
「豊後FUNAIミュージカル」
体験・説明会の参加者募集
▪日時：10月26日㈯・27日㈰　午前9時
30分～午後0時30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分1階　
小ホール
▪対象：小学生以上
▪申込期限：10月18日㈮
※詳しくは、J:COM�ホルトホール大分
ホームページを
ご覧になるか、
J:COM� ホルト
ホール大分（☎
576-8877）へ。

市認知症家族介護支援事業の
参加者募集
▪対象：市内居住で、在宅認知症高齢者
を介護し、全4回（月1～2回程度開
催）の講習会に参加できる家族など
▪定員：各施設10人程度（先着順）

施設名 申込み・問
風雅の里上野 535-8900
緑風苑デイサービス
センターE型 567-3733

小規模多機能型
居宅介護はなぞの 503-6801

看護小規模多機能型
居宅介護そら 547-7865

とまとの里 585-5503
デイサービス風香 529-7200

※日程、内容など詳しくは、各施設へお
問い合わせください。なお、市ホーム
ページでも確認できます。
問　長寿福祉課（☎537-5771）

市民農園の利用者募集
◎市民ふれあい農園（戸次・高田・曲）
▪年間利用料：7,776円（24㎡）
問　JAおおいた（☎546-1117）
◎貸し農園�横瀬ファーム（横瀬）
▪年間利用料：15,000円（50㎡）
問　川野(☎090-1367-4814)
▪その他・問　場所や応募方法など詳
しくは、農政課(☎537-7025)へ。

募　集

無料
児童扶養手当（ひとり親家庭
などの手当）を8月9日に
振り込みました
　該当者で振り込みのない人は、子育
て支援課（☎537-5793）へご連絡くだ
さい。

障害福祉課からのお知らせ
(①☎537-5786�②☎585-6009)
①障害児福祉手当などを8月9日に振
り込みました
　8月期分の障害児福祉手当や特別障
害者手当、福祉手当（経過措置分）を受
給者の指定口座に振り込みました。該
当者で振り込みのない人は、ご連絡く
ださい。
　また、病気や障がいのため日常生活
において常時の介護を必要とする、20
歳未満で障害児福祉手当の申請をして
いない人および病気や障がいのため在
宅で常時特別の介護を必要とする、20
歳以上で特別障害者手当の申請をして
いない人は、お問い合わせください。
②障害者医療証を郵送しました
　7月末に、障がい者で医療費助成対
象として受給資格が認定された人に、
新しい医療証を郵送しました。また、受
給資格が停止になる人には別途お知ら
せを郵送しました。なお、助成対象者
で、まだ医療証をお持ちでない人は、交
付申請をしてください。
▪助成対象：心身障がい者…⃝1級、2
級、3級の身体障害者手帳の所持者　
⃝A1、A2、B1、B2の療育手帳の所持
者　精神障がい者…1級の精神障害
者保健福祉手帳の所持者　※受給資
格には、所得による制限があります。
▪申請に必要なもの：健康保険証、該当
するいずれかの手帳、印鑑、預・貯金
通帳（本人名義）、本人および同一世
帯員のマイナンバーカードまたは通
知カード

新しい国民健康保険被保険者証
は届きましたか
　国民健康保険加入世帯に新しい被保
険者証（うすい青色）を、7月に簡易書留
で送りました。該当者で、まだ届いてい
ない人は、国保年金課（☎537-5736）へ。

送付と振込
野生動物による被害を
防ぎましょう
　近年、サル、イノシシなどの野生動物
による被害（鳥獣被害）が深刻な問題と
なっています。
　鳥獣被害を防ぐためには、草刈りな
どにより「野生動物を寄せ付けない環
境をつくる（環境整備）」、防護柵の設置
などにより「野生動物が農地へ侵入す
ることを防ぐ（予防）」、箱わな等の設置
などにより「被害を及ぼす野生動物の
数を減らす（捕獲）」といった対策を地
域ぐるみで行うことが重要です。
　市では、地域や個人で設置・管理する
「防護柵の資材費用」や「わな猟免許取
得のための費用」、「わなの購入費用」な
どに対する補助があります。詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、林業
水産課（☎585-6021）へ。

農業委員会からのお知らせ
（☎537-5654）
◎農地の無断転用や耕作放棄をなくし
ましょう
　農地の転用には、農地法による手続
きが必要です。原状回復の命令や罰則
の適用もありますので、無断転用はや
めましょう。
　また、耕作放棄は雑草による病害虫
の発生など、周辺地域に多大な迷惑を
掛けます。適正な管理をお願いします。
　農地の転用や売買・賃貸に関する相
談や申請を受け付けています。気軽に
お申し出ください。
◎議事録の公開
　毎月の定例総会の議事録を農業委員
会事務局（本庁舎8階）や市ホームペー
ジで公開しています。

業務・産業用燃料電池設備の
設置費用補助
▪補助対象：定格発電出力3kW以上の
業務・産業用システム（家庭用は対象
外）
▪その他・問　申請額が上限に達し次
第受け付けを終了します。補助額、補
助要件など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、環境対策課（☎
537-5758）へ。

お知らせ
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暮らしの情報 ▲

公立保育所臨時保育士・調理員
の登録者募集
　登録制で、随時募集しています。
▪登録方法：必要書類を提出し、面接
▪賃金日額：保育士…8,070円、調理員
…7,000円
※申込方法など詳しくは、保育・幼児教
育課(☎585-6015)へ。

OITAものづくり展
工場見学バスツアー
参加者を募集しています
▪日時と見学工場

開催日 午前9時30分
～正午

午後1時30分
～4時

10月4日
㈮

①�昭和電工㈱・
NSスチレン
モノマー㈱

②�㈱三井E＆S
マシナリー

10月7日�
㈪

③�JXTGエネル
ギー㈱ ④�日本製鉄㈱

10月8日�
㈫ ⑤�日本製鉄㈱

⑥�ソニーセミコ
ンダクタマニ
ュファクチャ
リング㈱

10月9日�
㈬

⑦�王子マテリ
ア㈱

⑧�TOTOアク
アテクノ㈱

10月10日�
㈭

⑨�大分エル・エ
ヌ・ジー㈱ ⑩�九州電力㈱

10月11日
㈮ ⑪�住友化学㈱ ⑫�九州電力㈱

▪対象：①～⑩、⑫は15歳以上、⑪は保
護者同伴であれば未就学児も可。
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪申込み・問　往復はがきまたは市ホ
ームページ「工場見学バスツアー参
加者募集」の申込み専用フォームに、
住所、氏名、年齢、電話番号、見学希望
企業の番号（複数可）を記入し、8月
30日㈮〈必着〉までに商工労政課（☎
585-6011）へ。

高齢者ファミリー・サポート・
センター会員募集
　援助を受けたい「依頼会員」が、援助
を行いたい「援助会員」（市内在住の20
歳以上の人）に１時間当たり600円～
700円を支払って、会員同士で援助し
合うシステムです。
※援助会員になるためには、2日間の
講習会（無料）の受講が必要です。
▪依頼会員の対象：判断能力のある65
歳以上の高齢者、その三親等内の家
族
▪次回の援助会員講習会：9月29日㈰・
30日㈪　※申込期限：9月20日㈮
問　高齢者ファミリー・サポート・セン
ター（☎538-3180）

無料

第8回乙津川で遊ぼう
　自然豊かな「乙津川水辺の楽

がっ

校
こう

」で、
親子で楽しめるイベントを開催します
（事前申込不要）。
▪日時：9月14日㈯　午前9時～午後2
時（小雨決行）
▪場所：乙津川水辺の楽校（大字森町）
▪内容：カヌー・ゴムボート体験、水辺
のコンサート、ミニ凧

たこ

作り、かき氷無
料配布（先着500人）、アユの試食（ス
タンプラリー、300人限定）など
▪対象：小学生以上
問　河川課（☎537-5632）

組
くみおどり

踊上演300周年記念公演
▪日時：10月13日㈰　午後2時開演
▪場所：J:COM�ホルトホール大分　大
ホール
▪内容：沖縄の伝統的な音楽や舞踊、せ
りふで展開される歌舞劇である組踊
の300周年記念公演
▪定員：1,201人
▪入場料：一般2,000円、小・中学生、高
校生500円（全席指定）

問　J:COM�ホルトホール大分総合事
務室（☎576-8877）

産業活性化プラザセミナー
最近よく聞く「サブスク」って
なに？
▪月日：①9月18日㈬�　②9月19日㈭
〈全2回〉
▪時間：午後4時～6時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階
セミナールーム
▪講師：①佐藤�裕子氏〈イジゲン㈱〉　
　②鶴岡�英明氏〈イジゲン㈱代表取締
役CEO〉
▪定員：45人（先着順）
▪申込み・問　産業活性化プラザに備
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、8月15
日㈭～9月13日㈮に同プラザ（☎
576-8879）へ。

講座＆教室

無料

「認知症サポーター養成講座」
受講団体募集
▪実施日時：月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分
▪内容：認知症の基礎知識と認知症の
人への接し方を学習
▪対象：おおむね5人以上の団体
▪その他：会場は実施団体で用意して
ください（会場使用料などは団体負
担）。　※講師料、資料代は無料
▪申込み・問　長寿福祉課に備え付け
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（第2庁
舎2階　☎537-5771）へ。
※各中学校区にある地域包括支援セン
ターで申し込みも可。

彫刻清掃ボランティア募集
　市では、「彫刻を活かしたまちづくり
事業」の一環として、彫刻作品の清掃事
業を行っています。ボランティアに参
加し、まちなかにある美術作品を身近
に感じてみませんか。参加には、事前登
録が必要です。
▪申込み・問　直接または電話で、公園
緑地課（本庁舎7階　☎537-5975）
へ。

トレジャーハントin高崎山
　秋の高崎山を楽しめるトレジャーハ
ントを開催します。高崎山に隠された謎
を解いて、お宝をゲットしましょう。当
日は、たかもんのふわふわもあります。
▪日時：9月15日㈰　午前10時～午後
4時
▪受付場所：おさる館芝生広場
問　観光課（☎537-7043）

コンパルホールゴスペル
コンサートを開催します
▪日時：11月3日㈰　午後1時30分～
（午後1時開場）
▪場所：コンパルホール1階　文化ホ
ール
▪定員：494人
▪料金：3,000円（当日券は3,500円）
▪その他・問　チケットは8月24日㈯
からコンパルホール（☎538-3700）
などで販売

イベント

大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
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。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。） 問 国際化推進室（☎537-5719）
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