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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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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