
市民農園の利用者募集
▪農園名：市民ふれあい農園(戸次･高

田･曲)
▪年間利用料：7,920円（税込）
▪その他･問　農園の設備や応募方法

など詳しくは、JAおおいた（☎546-
1117）へ。

行政書士
無料相談会
▪日時：3月17日㈬　午後1時～4時
▪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
▪場所・問　県行政書士会事務局（城崎

町一丁目　☎537-7089）

世界自閉症啓発デー
イベント
　世界自閉症啓発デーや発達障害啓発
週間に、大分いこいの道広場「100年の
樹」を青色にライトアップします。
▪期間：4月2日㈮～8日㈭
▪その他：期間中、セミナーやアート展

示を行います。
問　「100年の樹」ブルーライトアップ

実行委員会 岩川（☎090-4350-
1711）

第1回市陸上競技記録会
▪日時：4月18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：800円～1,400円
▪募集期限：4月2日㈮
▪申込み・問　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。

市ジュニアソフトテニス教室
▪期間・時間：5月～4年3月（土曜日、月

2回程度、全20回）　午前11時～午
後1時
▪場所：日岡公園テニスコート
▪対象：新小学2～6年生
▪定員：60人程度（多数時は抽選）
▪受講料：1万3,000円(保険料を含む)
▪申込み･問　はがきまたはEメール

で、住所、氏名、新学年、電話番号、保
護者氏名を、4月11日㈰〈必着〉まで
に市ソフトテニス連盟 大平（〒870-
0021　府内町三丁目3-21　☎090-
5 9 4 9 -2 1 8 9　 oita-sta@pueri.
jp）へ。

天文検定講座
▪日時：3月7日㈰　午後2時～3時
▪内容：天文・宇宙に関する検定試験の

対策講座
▪定員：10人（当日正午から受付順）
▪料金：一般420円、高校生210円、中

学生以下無料
▪場 所・問　 関 崎 海 星 館（ ☎5 7 4 -

0100）

第19回ふれあい歴史体験
「火起こし」
▪日時：3月13日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各20人（先着順）
▪その他：小学4年生以下は保護者同伴
▪申込み・場所・問　電話で、3月3日㈬

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

ふるさとの歴史再発見講座
「考古のコース」
▪日時：4 月2 4 日、5 月8 日･2 2 日、6 月

12日･26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)
▪資料代：300円（全5回分）
▪申込み･場所･問　往復はがきに、住

所、氏名、電話番号、講座名「考古のコ
ース」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。

陸上教室
▪期間：4月3日～11月23日(月2～3回

程度、土･日曜日の午前中)
▪場所：市営陸上競技場ほか
▪種目：短距離、長距離、跳躍、投てき
▪対象：新小学3年生～新高校3年生
▪参加料：9,000円(保険料を含む)
▪申込み・問　はがきに、郵便番号、住

所、氏名、性別、生年月日、年齢、学校
名、新学年、希望種目、電話番号、保護
者氏名を記入し、3月31日㈬までに
市陸上競技協会 諸田(〒870-1119　
高江北一丁目15-3　☎090-7986-
9258)へ。
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無料
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第55回大分市美術展
▪期間・内容：① 3 月 5 日 ㈮ ～ 14 日 ㈰　
「日本画 / 洋画・版画 / 彫刻 / 工芸 / デ

ザイン」展　②3月19日㈮～28日㈰
「書・写真」展
▪開館時間：午前10時～午後6時（入館

は午後5時30分まで）　※14日･28
日は正午まで
▪休館日：会期中の月曜日
▪その他：会期中〈3月5日㈮～28日㈰〉

はコレクション展も無料
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）

ホルトホール大分まつり2021
▪日時：3月13日㈯
　午前9時～
▪場所：J:COM ホル

トホール大分
▪内容：大人気映画

の上映会、県在住
ア ー テ ィ ス ト に
よ る ジ ャ ズ コ ン
サート、大分おもちゃ病院、施設の無
料開放など
▪その他：事前申込みが必要なイベン

トもありますので、詳しくは、市ホー
ムページをご覧になるか、お問い合
わせください。
問　J:COM ホ ル ト ホ ー ル 大 分（ ☎

576-8877）

成人記念フォトコンテスト
作品展示
▪期間：3月15日㈪～24日㈬
▪場所：J:COM ホルトホール大分　エ

ントランスホール
問　社会教育課（☎537-5722）

アートプラザ　虹　夏草　泥亀　
佐藤俊造の全貌展
▪開催期間：3月17日㈬～30日㈫
▪開催時間：午前10時～午後7時
▪場所・問　アートプラザ（☎538-

5000）

無料

© 2019 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

無料

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　国際課（☎537-5719）
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3年度大分市奨学生募集
▪奨学資金：①高等学校･高等専門学校

…国公立は毎月1万円、私立は毎月2
万円を貸与　②大学･短大…毎月4
万5,000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）：①10人
　②25人
▪受付期間：3月10日㈬～4月12日㈪
▪その他・問　詳しくは、3月1日㈪か

ら学校教育課(第2庁舎4階　☎537-
5903)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。

ふれあい花壇コンクール
参加者募集
　「第29回おおいた人とみどりふれあ
いいち」の会場を彩る花壇づくりをす
るグループ・団体を募集します。
▪定員：12組（1組2～5人）　※多数時

は抽選
▪申込み：往復はがきに、行事名「ふれあ

い花壇コンクール」、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12日㈮〈必着〉までに
㈱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9-15　大分合同新聞社7階）へ。
問　公園緑地課（☎537-5975）

どこでもコンサート
in平和市民公園能楽堂
▪日時：3月4日㈭　午後6時30分～7

時10分（午後6時開場）
▪定員：190人（当日先着順）
▪出演：倉堀 翔（クラリネット）、
　北平 和子（バイオリン）
問　文化振興課（☎537-5663）

河原内陶芸楽習館
定期講座 卒業作品展
▪日時：3月24日㈬～28日㈰　午前9

時～午後4時〈28日㈰のみ午後1時ま
で〉
▪場所：河原内くすのきホール（大字河

原内）
問　社会教育課（☎537-5649）

無料

04

無料

無料

開校！野津原こどもアート学校
ワークショップ参加者募集
▪日時：3月20日㈯・21日㈰
　午前10時～午後5時
▪場所：旧野津原中部小学校
▪ワークショップ内容：
3月20日㈯

時間 講師・教室名
1時限

（午前10時～
正午）

工藤 麻祐子
「手作りのアバターで、アニ
メーションを作ろう！」

2時限
（午後1時～
3時）

トマリアサミ
「モンスターにせんりょうさ
れる小物置き!?」

3月21日㈰
1時限

（午前10時～
正午）

遠藤 ももこ
「ピクニックシートを作ろ
う♪」

2時限
（午後1時～
3時）

山口 誠二
「雨の日を楽しく、おえかき傘
～革のストラップを添えて～」

▪対象：小学生（未就学児の場合は保護
者同伴）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪申込期限：3月11日㈭〈必着〉
▪その他・問　当日参加可能の体験型

アートスペースや、アーティストに
よる作品展示なども行います。ワー
クショップの申込方法など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
文化振興課（☎537-5663）へ。

第16回県障がい者
スポーツ大会参加者募集
▪月日・種目：◦5月16日㈰…水泳　　
　◦5月23日㈰…陸上、フライングディ

スク　◦5月29日㈯…卓球、サウンド
テーブルテニス
▪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1 5 日 ㈪ ま で に 同 課（ ☎5 3 7 -
5785）へ。

無料

▲詳細は
　こちら

国民年金に関する各種手続きには
原則マイナンバーが必要です
　国民年金に関する各種手続きには、
原則マイナンバーの記入が必要ですの
で、マイナンバーカードをお持ちくださ
い。マイナンバーカードをお持ちでない
人は、マイナンバーが記載された住民票
の写しなどのほか、運転免許証や年金
手帳などの本人確認書類が必要です。
問　国民年金室（☎537-5617）

2月22日に2月期の障害者
福祉手当を振り込みました
　該当者で、振り込みのない人は、ご連
絡ください。身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳を所持し
ていて申請していない人は、障害福祉
課（本庁舎1階）または各支所で申請し
てください。
※ 市民税の課税状況や施設入所などに

より、支給できない場合があります。
▪申請に必要なもの：印鑑（朱肉を使う

もの）、本人名義の預金通帳、身体障
害者手帳、療育手帳または精神障害
者保健福祉手帳、マイナンバーカー
ドまたは通知カード
問　障害福祉課（☎537-5786）

おおいた府内
ボランティアガイド募集
　市内中心部の観光スポットを案内す
るボランティアガイドを募集します。
▪内容：個人や団体ツアーの観光客に、

1～3時間程度のガイドをします。
▪その他：上野、戸次、鶴崎、佐賀関、野

津原にも各地のボランティアガイド
団体があります。詳しくは、お問い合
わせください。
問　観光課（☎537-7043）
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