
「大分市一般廃棄物処理基本
計画（素案）」市民意見募集
▪閲覧・募集期間：9月17日㈫～10月8
日㈫
▪資料の閲覧場所：ごみ減量推進課（本
庁舎4階）、情報公開室（本庁舎7階）、
各支所、市ホームページでご覧にな
れます。
▪その他・問　個々の意見に対する直
接の回答はしません。応募方法など詳
しくは、市ホームページをご覧になる
か、ごみ減量推進課（☎537-5624）へ。

令和元年度
コンパルホールの後期講座
受講生追加募集
　定員に達していない講座の受講生
を、9月18日㈬から追加募集します。詳
しくは、コンパルホールのホームペー
ジをご覧になるか、同館（☎538-
3700）へ。

NPお母さんひろば
参加者・保育ボランティア募集
①参加者募集
▪内容：子育ての話し合いと仲間づく
り　※子どもは別室で託児（無料）
▪対象：0歳～6歳児（未就学児）の保護
者
▪定員：15人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内容：参加者の子どもの保育
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪日時：10月29日～12月3日（火曜日・
全6回）　午後1時30分～3時30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
子育て交流センター
▪申込み・問　直接または電話で、①は
9月17日㈫～30日㈪、②は9月17日
㈫～10月25日㈮に子育て交流セン
ター（☎576-8245）へ。　※9月24日
㈫、10月15日㈫を除く

就労ピアサポートサロン
おおいた参加者募集
▪日時：令和2年3月までの毎月第3日
曜日　午前10時～正午
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
障がい者交流室
▪内容：障がいを持つ人同士の就労に
関する相談・交流・情報交換など　※
事前申込みは不要です。

問　障害福祉課（☎537-5658）

無料

無料

第11回ふれあい歴史体験講座
「籐芯かご編み」
▪日時：10月5日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：460円（材料費）
▪持参品：はさみ、古タオル2枚
▪申込み・場所・問　電話で、9月18日
㈬から歴史資料館（大字国分　☎
549-0880）へ。

市美術館の教室（☎554-5800）
◎ちびっこ工作ルーム「てとてとて」
▪月日：10月～令和2年3月の第1金曜日　
※1月のみ第2金曜日
▪時間：午後1時～3時（受付は午後2時
30分まで）
▪場所：市美術館　チャイルドハウス
▪対象：未就学児と保護者
※事前申込みは不要です。
◎秋の美術教室「岩絵の具って、
　な～に？日本画に挑戦！」
▪日時：10月12日㈯　午後1時30分～
3時30分
▪対象：小学生以上（小学生は保護者同
伴）
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪材料費：1人500円　
▪申込み・場所・問　往復はがき（1枚に
つき1家族）に、参加者全員の氏名（ふ
りがな）・年齢、代表者の住所・電話番
号、制作人数、講座名を記入し、9月15
日㈰～30日㈪〈消印有効〉に市美術館
（〒870-0835　大字上野865）へ。

「働く女性におくる！ストレスに
負けない自分づくりのメソッド」
▪日時：11月8日㈮　午後6時30分～8
時30分
▪場所：コンパルホール2階　男女共
同参画センター会議室1
▪講師：伊藤�厚子氏（臨床心理士）
▪対象：市内または由布市に居住・通勤
している就労中の女性
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　電話で、9月20日㈮～
10月31日㈭に男女共同参画センタ
ー（☎574-5577）へ。※市ホームペ
ージで申込みも可。

講座＆教室

無料

無料

豊かで美しい森づくり事業
参加者募集
　竹中地区の里山で、染色体験や門松
作りなどを行います。
▪月日･内容：①11月2日㈯…染色体験　
②12月21日㈯
…ミニ門松作り
　※いずれも小雨
決行
▪時間：午前9時30
分～正午（予定）
▪場所：大字竹中
▪定員：①40人
　②30人（いずれも多数時は抽選）
▪申込期限：①10月18日㈮
　②11月29日㈮〈いずれも必着〉
▪申込み・問　電話またははがき、ファ
クス、Eメールで、参加者全員の氏
名・年齢、代表者の住所・電話番号、希
望する内容を、公園緑地課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5975　
538-1249　 koenryoku@city.
oita.oita.jp）へ。

お能とお茶の文化に触れる
▪日時：10月4日㈮　正午～午後5時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分　小
ホール
▪内容：能面の展示、能装束の試着体
験、お能とお茶が学べる映像上映、お
茶体験など　※お茶体験のみ500円
のチケットが必要〈9月15日㈰から
J:COM�ホルトホール大分、平和市民
公園能楽堂で販売〉

問　J:COM�ホルトホール大分総合事
務室（☎576-8877）

ＤＶ防止啓発講演会
▪日時：10月9日㈬　午後1時30分～3
時30分（午後1時開場）
▪場所：コンパルホール4階���400会議室
▪演題：身近にあるＤＶ 暴力によって
コントロールされる妻 子どもへの
影響
▪講師：西山�さつき氏（ＮＰＯ法人レ
ジリエンス代表）
▪定員：100人（当日先着順）
問　中央子ども家庭支援センター（☎
537-5666）

無料

イベント

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다 언어 통역 서비스）
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。
（오이타시에서는 외국인과 방일 관광객들에게 재해발생시의 콜센터 통역 서비스를 제공 하고 있습니다. 언어와 이용 방법 등 자세한 내용은 시 홈
페이지를 참조하십시오.） 問 国際化推進室（☎537-5719）
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都市計画を変更したので
お見せします
▪内容：用途地域の変更、地区計画（東
原二丁目地区地区計画）の決定
▪縦覧場所・問　都市計画課（本庁舎７
階　☎537-5965）

援農かっせ隊募集
▪内容：農繁期の農家のお手伝い（ボラ
ンティア）
▪対象：農作業ができる個人または企
業・団体（年齢・性別・経験不問、未成
年者は保護者の同意が必要）
▪その他：交通費は自己負担、昼食は受
け入れ農家から提供。市ボランティ
ア保険が適用されます（自己負担な
し）。
▪申込み・問　農政課（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）に記入し、必要
書類を添えて、同課（☎537-7025）
へ。

「豊後FUNAIミュージカル」
出演者募集
▪公演日：令和2
年3月15日㈰
▪場所：J:COM�
ホルトホール
大分　大ホー
ル
▪対象：小学生以上で練習に参加でき
る人
▪参加料：6,000円（ワークショップの
み参加の場合は、3,000円）
▪募集期限：11月16日㈯
※この事業は宝くじの助成金で実施し
ます。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。

募　集

道路上に乗り入れブロックを
置かないでください
　車の出入りのために、乗り入れブロ
ックや鉄板などを道路に置くと、歩行
者やバイク、自転車が転倒することが
あります。また、雨水の流れを止め、冠
水の原因となることがあります。安全・
安心に通行できるよう、道路上に乗り
入れブロックなどを設置しないでくだ
さい。詳しくは、土木管理課（☎537-
5992）へ。
※なお、歩道の切り下げが必要な場合
は、自己負担で工事を行うことがで
きます。詳しくは、道路維持課（☎
537-5769）へお問い合わせくださ
い。

雨水貯留施設設置費の一部を
補助します
▪対象：次の要件をすべて満たすこと
　⃝市内に住所を有する個人、または
市内に店舗・事業所等を置く団体　
⃝市内にある自らの住居または店
舗・事業所等として使用している建
築物のある土地に雨水貯留施設を設
置する者　⃝過去5年以内に同補助
金の交付を受けていない者　⃝市税
の滞納がない者　⃝国、県、市その他
の団体から同様の補助金などを受け
ていない者
▪補助金額：設置費用の2分の1に相当
する額（雨水タンクは2万5,000円、
浄化槽転用施設は5万円が上限）　
　※予算の範囲内で先着順に受け付け
ます。
▪その他・問　浄化槽転用施設は工事
着工前の申請が必要です。詳しくは、
河川課（☎578-7748）へ。

家屋を取り壊したときは連絡を
　家屋（物置など簡易な建物を含む）を
取り壊したときは、早めに連絡をお願
いします。取り壊しの確認ができてい
ない場合、その家屋に対する固定資産
税が引き続き課税されることがありま
す。なお、家屋滅失証明が必要なとき
は、お問い合わせください。
問　本庁・明野支所管内の人は…資産
税課（☎537-7291）　鶴崎・大在・坂
ノ市・佐賀関支所管内の人は…東部
資産税事務所（☎527-2132）　稙
田・大南・野津原支所管内の人は…西
部資産税事務所（☎541-1406）

キノコ類・フグ等の自然毒による
食中毒を予防しましょう
　食用のキノコと確実に判断できない
キノコを食べたり、自分で釣ったフグ
を調理して食べたりするのは危険です
ので、絶対にしないでください。
問　保健所衛生課（☎536-2704）

10月1日は「浄化槽の日」です
　浄化槽は微生物の働きでトイレなど
の排水をきれいにしています。きれい
な自然を守るため、正しく管理しまし
ょう。
◎浄化槽は3つの維持管理が大切です
▪保守点検：市に登録している「浄化槽
保守点検業者」に委託してください。
▪清掃：市の許可を受けた「浄化槽清掃
業者」に委託してください。
▪法定検査：（公財）県環境管理協会（☎
567-1855）に依頼してください。
◎浄化槽の使用開始・休止・変更時など
には届け出が必要です
▪届け出の対象：⃝浄化槽の使用を開
始または再開したとき　⃝浄化槽の
使用を休止または廃止したとき
　⃝引っ越しなどで浄化槽の管理者が
変わったとき
◎浄化槽への設置替えに補助します
　対象地域で、住宅のみなし浄化槽（し
尿のみ処理）やくみ取り便槽から、浄化
槽（し尿と生活雑排水を処理）へ設置替
えをする場合、その費用を補助します。
▪補助金額

人槽 補助金額
5人槽 48万9,000円
6～7人槽 54万6,000円
8～10人槽 65万4,000円

▪その他：着工前に申請が必要です。予
算の範囲内で先着順に受け付けま
す。
問　廃棄物対策課（☎540-5850）

電子申請をご利用ください
　インターネットを利用して、市への
各種申請や届出などの手続きができま
す。システムの利用には、事前に登録が
必要な場合があります。詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、情報政策
課（☎537-5606）へ。

お知らせ
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暮らしの情報 ▲


