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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