▲

暮らしの情報
就学援助制度をご存じですか
学用品費の一部や給食費などを援助
します。
▪対象：同居の家族全員（住民票が別の
人も含む）の前年収入が市の定める
基準以下の人、児童扶養手当を受給
している人など
▪申込み・問 各学校に備え付けの申
請書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、5月8日㈬までに
直接、各学校または学校教育課（第2
庁舎4階 ☎537-5903）
へ。

わななどの購入費を
一部助成します

前納しな
保険料
い場合の
の種類
保険料
39万
定額
5,400円
定額＋ 40万
付加 5,000円
19万
定額
6,920円
定額＋ 20万
付加 1,720円
9万
定額
8,460円
定額＋ 10万
付加 860円

前納
保険料
38万
880円
39万
130円
19万
3,420円
19万
8,130円
9万
7,660円
10万
40円

割引額
1万
4,520円
1万
4,870円
3,500円
3,590円
800円
820円

現金払いの前納には、専用の納付書
を使用してください。納付書がないと
きは、大分年金事務所（☎552-1211
自動音声案内2→2）へ。
問 国民年金室（☎537-5617）

問 市民図書館 ☎576-8241

小峰書店

日本地図はどのようにして誕生したのか。この
本は、昨年、没後200年を迎えた伊能忠敬の17年
間に及ぶ測量生活の足跡を描いた伝記です。話
の合間には伊能忠敬の業績や当時の時代背景な
どの解説も付いており、児童書でありながら十
分に読み応えがある本です。

昔と今とはこんなに違う
社会科の教科書 歴史・地理編
加藤 好一：監修

水王舎

学生時代に教科書で学んだことが、今では通用
しなくなっているものがあります。教科書の内
容も、新たな発見や世界における情勢などで更
新されていくからです。常識だと思っていたこ
とがまるで違っていることもあります。この本
で確かめてみてはいかがでしょうか。

人権・同和教育シリーズ
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人の生き方を考える

期間

絵本や紙芝居など、参加型のおはなし
会を開催します。
日時：５月５日㈰

午前11時～午後０時30分
場所：市民図書館コンパルホール分館

小前 亮：著

近くにいても…

助産師等の専門職員が、妊娠・出産・
子育てなどについて相談に応じるコー
ナーを設置します。
▪設置場所：中央保健センター、東部・
西部保健福祉センター
問 保健所健康課（☎536-2516）

国民年金保険料
（現金払い）
の
前納割引は5月7日㈫まで

こどもの日「おはなし会」

無料

星の旅人 伊能忠敬と伝説の怪魚

気になっていたので、思い切ってま
た食事に誘いました。
「あまり話ができていなかったし、
ずっと気になって…」と尋ねると、サ
チはわたしを見て話し始めました。
「あの時、驚かれるとは思っていたけ
ど、あなたが『そんなの気にしない』
と言ってくれてうれしかった。でも、
関心がないようにも聞こえて寂し
くなって…。これまで誰にも言えな
かったけど、あなたにだけは知って
いてほしくて、気持ちを分かってほ
しくて。だからもっと話をしたかっ
た…。わたしのことを気に掛けてく
れてありがとう」と笑顔で言ったの
です。
一番言いたいことが一番言えな
い、話したらどのように思われるだ
ろ う …、と一人で悩んでいたに違い
ありません。長い間そんな辛い思い
をしていたと思うと胸が苦しくなり
涙があふれてきました。わたしは近
くにいて分かっていたつもりなのに
分かっていませんでした。こんなわ
たしに本音を打ち明けてくれたサチ
に対して「ありがとう」という気持ち
でいっぱいです。

パパママほっと相談コーナー
を設置しました

改元によるシステムメンテナンスに
伴い、一時休止します。
▪休止日：⃝証明書自動交付機…5月1
日㈬・2日㈭ ⃝証明書コンビニ交
付 サ ー ビ ス …4 月2 7 日 ㈯、5 月1 日
㈬・2日㈭ ※ただし、戸籍は4月30
日㈫午後7時～5月2日㈭終日
問 市民課(☎537-5615)

熊本市の劇団ぱれっとが、昔話「花咲
かじいさん」を上演します。
日時：５月３日㈮ 午後２時～

（午後１時30分開場）
場所：コ ンパルホール３階
多目的ホール
定員：200人
※入場整理券は、４月15
日㈪から市民図書館２
階中央カウンター・コ
ンパルホール分館で配
布します。

一番伝えたいことが一番言えな
い背景には何があるのでしょうか。
周囲に偏見や差別があるからでは
ないでしょうか。身近なところから
考えてみませんか。

市報おおいた H31.４.15

▪内容：⃝大手町駐車場（変更） ⃝末
広町一丁目地区第一種市街地再開発
事業（決定） ⃝高度利用地区（決定）
⃝末広町一丁目地区地区計画（変更）
▪縦覧期間：4月23日㈫～5月15日㈬
▪その他：市民および利害関係のある
人は、縦覧期間内に意見書を提出す
ることができます。
▪縦覧場所・問 都市計画課（本庁舎7
階 ☎537-5636）

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

先日、幼なじみのサチ（仮名）と一
緒にご飯を食べた時のことです。
その日のサチはいつもと様子が
違ったので、
「何かあったの？」と尋
ねると、黙って下を向きました。
「友
だちなんだから何でも話してよ」と
言うと、しばらくして「実はわたし恋
人ができたの」と切り出しました。う
れしくなり、
「良かったね。それでど
んな彼氏なの？」と尋ねると、
「男性
じゃなくて、女性なの。わたしの恋愛
対象は女性なの…」と言ったのです。
性の在り方はさまざまであるという
こ と を 聞 い た こ と は あ り ま し た が、
わたしの周りで…、ましてや幼なじ
みのサチが…。わたしは動揺しなが
ら、
「そうなんだ。でもわたしはそん
なの気にしないよ」と声を掛けたの
です。それでも、サチは下を向いたま
までした。何か気まずいままその日
は別れたのです。
その日以降、ずっとサチの表情が
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都市計画の変更にかかる案を
お見せします

人形劇「花咲かじいさん」

◎改元後に有効期限が到達する被保険
者証について
改元後に国民健康保険被保険者証の
有効期限が到達する場合は、
「平成」の
表記を新元号の対応する年に読み替え
ることとします。改元による被保険者
証の回収および再発行は行いませんの
で、旧元号のままお使いください。ま
た、後期高齢者医療被保険者証も同じ
取り扱いとします。
◎改元に便乗した詐欺にご注意ください
市役所から「旧元号の保険証を交換
するので返還してください」などの連
絡をすることはありません。改元に便
乗した詐欺の可能性がありますので、
警察にご相談ください。
問 国保年金課（☎537-5616）

６か月分

▪日時：5月1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〉

4月26日㈮午後10時～5月7日㈫午
前9時の間、国道・県道・市道の工事を
中止します（緊急時は除く）。
問 ⃝国管理国道…国土交通省大分河
川国道事務所（☎544-4167） ⃝県
管理国道・県道…大分土木事務所（☎
558-2141） ⃝市道…土木管理課
（☎537-5992）

こどもの読書週間イベント

国保年金課からのお知らせ

１年分

無料人権相談を行います

ゴールデンウイーク期間中
は、
道路工事を控えます

お知らせ

２年分

◎自衛捕獲用わなの購入費
▪対象動物：①イノシシ ②タヌキ・ア
ナグマなど(中型動物) ③カラス
▪対象者：市内に居住する農業者で、わ
な猟免許を有し、ハンター保険等に
加入している人
◎鳥獣被害防護柵資材の購入費
▪対象資材：電気柵、トタン柵、鉄線柵
▪対象者：鳥獣による農林水産物や人
身の被害を防ぐため、防護柵を設置
する個人・団体
▪購入・設置期間：2020年2月末まで
にわなを購入・防護柵を設置
▪助成率：わな購入費・資材購入費の3
分の2以内(上限あり)
▪申込期限：12月27日㈮
▪その他・問 事前に申請が必要です。
購入後の申請はできません。申請方
法など詳しくは、林業水産課(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)をご覧
になるか、同課(☎585-6021)へ。

▪対象税目：⃝市県民税(普通徴収)
⃝固定資産税・都市計画税(土地家
屋) ⃝固定資産税(償却資産)
⃝軽自動車税 ※納付番号、確認番
号の印字がない納付書、記載されて
いる納期限を過ぎた納付書は利用で
きません。
▪納付方法：⃝クレジットカード…市
ホームページの納付サイトから納付
番号などを入力し、納付してくださ
い。 ※納付金額に応じてシステム
利用料が必要 ⃝ペイジー…インタ
ーネットバンキングや金融機関のＡ
ＴＭから納付してください。
▪その他・問 領収証書は発行されま
せん。詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、
 納税課(☎537-5611)
へ。

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

市税のクレジットカード納付・
ペイジー納付が始まりました

市報おおいた H31.４.15
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