
高崎山のニホンザル個体数
調査ボランティア募集
▪調査期間：11月25日㈪～29日㈮
　午前7時30分～正午
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加条件：⃝期間中、毎日調査に参加

できる人　⃝11月中で都合のよい7
日間、サルの識別（年齢・性別）研修に
参加できる人　※山の中を歩きま
す。　⃝全員研修に参加できる人

〈11月5日㈫予定〉
▪申込み・問　電話で、10月15日㈫～

31日㈭に高崎山自然動物園（☎532-
5010）へ。

市美展出品作品募集
▪展示期間：令和2年3月6日㈮～29日㈰
▪部門：①デザイン、書、写真　②日本

画、洋画・版画、彫刻、工芸
▪出品料：一般1,500円（同部門2点目

は1,000円）、高校生500円
▪申込み・場所・問　市美術館、本庁舎

1階案内所、各支所、各地区公民館な
どに備え付けの申込書に記入し、作
品（各部門1人2点まで）を出品料と
ともに、①は令和2年2月29日㈯、②
は令和2年3月1日㈰〈両日とも午後1
時～4時〉に市美術館（☎554-5800）
へ。

おおいたワールドフェスタ
▪日時：10月26日㈯　午前11時～午

後4時
▪場所：コンパルホール3階　多目的

ホールほか
▪内容：世界の料理や世界を旅するス

タンプラリー、留学生による日本語
スピーチコンテストなど

問　国際化推進室（☎537-5719）

第4回ホルトホール大分
高校演劇グランプリ
▪日時：11月9日㈯・10日㈰　午前9時

30分～（予定）
▪場所：J:COM ホルトホール大分　大

ホール
▪定員：各1,201人(当日先着順)
問　J:COM ホ ル ト ホ ー ル 大 分(☎

576-8877)

イベント

無料

第37回暴力絶滅
おおいた市民大会
▪日時：10月27日㈰　午前11時～午

後0時30分（小雨決行）
▪場所：若草公園（中央町）
▪内容：「暴力絶滅標語コンクール」入

選者表彰式、決起大会など
問　生活安全推進室（☎537-5997）

おおいた人権
フェスティバル2019
▪日時：11月2日㈯　午前10時～午後

3時
▪場所：J:COM ホルトホール大分　大

ホールほか
▪内容：ザ・キャビンカンパニーえほん

おはなし会、ワークショップなど
▪その他・問　ワークショップ（絵の描

き方体験）は事前申込みが必要です。
電話で、10月16日㈬午前9時から社
会教育課（☎537-5722）へ。

美術館で音楽会
▪日時：11月2日・9日・16日・23日・30

日（土曜日）　午前11時～11時45
分、午後2時30分～3時15分
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）

大分トリニータ
ホームゲーム
「大分市ホームタウンDAY」
　ガンバ大阪との試合に、大分市民を
無料招待します。
▪日時：11月10日㈰　午後2時キック

オフ（午前11時受付開始）
▪場所：昭和電工ドーム大分
▪対象シート：トリニータシート
▪定員：5,500人（先着順　※電話…

200人、ホームページ…5,300人）
▪申込み：電話または大分

トリニータ公式ホームペ
ージの専用フォームで、
10月15日㈫午前9時から、大分トリ
ニータ（☎554-2250）へ。
▪その他：当日は「大分商工会議所サン

クスデー」を同時開催します。
問　スポーツ振興課（☎537-5650）

無料

無料

南大分スポーツパーク
「秋の無料開放デー」
▪月日：10月25日㈮～27日㈰
▪場所：⃝体育館アリーナ〈27日㈰を

除く〉、オリエンテーション室、トレ
ーニング室　⃝南大分温水プール
▪その他・問　当日の午前9時から、南

大分体育館窓口および電話（☎546-
7010）にて随時受け付けます。

海部のまつり2019
▪日時：10月27日㈰　午前10時～午

後4時
▪場所：亀塚古墳公園（大字里）
▪内容：はにわ作り（当日先着60人）、

勾
まがたま

玉作り（午前の部・午後の部各当日
先着30人）、火おこし体験
▪その他：はにわ作り、勾玉作りは材料

費として300円が必要です。勾玉作
りの受付は午前の部が午前9時30分
から、午後の部が午前11時からです。

問　文化財課（☎537-5639）

吉野ふれあい 
いも掘り大会
▪日時：10月27日㈰　午前9時45分～

午後0時30分（午前9時15分受付開
始）
▪受付場所：吉野校区公民館（大字辻）
▪参加料：500円（いも3kg付き）
　※小学生以下は無料（いも無し）で参

加もできます。
問　大南支所（☎597-1000）

子育て支援・児童虐待防止
啓発講演会
▪日時：11月7日㈭　午後2時～3時30

分（午後1時受付開始）
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪演題：子どもを守るために役立つ法

律知識とその活用
▪講師：久保 健二氏（福岡市こども総

合相談センター課長、弁護士）
▪定員：490人（当日先着順）
問　東部子ども家庭支援センター（☎

527-2140）

無料

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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コンパルホール市民の
作品展示募集
▪内容：絵画・写真・短歌・俳句など、平
面に画びょうで固定できるもの
▪その他：令和2年1月に、3階マルチス
ポット、4階子どもギャラリーで作
品を展示します。
▪申込み・場所・問　コンパルホールに
備え付けの申込書に記入し、10月16
日㈬～11月30日㈯に同ホール（☎
538-3700）へ。

森林セラピー参加者募集
①森林セラピー体験ツアーin高崎山
▪日時：11月10日㈰　午前8時30分～、
午前8時45分～、午前9時～（各部約3
時間の行程）
▪場所：高崎山セラピーロード（大字神
崎）
▪定員:各10人（多数時は抽選）
▪参加料:1,200円（ガイド料、軽食代）
②森林セラピーガイド講座・体験
　「森林セラピー体験会」
▪日時：11月24日㈰　午前9時～正午
▪場所：おしどり渓谷セラピーロード
（大字廻栖野）
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪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、イベント
名、参加者全員の氏名・年齢・性別、代
表者の住所・電話番号、希望時間（①
のみ）を記入し、①は10月28日㈪、②
は11月13日㈬〈いずれも必着〉まで
に林業水産課（〒870-8504　荷揚
町2-31　☎585-6013）へ。

「地域デザインの学校 in 大在」
参加者募集
　さまざまな年代の人が、まちづくり
の手法を学び、グループワークなどを
通じて、地域のこれからを考えます。
▪日時：11月9日・16日・30日、12月21
日〈土曜日・全4回〉　午前11時～午
後4時30分（最終日は午後1時～）
▪場所：大在公民館
▪対象：大在地域またはその周辺に居
住・通勤・通学している人
▪定員：25人（多数時は抽選）
▪申込み・問　市民協働推進課（本庁舎
2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、10月30日㈬までに同課（☎537-
7251）へ。

無料

無料

市空家等相談会
▪日時：10月27日㈰　午前9時30分～
正午、午後1時～4時
▪場所：コンパルホール3階　300会議
室
▪対象：空き家の所有者・管理者、将来
空き家になる可能性がある家屋を所
有している人
▪内容：建築士や行政書士などによる、
空き家の管理や売買・賃貸、リフォー
ム、相続の相談　※事前申込み不要
問　住宅課（☎585-6012）

児童手当を振り込みました
　10月期の児童手当（6～9月分）を10月
15日㈫に振り込みました。該当者で振り
込みのない人はお問い合わせください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

指定ごみ袋減免対象者へ
指定ごみ袋を送付します
　常時紙おむつやストーマ用装具を使
用している人、生活保護受給世帯を対
象に、令和2年10月までの1年分を11
月中に送付します。対象者で届かなか
った人は、ごみ減量推進課（☎537-
5624）へ。

特定優良賃貸住宅入居者募集
▪対象世帯：自ら居住するための住宅
を必要とする2人以上の家族（一部単
身可）　※収入が基準内であること
▪住宅・申込み：⃝「パレフロール城崎」
「ラフィーネ大道」「セゾン大分駅前」
「ポラリス中津留」…㈱ベツダイ（☎
533 -2451）　⃝「メゾンSoubi」
「MDワーフタワー」…㈱豊後企画集
団（☎537-4975）
問　住宅課（☎537-5634）

無料

送付と振込

募　集

自衛捕獲用わななどの購入費
を一部助成します
▪対象動物：イノシシ、タヌキ、アナグ
マ、カラスなど
▪助成金額：わな購入費・資材購入費の
3分の2以内（上限額があります。）
▪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
▪申込期限：12月27日㈮
▪その他・問　事前に申請が必要です。
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。

オープンスクールデーを
実施します
　11月1日「おおいた教育の日」の取り
組みとして、市立の幼稚園、小・中学校
および義務教育学校で、保護者や地域
の人に、保育や道徳科等の授業などを
公開します。
▪期間：10月19日㈯～11月10日㈰〈各
市立幼稚園、小・中学校および義務教
育学校が指定した日時に限ります。〉
問　学校教育課（☎537-5648）

「教育に関する事務の管理及び
執行の状況についての
点検及び評価」の報告書を
公表しています
　「地方教育行政の組織及び運営に関
する法律」第26条に基づき、点検・評価
を行った結果の報告書を教育総務課
（第2庁舎4階）、情報公開室（本庁舎7
階）、市民図書館、市ホームページで公
表しています。
問　教育総務課（☎537-5671）

高額介護サービス費に
ついてお知らせします
　市民税課税世帯および利用者負担割
合が1割の世帯で、平成30年8月から令
和元年7月の1年間に支払った介護保
険の自己負担額の合計が446,400円を
超えた場合、超えた額を申請により高
額介護サービス費として支給します。
該当者には10月中に通知書を送付し
ます。要件など詳しくは、長寿福祉課
（☎537-5742）へ。

お知らせ
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暮らしの情報 ▲


