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大分市不妊治療費
助成事業のお知らせ

　市では、不妊検査または不妊治療を行う夫婦に対し、検査または治療に要した費
用の一部を助成しています。また、国の助成制度の拡充に伴い、３年１月１日以降
に検査または治療を終了した夫婦は、以下の内容で助成を行っています。（申請時
に夫婦の一方が大分市に住民登録をしていることが必要です。）

大分市不妊検査費（妊活応援検診費）助成事業
検査終了日 2 年 12 月 31 日以前に終了 3年 1月 1日以降に終了

対象の夫婦 法律婚の夫婦 法律婚または事実婚の夫婦

所得条件 夫婦の合計所得 730 万円未満 所得制限無し

検査開始日の妻年齢 43歳未満（※）

対象となる検査
「受診等証明書」の作成を行う医療機関で 2年 10 月 1日以降に受けた医師が必要と
認める不妊検査で、検査開始日から１年以内のものが対象。（医療保険適用の有無は
問わない。人工授精や特定不妊治療を開始した場合、その後の検査は助成対象外。）

助成回数 夫婦合わせて１回限り（複数の検査の場合はまとめて申請）

助成上限額 3万円

助成上限額

特
定
不
妊
治
療

Ａ 30万円 /回 35万円 /回

Ｂ 39万円 /回 41万円 /回

Ｃ・Ｆ 10万円 /回 14万 5千円 /回

Ｄ・Ｅ 20万円 /回
（特定不妊治療初回の場合30万円/回） 30 万円 /回

男性
不妊治療

１回目 30万円
2回目以降 15万円 /回 30万円 /回

人工授精 10万円 /年度
（※）新型コロナウイルス感染拡大に伴う一部緩和措置あり

■申請場所：保健所健康課・東部保健福祉センター・西部保健福祉センター
■その他：申請期限や申請に必要な書類など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、保健所健康課へ。

大分市不妊治療費助成事業
治療終了日 2 年 12 月 31 日以前に終了 3年 1月 1日以降に終了

対象の夫婦 法律婚の夫婦 法律婚または事実婚の夫婦

所得条件 夫婦の合計所得 730 万円未満 所得制限無し

治療開始日の妻年齢 43歳未満（※）

対象となる治療
特定不妊治療（体外受精・顕微授精。指定医療機関で治療したものが対象）、男性不
妊治療、人工授精に要する医療保険適用外の治療費。（治療に直接関係のない費用は
含みません。）

助成回数
特定不妊治療・男性不妊治療は初めて助成を受けた治療における治療開始日の
妻年齢が 40 歳未満は 6回（※）、40 歳以上は 3回まで。子の出生により助成
回数を拡充。人工授精は年度内の治療をまとめて 1回の申請。通算 4年度まで。

問　保健所健康課　☎536-2562

（※）�４年４月１日以降に検査を開始し検査開始日時点の妻年齢が 30歳以上の夫婦は、婚姻から２年以内であることが条件となります。（第２子
以降の妊娠のために初めて検査を受ける場合は、婚姻期間は問わない。）
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ayu__chanさん
感謝

nanaさん
特別な日

大好きなひいおばあちゃんに振袖姿を見せに行くこと
ができました。コロナの影響でガラス越しでしたが、泣
いて喜んでくれました。

中学時代からの友人と３人で、二十歳の記念にドレスで撮
影をした時の写真です。このコロナ禍の中、この３人で無
事に成人式を迎えられたことをとても幸せに感じました。

  成人記念
フォトコンテスト

入選作品
成人を迎えた記念として、

新成人の皆さんがお互いにお祝いができるよう
「それぞれの成人式」をテーマに写真を募集しました。
応募総数113点の中から審査によって選ばれた

グランプリ作品５点を紹介します。

３年

ハンドルネームハンドルネーム

作品名

aさん
旅立ち

夏の暑い日に春日神社で汗をかきな
がら振袖を着て前撮りをしました。妹
が撮った写真です。

ハンドルネーム

作品名

作品名

riririri159123さん
数年後の私たち

数年前のあの場所で同じポーズで撮りました！懐かしい。

ハンドルネーム

作品名

てんさん
はたち

お母さんがつくってくれたかわい
い振袖着れて大満足。お母さんが
振袖をつくってくれる、こんな贅沢
なことはないです。自慢のお母さ
んです！いつもは甘えてばかりだけ
ど、もう社会人になるからしっかり
します。そしてお母さんにたくさん
恩返しできるように頑張ります！

ハンドルネーム

作品名

問　社会教育課　☎537-5722
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試験職種 区分 年齢要件（生年月日） 受験資格・条件など 採用
予定者数※1

事 務 職 Ⅰ種 平成６年４月２日～平成12年４月１日 25人
（障がい者
を含む）

事 務 職
（障がい者） Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他

の心身の機能の障がいがある人

事 務 職【福祉】 Ⅰ種 平成６年４月２日～平成12年４月１日 社会福祉士資格を有する人※２ ３人

事務職B【化学】 Ⅰ種 平成６年４月２日～平成12年４月１日 化学の専門的知識・技能を有する人 ３人

事 務 職【心理】 Ⅰ種 平成３年４月２日以降に生まれた人 臨床心理士または公認心理士の資格を有する人※２ ２人

事務職【文化財】 Ⅰ種 平成３年４月２日以降に生まれた人 学芸員の資格を有する人で大学または大学院で考古
学または歴史学を専攻し、卒業もしくは修了した人※２ １人

土 木 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 土木の専門的知識・技能を有する人 ２人

建 築 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 建築の専門的知識・技能を有する人 １人

電 気 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 電気の専門的知識・技能を有する人 １人

機 械 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 機械の専門的知識・技能を有する人 １人

農 業 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 農業の専門的知識・技能を有する人 １人

保 育 教 諭 Ⅱ種 平成３年４月２日～平成14年４月１日 保育士資格および幼稚園教諭普通免許状を有する人※２ ３人

獣 医 師 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成10年４月１日 獣医師免許を有する人※２ １人

薬 剤 師 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成10年４月１日 薬剤師免許を有する人※２ １人

保 健 師 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 保健師免許を有する人※２ ４人

臨床検査技師 Ⅰ種 平成３年４月２日～平成12年４月１日 臨床検査技師免許を有する人※２ １人

現 業 職 A Ⅲ種 平成３年４月２日～平成８年４月１日 ３人

現 業 職 B Ⅲ種 平成３年４月２日～平成８年４月１日 調理師免許を有する人※２ １人

消 防 士 Ⅰ種 平成６年４月２日～平成12年４月１日

視力（矯正視力を含む。）が両眼で1.0以上、かつ、
一眼でそれぞれ0.5以上で、赤色・青色・黄色
の識別ができ、聴力が正常で、四肢いずれも正
常な人　※所定の健康診断書の提出が必要

３人

�第1次試験は、すべての職種において
テストセンター方式にて実施します。

第１次試験は、教養試験のみ
実施します。

専門試験および体力試験は、
第２次試験にて実施します。

【配布場所】�
人事課、教育総務課、消防局総務課、上下水
道局総務課、市役所本庁舎1階案内所、各支所、
大分市東京事務所、大分県福岡事務所ほか

【市内の会場】�

４月１日㈭～23日㈮

⃝大分オアシステストセンター（OASISひろば21�３階）
⃝ハロー！パソコン教室フレスポ春日浦校
※�市外の試験会場はテストセンターのホームページを
ご覧ください。
※テストセンター会場へのお問い合わせはできません。

５月10日㈪～30日㈰

試験内容

申込期間

第１次試験日

試験案内の配布

大分市職員を募集します

※１：採用予定者数は変更になる場合あり　※２：３年度の国家試験等で取得見込みの人を含む

※テストセンター方式とは、全国の試験会場でコンピューターを使用し、受験者が希望する会場・日時で受験できるテスト方式です。

令和３年度（夏）大分市職員採用試験概要

●� 消防士以外の職種�：�人事課（本庁舎４階）�………………………………………… ☎537-5604
●� 消防士�：�消防局総務課（舞鶴町一丁目１-１��消防局３階）�……………………… ☎532-2188

アクセスはこちら ▼

⃝	郵送での請求方法
� �送付用封筒の表に「試験案内請求」と朱書き
の上、返信用封筒（角型２号の封筒〈A４サイズ
の書類が入るもの〉に120円切手を貼付し送り
先を明記したもの）を同封し、人事課（〒870-
8504　荷揚町２-31）へ請求してください。

試験の申込方法
原則、インターネットによる
申込みとなります。

お問い合わせ

▲テストセンター
のホームページ
はこちら

市民や事業者の申請の際の負担を軽減するとともに、今後進めていく行政手続きのオンライン化を

推進しやすい環境を作るため、押印を求めている行政手続きについて見直しを行いました。

行政手続き等の 押印 が
原則不要になります

本市が市民や事業者から受け付ける行政手続きは、全体で約3,780種
類（各課で取り扱う手続き種類数の合計）取り扱っており、「署名※１」
または「記名押印※２」を選択できる手続きを含め、大半の手続きに
おいては市民や事業者に押印をいただくことになっていました。
※１�署名：自ら書き記すこと
※２�記名押印：氏名を記載（印字でも可）の上、押印すること

※３�記名：氏名を記載すること（印字でも可）

２年12月に内閣府から発出された「地方公共団体における押印見直し」をもとに、本市において
「大分市における押印の見直しに関する方針」を策定し、押印の必要性の再確認を行いました。
その結果、全行政手続き約3,780種類のうちの約96.3％に当たる約3，640種類の手続きについ
て、３年４月１日から記名※３を基本とすることとしました。

各手続きの詳細については、市ホームページに掲載しております一覧表をご覧の上、各手続きの所管課へお問合
せください。

見直し前

押印の見直し概要

見直しの具体例

問　企画課行政改革推進室　☎537-5718

4月1日
から

【押印が不要となる主な手続き】
戸籍証明等請求・申出書

各種市税申告書／減免申請書

児童手当・特例給付現況届

各種補助金関連手続き

見積書、納品書、請求書

【押印を存続する主な手続き】
契約書（協議書、覚書等）

金融機関の届出印を伴う手続き

印鑑証明との照合を行うなどの
厳格な本人確認が必要な手続き
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３年度前期分のホ
ルトホール大分講
座の受講生を募集
します。運動教室・
文化教室・料理教室
などの教室を開講
します。内容や申込
方法、募集期限など
詳しくは、Ｊ:ＣＯＭ�ホルトホール大分の総合事務室や
各支所・各地区公民館などに備え付けのチラシまたは
J : COM�ホルトホール大分のホームページをご覧くだ
さい。

これからの未来を
担う中学生に将来の
仕事について考える
きっかけを作り、早い
段階から職業観を育
成するため、ヤング
キャリアアドバイザー
による講演会を開催しています。講演内容はこれからの目
標や夢、仕事に関すること全般についてです。市内の事業
所に勤務する概ね採用後３年以内で30歳未満の人を50人
募集します。
講演回数は１人当たり２～３回程度で謝礼もあります。
募集期限は、４月23日㈮です。申込み方法や講演時期など詳
しくは、市ホームページをご覧になるか商工労政課へ。

気軽に音楽に親しむ機
会として、市内各地で
開催している「どこで
もコンサート」。市が、
日本における西洋音楽
発祥の地であることに
ちなみ、年間を通して
音楽があふれ、道行く
人が心和むような音楽
のまち大分を実現するため進めている「おおいた夢色音楽
プロジェクト」の一環として開催しています。今回は、県内
外で活躍されるピアニストによる共演です。２人が奏でる
透明感あふれる音色をお楽しみください。

料理や健康体操、パッチワーク、パソコンなどさまざまな
講座があり、１回の講座は２～３時間ほどです。期間は３年
５月～４年３月で、定員は各教室10人～20人、多数時は抽
選です。受講は無料ですが、教材費などが必要です。申込み
は、４月５日㈪～19日㈪午前９時～午後５時（土・日曜日は
除く）に直接、旭町文化センター（旭町１番１号）へ。なお、電
話での受付は行っていません。

どこでもコンサート㏌稙田市民行政センター旭町文化センターの教室

3年度ホルトホール大分講座（前期分）の受講生を募集します

ヤングキャリアアドバイザーを募集します

西洋音楽に
親しんでみませんか

新しい趣味を始めよう

多彩な教室の講座を体験し
ませんか

未来の社会人へ
思いを伝えよう

イベント募　集

募　集

募　集

問　商工労政課　☎ 537-5964

問　旭町文化センター　☎ 546-2772

問　J:COM ホルトホール大分　☎ 576-8877

後藤�秀樹 吉元�優喜乃

問　文化振興課　☎ 537-5663

⃝日時：４月26日㈪　午後６時30分～午後７時10分
　　　　（開場は午後６時）

⃝場所：稙田市民行政センター　市民ホール
⃝定員：80人（当日先着順）
⃝出演：後藤�秀樹・吉元�優喜乃（ピアノ）
⃝演奏曲：�ハンガリー舞曲第５番／ブラームス
� リベルタンゴ／ピアソラ
� 情熱大陸／葉加瀬太郎
⃝その他：観覧料は無料です

※料理は午後１時～、男性健康体操は午後６時～

午前10時～ 午後１時30分～ 午後７時～

月 料理 料理※ －

火 健康体操
生花

パソコン
パッチワーク
書写・書道

タブレット

水 囲碁
太極拳 大正琴 －

木 － － 男性健康体操※
民踊

金 男性料理 パソコン －
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能楽堂全館を開放し、
「ロビー」、能舞台の見え
る「見所」、普段なかなか
入る機会の少ない「楽
屋」などに、大分の各種
作家33人による展示・販
売スペースを設けます。
「sakka33人展オリジナルエコバッグ」を販売し、さらに能
楽堂Instagramをフォローしてくださった人には先着順
（数量限定）でプレゼントします。
どなたでも気軽にご来館いただける、参加型イベントです。

４つの展示室それ
ぞれのテーマで、
市美術館のコレク
ションを紹介しま
す。

短期入門クラスは５月～７月に行い、受講料は4,190円。通
年の各クラスは５月～４年３月に行い、受講料は15,680円。
いずれも、別途道具代が必要です。申込みは、はがき（１人
１枚）に、住所、氏名、年齢、電話番号､希望クラス・曜日（第２
希望まで）、陶芸歴、過去の本講座受講歴を記入し、４月13
日㈫〈必着〉までに社会教育課（〒870-8504　荷揚町2-31）
へ。市ホームページで電子申請もできます。

協働のまちづくり
大賞は、自治会・
町内会や、その
活動を支援する
NPO法人・ボラン
ティア団体・事業
者が行っている、
住みよいまちづくりのための取り組みです。今回は、「川添
校区自治会連合会」「明野南町自治会」「南下郡町内会」「口
戸自治会(ななせ農地保全会)」「緑が丘ふれあい食堂」「上
り尾自治会」「池ノ平自治会」の７団体が受賞しました。
校区行事を通じて豊かな地域づくり・人づくりに取り組ま
れている「川添校区自治会連合会」が大賞を受賞し、表彰式
を３月５日に行いました。

「協働のまちづくり大賞」表彰式

２年度「協働のまちづくり大賞」
表彰式を開催しました

能や和、伝統文化を一部取り
入れた作品展お知らせ

イベント

市美術館　第1期コレクション展河原内陶芸楽習館の定期講座

市美術館のコレクションを
ご紹介

自分だけの作品づくりを
楽しもう

問　社会教育課　☎ 537-5649

イベント募　集

⃝日時：６月５日㈯　午前11時～午後３時
　　　���（売り切れ次第終了）

⃝場所：平和市民公園能楽堂（牧緑町）

⃝会期：４月14日㈬～７月11日㈰
⃝開館時間：午前10時～午後６時(入館は午後５時30分まで)
⃝休館日：�４月19日㈪・26日㈪、５月10日㈪・17日㈪・24

日㈪・31日㈪、６月14日㈪・21日㈪・28日㈪
⃝観覧料：�一般…310円（260円）、高校・大学生…210円

（150円）、中学生以下および、身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳提示者とそ
の介護者１人は無料

� 　※（��）は20人以上の団体料金

⃝内容：
・展示室１　�「大分の日本画―大正10年・九州沖縄八県連合

美術展開催から100年」
・展示室２　「節句の『祝画』」〈５月23日㈰まで〉
・展示室３　「生誕110年糸園和三郎と“自由美術”」
・展示室４　�「戦後日本における『伝統』―日本伝統工芸展

出品作家を中心に」

首藤雨郊《薩摩街道の冬》1921頃

問　市美術館　☎ 554-5800

問　平和市民公園能楽堂　☎ 551-5511問　市民協働推進課　☎ 537-7251

⃝場所：河原内陶芸楽習館（大字河原内）

※�いずれも多数時は抽選。同じクラスの受講は２回まで、
通年は通算４回まで可能です。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。

クラス・定員 曜日・時間 対象
短
期 入門�16人 日曜日�午後１時～４時

陶芸未経験
または経験が
浅い市民

通
年

入門�各16人
水曜日�午前９時～正午
土曜日�午後１時～４時
日曜日�午前９時～正午

経験者
各16人

水曜日�午後１時～４時
土曜日�午前９時～正午

通年入門クラ
ス修了者また
は陶芸歴1年
以上の市民

「nougakudou�＋�sakka33人展」を開催します
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「おおいた子育てほっとクーポン」
で利用できるサービスが
追加されます
　4月1日㈭から、おむつ・ミルクの購
入が追加されます。この他にも、「おお
いた子育てほっとクーポン」はさまざ
まな子育て支援サービスに使用できま
す。詳しくは、子育て支援サイト
「n

な あ な
aana」をご覧になるか、子育て支援

課（☎537-5793）へ。

空き家相談出張窓口を
開設します
▪日時：4月15日㈭　午前10時～正
午、午後1時～3時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分1階�
まちづくり情報プラザ
▪内容：空き家問題全般
▪対象：空き家の所有者や管理者、将来
空き家になる可能性がある家屋を所
有している人、近隣に空き家がある
人など
▪その他：事前予約は不要です。
問　住宅課（☎585-6012）

国際交流・国際協力・多文化共生
イベントに対して一部助成します
▪対象：市民または市内に事業所など
がある団体が、6月～4年3月に自主
企画で開催する国際交流・国際協力・
多文化共生イベント
▪助成内容：広告料や使用料など
　※最大100万円まで助成します
▪申込期限：5月6日㈭〈必着〉
▪その他：選考あり。詳しくは、国際課
(本庁舎5階)に備え付けの募集案内
(市ホームページでダウンロードも
可)をご覧ください。
問　国際課（☎537-5719）

交通遺児奨学手当を支給します
▪対象：父母またはそのいずれかが亡
くなられた小・中学生と同居する保
護者で、その生計を維持している人
※市内に居住する人に限ります。また、
遺児が養子になった場合や、遺児の父
母が再婚した場合は支給できません。
▪支給額(年額)：小学生…1万9,200円、
中学生…3万円
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、生活
安全･男女共同参画課(☎578-7541)
へ。

無料

国民年金室からのお知らせ
（☎537-5617）
◎国民年金保険料が変わりました
　3年度の国民年金保険料は、月額
16,610円に改定されました。付加保険
料は、月額400円で変わりません。
◎3年度の国民年金保険料「学生納付
特例申請」は4月1日㈭から受け付け
ます
　申請は毎年度必要です。本人確認書
類、学生証（写し可）または在学証明書
（原本）を持参の上、本庁舎1階⑩番窓
口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で申
請してください。
◎短期滞在外国人に対する脱退一時金
の支給上限が引き上げられます
　4月から、支給上限月数が現行の3年
から5年に引き上げられます。詳しく
は、ねんきんダイヤル（☎0570-05-
1165）へ。
◎未婚のひとり親等が国民年金保険料
全額免除基準に追加されます
　所得額が135万円以下のひとり親
が、国民年金保険料の全額免除の対象
となります。3年度分の免除申請（一般
免除は7月）から適用されます。

市内全域で有害鳥獣の捕獲を
行います
　市の有害鳥獣捕獲班により、主に被
害のある農地周辺や山間部で行いま
す。事故を防ぐため、山に入る際は目立
つ色の服装で鈴などを着け、わなを発
見しても絶対に近づかないでください。
また、住宅地周辺で行う場合もあります
のでご理解、ご協力をお願いします。
▪期間：4月1日㈭～7月31日㈯
▪実施方法：銃器、わな（住宅地周辺で
は銃器は使用しません）
問　林業水産課（☎585-6021）

小規模事業者の販路開拓などの
取り組みを一部補助します（前期）
▪整理券配布期間：4月15日㈭～7月30
日㈮
▪申請受付期間：5月10日㈪～7月30日㈮
▪補助率：5分の4（上限30万円）
※2年連続の申請は不可
※11月末までに着手するものが対象
※整理券配布は予定数に達し次第終了
▪その他･問　申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、商
工労政課（☎537-5959）へ。

新型コロナワクチン
コールセンターを開設しました
（☎535-7195）
　接種や予約の手続きに関するお問い
合わせを受け付けます。
▪受付時間：午前9時～午後6時（土･日
曜日、祝日は午後5時まで）
問　保健所保健予防課（☎547-8240）

「3年度ごみ収集カレンダー」は
届きましたか
　ごみ収集カレンダーを3月に配布し
ました。市民課(本庁舎1階⑦番窓口)、
各支所、各連絡所、各清掃事業所で受け
取りもできます（市ホームページでダ
ウンロードも可）。
問　清掃業務課(☎568-5763)

製造業を営む中小企業の
設備投資を補助します
▪補助対象：工場の内部設備の購入費
用（中古も可）
▪補助率：補助対象経費の3分の1（上
限200万円）
▪申請期間：4月1日㈭～9月15日㈬
▪その他･問　事前の相談が必要です。
補助要件や申請方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、創
業経営支援課（☎537-7014）へ。

海外への販路拡大を
応援します！
　海外へ販路拡大する際の、国外およ
びオンラインで行われる商談会・展示会
などへの参加や越境ECサイトへの出店
などに要する経費の一部を補助します。
▪その他・問　補助内容や上限額、申請
方法など詳しくは、市ホームページ
をご覧になるか、創業経営支援課（☎
537-5875）へ。

国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料が
年金天引きされている人へ
　2年1月～12月の所得が確定するま
では、仮の金額で保険税(料)を徴収し
ます。仮徴収の額は、3年2月分と同じ
です。年間保険税(料)額の確定後、8月
または10月以降に調整します。
問　国保年金課（☎537-5736）

01

9 市報おおいた  R３.４.１

TOPICS
気になる大分市の

話題を紹介

市長表彰おめでとうございます

「フェンシング（サーブル競技）日本代表」の
合宿、市民との交流事業が行われました

全国大会で優勝した１競技１人の市長表彰を
２月22日に行いました。

３月にハンガリーで開催されるフェンシングワールド
カップグランプリに向けた日本代表（サーブル競技）の事
前合宿が２月14日～26日に昭和電工武道スポーツセン
ターで行われ、フェンシングサーブル競技の日本代表およ
び育成指定選手が参加しました。２月23日には市民交流事
業も開催し、ジュニア・フェンシング・OITA所属の児童や
県内中学校・高等学校フェンシング
部所属の生徒に実技指導が行われま
した。また、２月24日には、市長への
表敬訪問がありました。

2020年度　Japan�Cup　個人中学生
バトントワリング（最高学年）の部門　優勝　大久保�美

みゆ き

薫さん

実技指導を受ける児童

全体集合写真 市長への表敬訪問

ウォーミングアップをする生徒（左）と
日本代表選手
市出身の江村美咲選手（中央）
リオ五輪出場の青木千佳選手（右）
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母子・父子自立支援員に
相談してみませんか？
　ひとり親になったときに利用できる
制度や離婚後の生活のことなど、さま
ざまな相談を受け付けます。
▪相談窓口：子育て支援課（本庁舎1階
⑬番窓口　☎537-5721）、ひとり親
家庭支援プラザ（J:COM�ホルトホー
ル大分3階　☎544-3025）

ひとり親の就業を応援します
　ひとり親家庭の母または父（過去に
給付金の支給を受けていない人）が、資
格を取得するに当たり、対象となる教
育訓練給付講座を受講し終了した場
合、経費の60%（上限20万円）を支給し
ます。
問　子育て支援課（537-5619）

ひとり親家庭高等学校卒業程度
認定試験合格支援制度を
ご利用ください
　ひとり親家庭の親および児童を対象
に、高等学校卒業程度認定試験の合格
を目指す講座の受講を支援するため給
付金を支給します。事前に相談が必要
です。受講開始日の14日前までに子育
て支援課（☎537-5619）へ。

業務・産業用燃料電池の
設置費用を補助します
▪対象：定格発電出力3kＷ以上の燃料
電池システム（家庭用は対象外）
▪補助額：1kW当たり20万円または1
機当たり80万円のいずれか少ない
金額
▪申請受付期間：4月1日㈭～4年3月
31日㈭　※申請額が上限に達し次
第、受け付けを終了します。
▪その他･問　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。

DV被害者のための
民間シェルターの経費を
一部補助します
▪対象経費：DVシェルターにかかる
家賃、光熱水道費など
▪募集期限：4月30日㈮
▪その他・問　対象団体や申請方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、中央子ども家庭支援セン
ター（☎537-5666）へ。

無料
人権イメージキャラクター
「キズナーズ」を
リニューアルしました
　3体のキャラクターは、人権尊重や
人権意識の普及・高揚を図ることの大
切さを表現しています。

問　人権啓発センター（ヒューレおお
いた）〈☎576-7593〉

子ども食堂等の運営にかかる
経費を補助します
▪対象団体：社会福祉法人、NPO法人、
自治会等の地域住民団体など
▪対象経費：新規開設経費、機能強化経
費、学習･生活支援経費
▪その他・問　補助要件や補助金額な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、子ども企画課（☎574-
6516）へ。

自衛捕獲用わななどの購入費を
一部助成します
▪対象：イノシシ、タヌキ、アナグマ、カ
ラスなどの捕獲用わなの購入費また
は製作にかかる資材購入費
▪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28日㈫　※上限に達
し次第、受け付けを終了します。
▪その他･問　事前申請が必要です。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。

特殊詐欺等防止機能付き電話機
などの購入費を一部補助します
▪対象：65歳以上で構成される世帯
▪補助額：補助対象経費の3分の2（上
限1万円）
▪その他・問　申請方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、生
活安全・男女共同参画課（☎537-
5997）へ。

「建築物における駐車施設の
附置等に関する条例」を
改正しました
▪主な改正内容：特定用途の駐車場算
定基準の原単位、駐車場設置の特例
である敷地外への設置距離
問　都市計画課（☎537-5965）

店舗のバリアフリー改修工事に
要する経費を助成します
▪対象：市内に店舗を設け、宿泊業･小
売業･飲食サービス業･生活関連サー
ビス業を営む人
▪対象工事：手すりや簡易スロープの
設置、出入り口･廊下の拡幅など
▪補助限度額：25万円
▪募集期間：4月1日㈭～5月14日㈮
▪その他・問　申請方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、障
害福祉課（本庁舎1階　☎537 -
5786）へ。

マイナンバーカードに
点字表示を行います
　視覚に障がいがあり点字化を希望す
る人に、氏名とマイナンバーの点字シー
ルを配布します。
▪申請場所：障害福祉課(本庁舎１階)、
各支所　※各支所では後日受け取り
になります。　※申請は本人のみ。
▪持参品：通知カード、顔写真付きの身
分証明書
▪その他：電話で事前申込みも可。
問　障害福祉課(☎537-5786)

家庭から出る生ごみを
堆肥化し活用しませんか
①生ごみ処理容器の無料貸し出し
▪内容：コンポスト容器(2個まで)ま
たはボカシ容器(2個１セットまで)

②段ボールコンポストセットの支給
▪内容：段ボール(42×30×36㎝ )、基
材（ピートモス、もみ殻くん炭）
※新規申請者には防虫布カバーと棒状
温度計を支給。

③生ごみ処理機器の購入補助
▪内容：本体購入価格の3分の2の額
（電動式は3万円、非電動式は1万
5,000円が上限）。市内の販売店で購
入後に申請してください。
▪その他・問　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
（☎537-5687）へ。

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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販路拡大するための商品開発や
プロモーション費用を補助します
▪対象経費：商品開発費やブランディ
ング費、宣伝費など
▪補助率：2分の1（上限50万円）
▪その他・問　対象や申請方法など詳
しくは、市ホームページをご覧になる
か、創業経営支援課（☎537-5875）へ。

在宅で重度の要介護高齢者を
介護している家族へ
◎家族介護慰労金の支給について
▪対象：要介護4または5の状態が1年
以上続き、その間に介護保険のサー
ビス（7日以内のショートステイ利
用を除く）を受けなかった高齢者を、
同一世帯内で1年以上介護している
市民税非課税世帯の家族
▪支給金額：1人当たり10万円
◎介護用品引換券の交付について
▪対象：要介護4または5の高齢者を、
同一世帯内で在宅介護している市民
税非課税世帯の家族
▪対象品目：紙おむつ、尿取りパッド、
使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャン
プー〈上限10万円（年額）〉
※購入前に申請が必要です。
▪申込み：担当地域の地域包括支援セ
ンターへ。
問　長寿福祉課（☎537-5747）

有価物集団回収報償金制度の
対象品目を追加しました
　本市では、有価物集団回収運動に取
り組む市民団体に、回収重量や活動月
数に応じた報償金をお支払いしていま
す。3年度から、報償金対象品目に「び
ん類（5円/㎏）」を追加しました。

対　象 金　額
活動月数 月数×3,000円
紙類、布類、スチール・
アルミ缶、びん類 1キロ×5円

廃食用油 1リットル×10円

問　ごみ減量推進課（☎537-5687）

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、地区計画の変
更、公園の廃止と変更、道路の変更、
緑地の変更、その他の公共空地の廃
止、下水道の廃止
▪縦覧場所・問　都市計画課（本庁舎7
階　☎537-5965）

見本市や展示会に出展する際の
費用を補助します
▪対象経費：見本市等（オンライン含
む）にかかる交通費や宿泊費、出展料
など
▪補助率：2分の1（上限50万円）
▪その他・問　申請方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、創
業経営支援課（☎537-5875）へ。

在宅高齢者住宅改造費を
助成します
▪対象：65歳以上で在宅の自立高齢者
またはその同居者で、前年の所得税
が非課税の世帯（1世帯1度限り）
▪助成額：工事費の9割（上限18万円）
▪対象工事：バリアフリーのための小
規模な住宅改造工事（新築、増改築、
着工済みのものを除く）
※着工前に申請が必要です。予算枠に
達し次第、受け付けを締め切ります。
▪申込み：4月1日㈭から担当地域の地
域包括支援センターへ。
問　長寿福祉課（☎537-5747）

もしものときのために
救命講習を受講しませんか？
　目の前で誰かが倒れてしまったとき、
あなたは助けることができますか？市
消防局では、年間を通してさまざまな
応急手当（救命）講習を開催しています。
万が一に備えて、適切な応急手当を学
びませんか。講習内容など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、消防
局救急救命課（☎532-4199）へ。

2021年度版の
「子育て応援ガイド」ができました
　妊娠･出産時の
手続きや子育て
支援サービス、お
出掛けスポット
などを掲載して
います。
　4 月1 日 ㈭ か
ら、子ども企画課
（本庁舎2階）、子
育て支援課(本庁舎1階)、各支所、各こ
どもルーム、保健所健康課�(保健所1
階)などで配布します。なお、「子育て支
援サイトn

な あ な
aana」でダウンロードもで

きます。
問　子ども企画課(☎574-6516)

高齢者肺炎球菌の
定期予防接種を受けましょう
▪対象：◦3年度中に満65歳・70歳・75
歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳
になる人　◦満60歳以上65歳未満
で、心臓・腎臓または呼吸器の機能障
がいを有し、身体障害者手帳1級相
当に該当する人
▪接種回数：1回　※1度でも接種した
ことがある人は不可
▪接種期限：4年3月31日㈭　※予約制
▪接種費用：3,500円（生活保護世帯・
市民税非課税世帯の人は無料）
▪実施場所：市内の指定医療機関
問　保健所保健予防課（☎535-7710）

のつはるコミュニティバス、
たきおコミュニティバスの
運行時刻が変わります
　4月1日㈭から、のつはる・たきおコ
ミュニティバスの運行時刻が変わりま
す。新しい時刻表は周辺自治会に配布
のほか、本庁舎、野津原支所、野津原公
民館、滝尾校区公民館、大分南部公民
館、コミュニティバス車内に置いてい
ます。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　都市交通対策課（☎537-5969）

サイクルショップコダマ
大洲アリーナトレーニングルーム
「シニア料金」スタートしました！
▪入場時間：平日正午～午後3時
▪対象：60歳以上
▪利用料金：160円/2時間
▪その他：初回のみご登録が必要です。
問　スポーツ振興課（☎537-5650）

物忘れ定期相談会を
利用しませんか
　ご自身や周囲の人の認知症（若年性
認知症を含む）に関する相談に各種専
門家が応じます。
▪開催日：毎月第2木曜日　※8月は第
1木曜日、5月は第3木曜日
▪時間：午後2時～4時
▪予約受付：事前予約制。城東地域包括
支援センター（☎558-6285）へご連
絡ください。
問　長寿福祉課（☎537-5771）
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無料
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【2月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478,193人（－136）〈住民基本台帳人口〉

男 229,833人（－33） 女 248,360人（－103） 世帯数 225,067世帯（－13）

読み聞かせ会
▪日時：4月10日㈯　午後2時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：20人
▪申込み・問　電話で、4月9日㈮まで
に大分おはなしボランティア協会
（☎070-6670-0721）へ。

市民参加の花公園
　おかばる花公園（大字横尾字岡原）
で、チューリップは4月上旬ごろまで、
花菱草とネモフィラは4月下旬ごろま
で楽しめます。ぜひ見に来てください。
問　NPO法人�岡原花咲かそう会（☎
520-2764）

メディカルアロマテラピー
体験講座
▪日時：4月15日㈭　午後1時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・問　4月14日㈬までに、
NPO法人日本メディカルアロマテ
ラピー協会�川野（☎090-3986-
1237）へ。

留学生が教える語学教室
（サテライトキャンパス
実施事業）
▪期間：4月下旬～8月上旬（週1回90
分･全15回）
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
会議室など
▪内容：英語、中国語、韓国語、タイ語、
スペイン語の語学教室
▪定員：各教室15人程度
▪受講料：各教室1万5,000円（15回
分）
▪その他・問　初回のみ無料見学可。申
込方法など詳しくは、NPO法人大学
コンソーシアムおおいた（☎578-
7400）へ。

第24回市近郊小学生
陸上競技記録会
▪日時：5月23日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（西浜）
▪参加料：1人600円（リレーは1チー
ム1,400円）
▪申込期限：5月14日㈮
▪その他・問　種目など詳しくは、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。

無料

無料

市営陸上競技場の教室
①親子体操教室
▪日時：4月～7月（月曜日･全8回）
　午前10時～11時30分
▪対象：2～4歳児とその保護者
▪参加料：4,000円（保険料含む）
②ピラティス教室
▪日時：4月～7月（金曜日･全8回）
　午前10時30分～11時30分
▪対象：50歳以上
▪参加料：3,600円（保険料含む）
③体幹バランスボール教室
▪日時：4月～7月（金曜日･全12回）　
午後1時30分～2時30分
▪対象：50歳以上
▪参加料：5,400円（保険料含む）
▪定員：①20組　②③15人（いずれも
先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、4月1日㈭
から市営陸上競技場（西浜　☎558-
0613）へ。

おおいた勤労者
サービスセンター会員募集
　中小企業等で働く人の福利厚生のた
めの事業です。月々わずかな掛け金で
余暇活動、健康、自己啓発、慶弔などの
サービスを受けることができます。
▪入会金：1人300円
▪月会費：1人800円
問　（一財）おおいた勤労者サービスセ
ンター（☎548-5500）

石綿による疾病の補償・救済を
行っています
　肺がんや中皮腫などを発症し、それ
が労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因であると認められ
た場合は、労災保険法に基づく各種の
労災保険給付や石綿救済法に基づく特
別遺族給付金が支給されます。詳しく
は、大分労働局（☎536-3214）または
大分労働基準監督署（☎535-1514）へ
お問い合わせください。

05

情報学習センターの各種教室
①親子のはじめてのアーテックロボプ
ログラミング
▪日時：4月17日㈯　午後2時～4時
▪対象：パソコン操作に慣れている小･
中学生とその保護者
▪定員：10組（先着順）
②はじめてのネットショッピング
▪日時：4月28日㈬　午後2時～4時
▪対象：パソコンを使ったインターネ
ットの基本操作ができる人
▪定員：15人（先着順）
③はじめてのインターネット
▪日時：5月7日㈮･14日㈮　午前10時
～正午
▪対象：パソコンの基本操作ができる
人
▪定員：15人（先着順）
④親子のプログラミング道場
▪日時：○ア第1･4日曜日　○イ第2･3日曜
日　午前10時～正午
▪内容：○アScratch、micro:bit　○イアー
テックロボ、二輪走行ロボットを利
用して、親子が各課題を解く。
▪対象：小学1年生～中学3年生の子ど
もとその保護者
▪定員：各10組（先着順）
▪受講料：①大人300円･子ども200円　
②300円　③600円　④無料（初回
登録料300円）
▪申込み・場所・問　直接または電話、
はがき、ファクス、Eメールで、住所、氏
名、電話番号、教室名、月日を、①は4月
3日㈯、②は4月14日㈬、③は4月23日
㈮、④は希望する開講日の1週間前ま
でに情報学習センター（〒870-0851　
大石町一丁目3組　☎545-8616　
545-5065　 omc@hyper.or.jp）へ。
※情報学習センターホームページで申
込みも可。

男女共生セミナー「こどもの日は
家族でコミュニケーション」
　夫婦・お子さんとのコミュニケーシ
ョンについて考えるセミナーです。
▪日時：5月5日㈬���午前10時～11時30分
▪定員：20人（先着順）
▪講師：幸野 晋也氏（おおいたパパく
らぶ共同代表）
▪申込み・場所・問　電話で、4月5日㈪
～25日㈰に男女共同参画センター
（たぴねす）〈コンパルホール2階　
☎574-5577〉へ。
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市民図書館協議会
委員候補者を公募します
▪募集期間：4月1日㈭～15日㈭
▪募集人数：2人
▪その他・問　応募資格や応募方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、市民図書館（☎576-
8241）へ。

商工業振興計画策定委員会の
委員を公募します
▪募集期間：4月1日㈭～14日㈬
▪募集人数：1人
▪その他・問　応募資格や応募方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、商工労政課（☎585-6011）
へ。

J:COM�ホルトホール大分
「ホルとも」会員募集
▪会員特典：一部公演チケットの優先
予約･割引販売、季刊誌送付など
▪料金：入会金500円、年会費1,000円
▪その他・問　概要や申込方法など詳
しくは、J:COM�ホルトホール大分
（☎576-8877）へ。

「就労ピアサポートサロン
おおいた」参加者募集
▪日時：毎月第3日曜日　4月～9月は
午前10時～正午、10月～4年3月は
午後1時～3時　※当日受付
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
障がい者交流室
▪内容：障がいがある人同士の就労に
関する相談･交流･情報交換など
問　障害福祉課（☎537-5658）

戸次本町にぎわい創出
ワークショップ参加者募集
▪日時：4月25日㈰　午前10時～正午、
5月15日㈯・29日㈯　午後6時～8時
▪場所：大南市民センター
▪内容：戸次本町のまちづくりについ
て、自由に意見を出し合い、共有しま
す。
▪定員：30人程度
▪申込み・問　電話で、4月16日㈮まで
にまちなみ整備課（☎537-5637）
へ。
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無料

平和市民公園能楽堂
開館記念事業「おさらい会」
　流派・会派を問わず能楽のお稽古に
精進する皆さんによる発表会です。
▪日時：4月4日㈰　午前10時～午後4
時30分（予定）〈午前9時30分開場〉
▪場所・問　平和市民公園能楽堂（牧緑
町　☎551-5511）

磯崎新パネル展
　市出身の世界的建築家･磯崎新氏の
業績を紹介する展覧会です。
▪日時：4月9日㈮～25日㈰　午前10
時～午後5時
▪場所･問　アートプラザ（☎538-5000）

実践ビジネスプラン
〈春季〉講座2021+SDGs
▪日時：5月13日･20日･27日（木曜日・
全3回）　午後6時30分～8時30分
▪内容：事業計画や資金計画の立て方、
SDGsをツールとしてビジネスに活
用するヒントを学ぶ
▪講師：岩﨑�美紀氏（中小企業診断
士）、山下�茎三氏（おおいたNPOデ
ザインセンター代表理事）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・場所・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、4
月1日㈭～5月11日㈫に同プラザ
（J:COM�ホルトホール大分2階　☎
576-8879）へ。

アクアフィットネス講座
▪日時：6月3日･10日･17日･24日、7月1日
･8日（木曜日･全6回）　午後3時～4時
▪場所：南大分温水プール
▪対象：市内に居住･通勤する18歳以
上の人（高校生は不可）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪申込み･問　南大分体育館に備え付
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、4月30日㈮
までに同体育館（☎546-7010）へ。
※市ホームページで電子申請も可。

03

無料

無料
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無料

でんぐり紙で作る
カラフルモビール
▪日時：4月18日㈰　午後2時～4時
▪対象：3歳以上の子どもとその保護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪参加費：500円（2個制作）
▪申込み・場所・問　電話で、4月9日㈮
午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

カラーサンドとミニチュアで
つくる！カラフルジオラマ
　展覧会鑑賞（学芸員の解説付き）とワ
ークショップを楽しめます。
▪日時：4月24日㈯　午後1時30分～3
時30分（午後1時受付開始）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加費：制作者1人につき500円（高校
生以上は別途特別展観覧料が必要）
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・場所・問　往復はがきに、教
室名、参加者全員の氏名、代表者の住
所･電話番号を記入し、4月1日㈭～4
月10日㈯〈消印有効〉に市美術館（〒
870-0835　大字上野865　☎554-
5800）へ。

ＩＴボランティア養成講座
▪日時：5月13日・20日・27日、6月3日・
9日（木曜日・4回　※6月9日のみ水
曜日）　午後2時～4時
▪対象：パソコンでのメールのやりと
りができ、講座終了後、情報学習セン
ターや公民館などでパソコン指導や
ITボランティア活動が可能な人
▪定員：20人(多数時は抽選)
▪その他：全5回の講義・実技の後、1～
2回の実習と修了式があります。
▪申込み・場所・問　Ｅメールで、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、講座名を、
5月6日㈭〈必着〉までに情報学習セン
ター(大石町一丁目3組　☎545-
8616　 omc@hyper.or.jp)へ。

無料
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※上記の記事は松野町が作成しました。内容の詳細については松野町ふるさと創生課までお問い合わせください。

　松野町は、四国の西南部、高知県との県境に位置する町です。町の面積の８
割を森林が占めており、古くから森に関わる生業が営まれてきました。このよ
うな背景から、松野町は “森の国” と呼ばれています。
　また、清流四万十川の支流、広見川と目黒川が流れ、「ジゴク」と呼ばれる
伝統的なウナギ漁や四万十川流域に特徴的な沈下橋が残るなど、森が育んだ豊
かな川文化を体感することができます。

森とともに生きる町

森が育んだ豊かな歴史文化

　松野町では、「第１次松野町文化財保存活用地域計画」を策定し、令和２年12月に国の認定を受けました。
この計画は、人口減少や少子高齢化による担い手不足などにより、地域によって守り受け継がれてきた文化財
の消滅や散逸を防ぐため、また指定・未指定にかかわらず松野らしさを特徴づけるものを文化財と位置づけ次
世代に継承するために策定したものです。松野町は、“森の国”というキャッチフレーズにもあるように「森」
との関わりを強く有することが大きな特徴です。日本は豊かな森林に恵まれていますが、それらは多くの川で
つながれ、川は海へと注いでいきます。この水の循環を支える発生源こそ「森」なのです。「森」は人間の活
動や自然の営みに必要な水の供給源として、また、多様な生態系の維持に深く関わっています。松野町はこの
「森」が豊かです。このような「森」と人のくらしが接する源流域で育まれてきた松野町の歴史文化の特徴は
次のAからDの４つの柱としてまとめることができます。

森の国松野らしさを体感しよう！

A 「森が育む営み」の歴史文化
川の源流域である山地部（里
山）が対象。町域の多くを
占める森と最も密接に関わ
り、また豊かな自然の恵み
を活かし、営まれてきた農
山村地帯の歴史文化。

※松野町をもっと知りたい方は PR動画をチェック！

松野町松野町

愛媛県愛媛県

高知県高知県

B 「森が生み出す水の恵み」の歴史文化
森から発した水が川の流れ
へと発展した平野部が対象。
清流四万十川水系を形成す
る川とともに生きる中で育
まれた歴史文化。

C 「森の間にたたずむ集落」の歴史文化
多くの人が集まり住む街道
沿いの町場が対象。古くか
ら伊予と土佐を結ぶ地とし
て発展し、人や物資、情報
が行き来する中で形づくら
れた歴史文化。

D 「森に依拠する戦国時代」の歴史文化
森を切り開き築かれた、町内
遺跡の中で一番多い中世の
山城跡とその関連遺跡群が
対象。予土国境地帯でくり広
げられた戦国乱世の時代を
いまに伝える歴史文化。

奥内の棚田及び農山村景観 うなぎのジゴク漁

松丸の町並み 河後森城跡
か  ご もり

不器男記念館 松野町産の桃 おさかな館 キャニオニング 沈下橋 ぽっぽ温泉

問　松野町　ふるさと創生課　☎0895-42-1116

なりわい

愛 媛・大 分 交 流   市 町 村 コ ラ ボ 企 画愛 媛・大 分 交 流   市 町 村 コ ラ ボ 企 画

松野町編Vol.5
愛媛・大分両県の自治体同士でお互いの地域の魅力を紹
介し合う取り組みを行っています。豊予海峡を挟んだ海の向
こうに目を向けてみましょう！ (次号は鬼北町です )
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県立農業大学校
就農準備研修生募集
▪コース：野菜中期
▪対象：県内の農業法人などでの就職
希望者、県内での新規就農希望者
▪申込み・問　一般は県中部振興局農
山漁村振興部（☎506-5795）、職業
訓練は大分高等技術専門校（☎542-
3411）へ。

ハッピーファミリー応援教室
プレママ・プレパパ
スクール
▪日時：4月17日㈯　午後1時～3時30
分（2部制）
▪場所：稙田市民行政センター
▪内容：沐

もくよく

浴実習、助産師への相談
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
▪定員：6組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳
▪申込み・問　電話で、4月5日㈪から
県助産師会（☎534-0753）へ。

危険物取扱者
試験準備講習会
月日 講習内容 場所

5月8日㈯ ①法令 J:COM
ホルトホール大分

5月9日㈰ ①物理化学 J:COMホルトホール大分

5月16日㈰ ②物理化学 県教育会館（大字下郡）

5月29日㈯ ②法令 県教育会館
（大字下郡）

※受講料･テキスト代が必要
▪時間：①午前10時～午後5時　②午
前9時30分～午後4時30分
▪申込み･問　申込方法など詳しくは、
（一社）県危険物安全協会のホームペ
ージをご覧になるか、消防局予防課
（☎532-3199）へ。

障がい者福祉センター
各種講座
▪内容：パソコン教室、文化教室、水中
運動教室
▪対象：障害者手帳を所持している人
▪その他・問　講座の詳細や申込方法
など詳しくは、J:COM�ホルトホール
大分�障がい者福祉センター（☎576-
8880）へ。

05

無料

大分少年少女
発明クラブ生徒募集
▪期間：4月～4年3月（日曜日･全17
回）　午前9時～正午
▪内容：発明・創造力の育成を目的とし
たセミナーなど
▪対象：小学3年生～中学3年生
▪定員：20人（先着順）　※継続者優先
▪受講料：1万5,000円（年額）
▪申込み・問　電話で、大分少年少女発
明クラブ事務局（☎569-1272）へ。

公共職業訓練
6月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識
と技能を6カ月で習得
▪申込期間：4月1日㈭～30日㈮
▪その他・問　訓練コース説明会を4
月13日㈫に行います。詳しくは、大
分職業能力開発促進センター（ポリ
テクセンター大分）〈☎529-8615〉
へ。

生活学校受講生
募集
▪受講期間：4月26日㈪～4年3月
　（毎月1回程度）
▪場所：コンパルホールほか
▪内容：身近な消費者問題についての
研修･見学ほか
▪受講料：2,000円（年額）
▪その他：開校式は4月26日㈪　午後1
時から
▪申込み・問　電話で、4月19日㈪まで
に生活学校連絡協議会 渡辺（☎558-
2045）へ。

防災･防火
管理講習
①甲種防火管理新規講習
▪月日：5月19日㈬･20日㈭、6月9日㈬
･10日㈭

②甲種防火管理再講習
▪月日：6月16日㈬
③防災管理新規講習
▪月日：6月30日㈬
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
▪定員：①85人　②③45人
▪受講料：①8,000円　②③7,000円
▪申込み･問　申込方法など詳しくは、
（一財）日本防火･防災協会ホームペ
ージをご覧になるか、同協会（☎03-
6263-9903）へ。

無料

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

2月14日～26日に、市内で合宿、�
市民との交流事業を行ったのは？ 
「●●●●●●（サーブル競技） 

日本代表」

▪応募方法
　はがきに、答え、住所、氏名、年齢、電
話番号、市報の感想を記入し、4月15日
㈭〈消印有効〉までに広聴広報課（〒
870-8504　荷揚町2-31　☎537-
5713）へ。正解者の中から抽選で、ひじ
きセットを3人にプレゼントします。
※�当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。

3月1日号「市報クイズ」の答え
今号の特集は？�
「移住者からみた

�お○�お○�い○�た○�市の魅力」
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善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪クラウングループ
▪あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　MS&ADゆにぞんスマイルクラブ
▪原優梨子

◎社会福祉協議会へ
篤志寄付
▪宮﨑惠美子(寒田北町)

香典返し寄付
▪�大分地区　下田美紀(畑中)/上村順子(片
島)/池辺潤一(仲西町)/ 章(南太平寺)/
中西厚(原新町)/渕野カツ子(三川下)
▪�鶴崎地区　稲吉博己(森町)/仲摩洋一(常
行)/幸保雄(家島)/村松しげみ(宮河内ハ
イランド)
▪�大在地区　松木ユキ子(青崎)/志村成夫
(政所)/塚原敬和(大在浜)/木元宏(曙台)/
河越由美(政所)
▪�坂ノ市地区　水上友江(久原中央)/森明
彦(王ノ瀬)/宮本勝利(東上野)
▪�大南地区　田嶋勇市(梅が丘)
▪�佐賀関地区　實﨑ハツ子(佐賀関)
� 以上2月14日受付分まで
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3/29 30 31 4/1 2 3 4
●星 �冬ダイヤに輝く火星
を探そう�
（～4日）�
午後7時30分～10時

●12 �平和市民公園能
楽堂開館記念事
業「おさらい会」
●無 �おもちゃ病院�
午前10時～午後3時�
ライフ �
☎090-7459-0915

5 6 7 8 9 10 11
●無 �第1月曜日は
美術館で楽し
もう！�
午前10時～正午、
午後1時～3時�
市美術 �
☎554-5800

●12 �磯崎新パネル展�
（～25日）
●星 �しし座を探そう、春
の星空めぐり�
（～11日）�
午後7時30分～10時

●Ｓ �大分トリニータ�
対�名古屋グラン
パス�
午後3時～ 昭和電ド
●Ｓ �B-リングス�対�
香川オリーブガ
イナーズ�
午後2時～ 佐伯スタ

12 13 14 15 16 17 18
●Ｓ �B-リングス�
対�琉球ブルー
オーシャンズ�
午後6時～�
臼杵球場

●Ｓ �B-リング
ス�対�琉球
ブルーオー
シャンズ�
午後6時～�
別大スタ

●6 �市美術館�第1
期コレクショ
ン展�
（～7月11日）
●Ｓ �B-リングス�
対�琉球ブルー
オーシャンズ�
午後6時～�
別大スタ

●�ふない天神町ご
えん市�
午前11時～午後1時�
（売り切れ次第終了）
コンパル �
☎538-3700

●�特別展
「MINIATURE�LIFE
展2�田中達也�見立て
の世界」�
（～7月11日）�
市美術 �
☎554-5800
●星 �月のクレーターをみ
よう�
午後7時30分～10時

●Ｓ �大分トリニータ�
対�柏レイソル�
午後2時～�
昭和電ド

●星 �超接近!?月と火
星をみよう�
午後7時30分～10時

●星 �月夜の星空散歩�
午後7時30分～10時

19 20 21 22 23 24 25
●星 �月のクレーターをみ
よう�
（～24日）�
午後7時30分～10時

●星 �春の大三角と月
をみよう�
午後7時30分～10時
●Ｓ �B-リングス�対�
徳島インディゴ
ソックス�
午後2時～�
佐伯スタ

26 27 28 29	昭和の日 30 5/1 2
●7 �どこでもコン
サートin稙田
市民行政セン
ター

●星 �春の大曲線をつ
なごう�
（～30日）�
午後7時30分～10時

▪場所
ライフライフパル
市美術市美術館
昭和電ド昭和電工ドーム大分
佐伯スタ佐伯中央病院スタジアム

臼杵球場臼杵市民球場
別大スタ別大興産スタジアム
コンパルコンパルホール
平和公平和市民公園

●無無料イベント
●Ｓスポーツイベント
●今号掲載ページ

●星関崎海星館（☎574-0100）
　天体観覧料：大人420円、高校生210円、中学生以下無料　※火曜日休館

市税の納付は便利で確実な口座振替（自動払込）を
ご利用ください。� 問 納税課　☎537-5611

▪�市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があり
ます。
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

4/1
2021
令
和
３
年

今月の納税
納期限

固定資産税
第1期
4 30㈮

第29回おおいた人とみどり
ふれあいいち
庭園の展示や庭木、花苗などの
販売など、さまざまな催しを開
催しています。
期間：5月5日㈬まで
時間：午前10時～午後5時
平和公
☎537-5975

4月6日㈫～15日㈭は
「春の全国交通安全運動」期間です
「おこさず　あわず　事故ゼロ」で、交通ルールを
守りましょう。

大野川 右岸


