ☎592-1700

稙田支所 ☎541-1234

佐賀関支所 ☎575-1111

野津原支所 ☎588-1111
明 野 支 所 ☎558-1255

東部保健福祉センター ☎527-2143

多量のごみは有料収集の利用
または処理施設へ持ち込みを
■ 有料収集の申込み

最低料金

2,140円～

申込み・問

廃棄するごみの種類・量が決まったら、
早めにお申し込みください。
収集日は申
込みの際に決定します
（申し込み順）
。
※建物の中からの搬出はできません。

東部清掃事業所
西部清掃事業所
大 南 支 所

☎523-0322
☎541-5473
☎574-7868

佐賀関支所 ☎575-1122
由布大分環境衛生組合
☎583-0862
問 清掃業務課 ☎568-5763

■ 処理施設への持ち込み
料金

20kg までごとに70円

※350kgを超える場合は20kgまでごとに200円

■ 水道の使用を始めるとき

水道使用開始届

上下水道局からの案内書をお持ちの人は、返信用封筒で返信
してください。案内書がない場合は、お問い合わせください。

■ 水道の使用を止めるとき、
長期間使用しない

とき
水道使用中止届

■ 水道は引き続き使用するが、
使用者の死亡

などで名義が変わるとき
水道使用者名義変更届

佐野清掃センター（大字佐野） ☎593-4047
福宗環境センター（大字福宗） ☎588-0113
問 清掃施設課 ☎537-5659

※家電リサイクル対象品などは、有料収集や処理施設への持ち込みができません。
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※水道使用中止届、水道使用者名義変更届を届け出る際は、
「領収
書」または「水道使用水量等のお知らせ」に記載されている『水
道番号』をお知らせください。

届け出・問

受入れ・問

月～土曜日 午前８時30分～正午、
午後１時～４時30分

西部保健福祉センター ☎541-1496

水道の届け出も
お忘れなく

指定有料ごみ袋に入れる必要はありません。リサイクルできる紙類や布類は
各地区のごみ収集で出してください。
※3月末～4月初めは混雑が予想されます。
時間に余裕をもって搬入してください。
施設内でのごみの積み下ろしは搬入者で行ってください。

本神崎連絡所 ☎576-1111
一尺屋連絡所 ☎575-8026

上下水道局営業課料金センター ☎538-2416

市民課（本庁舎１階⑦番窓口）、各支所、市ホームページの
電子申請システム（開始届・中止届のみ）でも手続きがで
きます。

）は前月比

人

積 502.39㎢

面
男

229,944人（－135）

市報クイズ
○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
明治から昭和にかけて運行し、
市内交通
の主役として活躍した路面電車の愛称は
「● ● 電車」
▪応募方法
はがきに、
答え、
住所、
氏名、
年齢、
電話
番号、市報の感想を記入し、
3月15日㈮
〈消印有効〉までに広聴広報課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5713）
へ。
正解者の中から抽選で、ゴボウを使った
加工品セットを3人にプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。
2月1日号「市報クイズ」の答え
滝尾小学校の床材で利用された木材は

○○○

「 ヒ ノ キ」

善意の泉

敬
称
略

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪国際ソロプチミスト大分―みどり

社会福祉協議会へ
篤志寄付

▪宮﨑惠美子(寒田北町)

香典返し寄付

▪大分地区 川野勉(豊町)/平林光浩(東津
留)/北原美代子(中島西)/泥谷晴子(南太平寺)
▪鶴崎地区 鈴木清己(公園通り)/山本睦
雄(西鶴崎)
▪大在地区 中津留治将(横塚)
▪坂 ノ市地区 藤原徳義(一木)/小野敏昭
(坂ノ市南)/中野明(屋山)/橋詰和幸(久原
中央)/加藤淳二(丹生)
▪大南地区 山崎興一(判田台南)/佐藤和
三(下判田)/稗田徳雄(中判田)
▪稙田地区 渡辺雅宏(木上)/吉住佳美(ふ
じが丘)/工藤明美(田尻グリーンハイツ)/
佐藤千鶴子(寒田)/川上秀次郎(上宗方)
▪佐賀関地区 堺榮次(白木)/幸野雅治(木
佐上)/濱田澄子(志生木)
▪野津原地区 河野清美(辻原)
以上1月14日受付分まで

ラグビーワールドカップ 2019™

2019.9.20
開幕まであと

Fri.

（3月1日現在）

203日

™© Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved.

〈住民基本台帳人口〉
口 478,806人（－291）

女

248,862人（－156） 世帯数 220,381世帯（－135）

大分はつらつフェスタ2019

▪月日：3月30日㈯
▪場所：J：COM ホルトホール大分
▪内容：健康寿命の延伸をテーマにし
た講演会、ステージイベントなど
問 大分はつらつフェスタ実行委員会
（☎534-3668）

陸上教室

▪期間：4月13日～11月17日(月2～3回
程度、
土・日曜日の午前中)
▪場所：市営陸上競技場ほか
▪種目：短距離、長距離、跳躍、投てき
▪対象：新小学3年生～新高校3年生
▪参加料：9,000円(保険料を含む)
▪申込み・問 はがきに、住所、氏名、性
別、生年月日、年齢、学校名、新学年、
希望種目、電話番号、保護者氏名を記
入し、
3月31日㈰〈必着〉までに市陸上
競技協会 諸田(〒870-1119 高江北
一丁目15-3 ☎090-7986-9258)へ。

市ジュニアテニス教室（硬式）

▪期間・時間：4月27日～2020年3月
（土・
日曜日など全36回） 午前8時15分～9
時45分
▪場所：豊後企画大分駄原テニスコート
▪対象：小・中学生
▪定員：100人程度（多数時は抽選）
▪無料体験会：3月10日㈰・16日㈯・21
日㈭ 午前8時15分～
▪受講料：20,000円
（保険料を含む）
▪申込み・問 往復はがきに、住所、氏
名、新学年、電話番号、保護者氏名を
記入し、
4月1日㈪〈必着〉までに市テ
ニス連盟 渡辺（〒870-0821 志手
1-4 グランアーバン西の台1101号
☎544-5073）
へ。

市ジュニアソフトテニス教室

▪期間・時間：5月～2020年3月（土曜
日、月2回程度、全20回） 午前11時
～午後1時
▪場所：日岡公園テニスコート
▪対象：新小学2～6年生
▪定員：60人程度（多数時は抽選）
▪受講料：13,000円(保険料を含む)
▪申込み・問 はがきまたはEメールで、
住所、氏名、新学年、電話番号、保護者
氏名を、
4月7日㈰
〈必着〉
までに市ソフ
トテニス連盟 大平
（〒870-0021 府
内町三丁目3-21 ☎090-5949-2189
oita-sta@pueri.jp）
へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

女性司法書士による民法改正
相続セミナー＆法律相談会 無料

▪日時：3月10日㈰ ⃝セミナー…午後
1時～2時 ⃝相談会…午後2時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールーム
▪その他：予約不要
問 県司法書士会
（☎532-7579）

大分市民健康づくり運動指導者
無料
協議会による養成講座
①市民健康づくり運動指導者養成講座
▪期間：4月8日㈪～7月8日㈪
〈全15回〉
②介護予防サポーター養成講座
▪期間：4月8日㈪～5月13日㈪
〈全6回〉
▪時間：午後1時30分～4時30分
▪場所：稙田市民行政センター
▪定員：35人（先着順）
▪申込み・問 はがきに、住所、氏名、生
年月日、電話番号、講座の番号を記入
し、
3月1日㈮～4月3日㈬〈必着〉に養
成講座事務局(〒870-0022 大手町
三丁目6-15 いきいき健康館内 ☎
514-3622)へ。

ジュニアカヌー教室

▪日時：4月21日、
5月12日、
6月9日、
7月7
日、
8月4日（日曜日・全5回） 午前10時
～正午
▪場所：舞鶴橋下流「ハウス大分川」前
▪対象：新小学1年生～新中学3年生
▪定員：20人程度（先着順）
▪受講料：12,000円
（保険料を含む）
▪申込み・問 電話で、3月1日㈮～4月
19日㈮に市カヌー協会事務局 藤原
（☎545-7662）
へ。

市民マラソン＆
らくらくジョギング教室

▪ 期間・時間：4月～2020年3月の第1・3
水曜日
（全24回） 午後6時30分～8時
▪場所：市営陸上競技場、大分川堤防周
辺
▪参加料：12,000円
（保険料を含む）
▪申込み・問 はがきまたはファクス、
Ｅメールで、住所、氏名、年齢、電話番
号を、市陸上競技協会 円本（〒8700931 西浜1-1 ☎558-0613
5581193
oitacity-riku@lion.ocn.ne.jp）
へ。 ※随時受け付けます。
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毎月１日・15 日発行

3月は
「自殺対策強化月間」
です

～気づき・つなぎ・見守る わ～

「大丈夫？」などの一言で救われる命があります。いつもと違うと感じ
たら、
保健所保健予防課
（☎536-2852）
や相談機関に連絡を。

3月

3月10日～16日は
「世界緑内障週間」です

March

おおいた市 イベントカレンダー

月 mon.

2019

平成31年

2/25

火 tue.
26

水 wed.
27

40歳以上の20人に1人は緑内障が疑われます。定期的に健診を受け、
早期発見に努めましょう。週間にあわせ、JR おおいたシティ、セント
ポルタ中央町が緑色にライトアップされます。

木 thu.
28

金 fri.

土 sat.

3/1

無 ちびっこ工作ル
●
ームてとてとて

3月・4月は環境緑化強調期間です

午後1時～3時

3/1

期間中、
「おおいた人とみどりふれあいいち」などの行事を
開催します。

市美術

☎554-5800

2

Ｓ 大分トリニータ
●
ホーム開幕戦
大分トリニータ
対 松本山雅 FC

午後4時～

星 長寿の星
●
カノープスに挑戦

シダレザクラを
見に来ませんか

5

■企画・発行 大分市企画部広聴広報課
〒870-8504 荷揚町２番31号
代表 ☎534 -6111 夜間・休日 ☎534 -6119

Ｓ YBC ルヴァンカップ
●
大分トリニータ
対 セレッソ大阪

午前10時～午後3時 ライフ
☎090-7459-0915
（寺司）

午後0時30分～
（受付は正午まで）エコ
☎588-1410

7

8

無 第53回市美術展
●

（～31日）※11日・18
日・25日は休館
午前10時～午後6時
（31日は正午まで）

昭和電ド

市美術

☎554-5800

12

13

無 河原内陶芸楽習館
●
定期講座
卒業作品展（～17日）

無 かえっこバザール
●

無 再生家具と再生自転
●
車の抽選会

午後7時～

11

（雨天中止）
午前10時～午後1時 エコ
☎588-1410

無 おもちゃ病院
●

（～3日）午後7時～

6

3

●フリーマーケット

午前10時～午後1時 エコ
☎588-1410

昭和電ド

今市石畳のシダレザクラが3月
中旬ごろから見頃を迎えます。
石畳と桜が織りなす景色を楽
しみませんか。
 問野津原支所（☎588-1111）

4

日 sun.

14

15

星 月と冬の
●
星空めぐり

9

10

13 コンパルホール
●公設地方卸売市場 ●
「市民感謝デー」
BOSAI 訓練 DAY

※青果部のみ
午前9時～正午
市場 ☎533-3113

10 関あじ関さば
●
まつり

16

17

Ｓ 大分トリニータ
10 ホルトホール大
●
●
分まつり（～17日）
対 横浜 F・マリノス
無 切り絵教室
（～17日・22～24日） ●
午後4時～ 昭和電ド

午後7時～

午前9時～午後4時
（17日は午後1時まで）
河原内 ☎596-1070

午後1時～3時 ライフ
☎573-3770

無 レースフラワー
●
友の会押し花展示

（～23日）
※18日は除く
午前9時～午後9時
（土・日曜日、祝日は午後5時
まで）ライフ
☎573-3770

18

19

無 どこでも
●
コンサート

20

21

内容：県立大分
西高等学校吹
奏楽部によるマ
ーチングの披露
午後6時30分
～7時10分

26

23

24

3月23日㈯・24日㈰・30日㈯・31日㈰に
窓口を開きます

引っ越しシーズンにあわせ、市役所本庁舎の市民課、子
育て支援課、国保年金課の窓口を開きます。詳しくは、市
報3月15日号でお知らせします。
※引っ越し時の手続きなどは、今号15ページに掲載

平和公

☎537-5975

県立大分西高等学校 吹奏楽部

27

28

29

30

Ｓ 大分トリニータ
●
対 サンフレッチェ
広島

31

午後7時～ 昭和電ド

市民税・県民税：3月15日㈮まで 問市民税課
（☎537-5729、
☎537-5730）

【申告はお済みですか】所得税・贈与税：3月15日㈮まで 消費税・地方消費税：4月1日㈪まで 問大分税務署（☎532-4171）
▪場所

市場 市公設地方卸売市場

エコ エコライフプラザ

ホルト

昭和電ド 昭和電工ドーム大分

この市報は再生紙を

使用しています。

ライフ ライフパル

河原内 河原内陶芸楽習館

J:COM ホルトホール大分

平和公 平和市民公園

無 無料イベント
●
Ｓ スポーツイベント
●
●今号掲載ページ
星 関崎海星館
●
☎574-0100
観覧料
大人 420円
高校生210円
中学生以下無料

の納 税

市美術 市美術館

今月

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

25

22

（～5月6日）
午前10時～
午後5時

ホルト

☎537-5663

春分の日

●おおいた人
とみどりふ
れあいいち

国民健康保険税

第10期

納期限

4

1㈪

市税の納付は便利で確実な口座振替（自動払込）を
ご利用ください。
問納税課
☎537-5611
問国保年金課 ☎537-5738

