
こどもの日イベント「親子で
作ろう！キャラクターおにぎり」
▪日時：5月2日㈰　午前10時～午後1時
▪対象：4歳～小学校低学年の子ども

とその保護者
▪定員：12組24人（先着順）
▪料金：1組500円
▪申込み・場所・問　電話で、4月15日

㈭午前9時からJ:COM ホルトホール
大分総合事務室（☎576-8877）へ。

星空散歩（春）～宵月と春の
大三角を眺めよう～
▪日時：5月22日㈯午後7時～23日㈰

午前9時15分（1泊2日）　※22日㈯
のみの参加も可
▪内容：天体観測、天文講座など　※雨

天曇天時は、天文講座を延長して行
います。
▪対象：市内または豊後大野市大野町

に居住の人（未成年者のみの参加は
不可）
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：590円（朝食・シーツクリー

ニング代など）　※22日㈯のみ参加
の場合は無料
▪申込み・場所・問　電話で、4月15日㈭

～5月12日㈬正午にのつはる少年自然
の家（大字荷尾杵　☎589-2212）へ。

産業活性化プラザセミナー
「円滑な事業承継のための
中小企業支援講座」
▪日時：4月20日㈫・21日㈬・22日㈭　

午後6時30分～8時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪講師：県事業承継・引継ぎ支援センタ

ー　山中 俊弘氏、上尾 光邦氏、朝来 
浩一郎氏
▪定員：現地受講者：20人　オンライ

ン受講者：100人（いずれも先着順）
▪その他・問　申込方法やオンライン

受講など詳しくは、市ホームページ
をご覧になるか、産業活性化プラザ

（☎576-8879）へ。

講座＆教室05

無料

大分市民のこころといのちを守る
自殺対策行動計画策定推進検討
委員を募集します
▪対象：市内に居住する18歳以上の平

日昼間に会議に出席できる人
※市の付属機関の委員・市職員・高校生

を除く
▪募集期間：4月15日㈭～28日㈬
▪任期：委嘱の日～5年3月31日㈮
▪定員：2人
▪その他・問　申込方法や選考方法な

ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、保健所保健予防課（☎
536-2852）へ。

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集
　ごみとして出された家具と自転車
を、修理・再生して譲渡します。
▪対象：市内または由布市に居住する

18歳以上の人
▪抽選方法：事務局にて抽選
▪申込み・問　電話での申し込みはで

きません。4月25日㈰から5月2日㈰
正午までに、直接大分エコライフプ
ラザ（☎588-1410）へ。

身近な自然観察会参加者募集
▪日時：5月15日㈯　午前10時～正午
▪場所：青少年の森（大字上判田）
▪定員：60人程度（多数時は抽選）
▪申込期限：5月7日㈮〈必着〉
▪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、環
境対策課（☎537-5758）へ。

第22回別府アルゲリッチ音楽祭
「世界へ羽ばたく音楽家たちVol．10
藤田真央ピアノ・リサイタル」
▪日時：6月22日㈫　午

後7時～9時
▪場所：iichiko総合文

化センター　iichiko
グランシアタ
▪出演：藤田真央
　（ピアノ）
▪その他：チケットの販売場所など詳

しくは、（公財）アルゲリッチ芸術振
興財団（☎0977-27-2299）へ。
問　文化振興課（☎537-5663）

無料

無料

イベント04
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3年度の固定資産税・都市計画税
の納税通知書を4月8日㈭に
発送しました
　通知書が届いていない場合や内容に
ついては、資産税課（☎537-5610）、東
部資産税事務所（☎527-2132）、西部
資産税事務所（☎541-1406）へ。

3年度コンパルホール教室・講座
（前期・通年）受講生追加募集

　定員に達していない講座の受講生を
4月18日㈰から先着順で追加募集しま
す。詳しくは、コンパルホールホームペ
ージをご覧になるか、同ホール（☎
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：10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：5月18日～6月22日（火曜日・

全6回）　午後1時30分～3時30分
▪申込み・場所・問　電話で、4月15日

㈭から①は4月28日㈬、②は5月14
日 ㈮ ま で に 子 育 て 交 流 セ ン タ ー

（J:COM ホルトホール大分2階　☎
576-8245）へ。　※4月26日㈪、５月
10日㈪を除く

アートカレッジ受講生募集
▪日時：6月～11月の第1木曜日（全6

回）　午後1時30分～3時
▪内容：展覧会の解説、作品鑑賞など
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪受講料：200円（資料代）　※鑑賞が

ある場合は別途観覧料が必要
▪申込期限：4月30日㈮〈消印有効〉
▪その他・場所・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、市美術館（☎554-5800）へ。

送付と振込02

募　集03

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　国際課（☎537-5719）
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米粉メニュー試作用の
米粉を提供します
　飲食店などが行う米粉を使った商品
の試作に対し、市産を含む県産米粉を
提供します。
▪対象：市内に事業所があるパン・麺・

洋菓子などの製造業者および飲食店
事業者など
▪提供する米粉：県産米粉またはミッ

クス粉
▪その他・問　なくなり次第終了。申請

方法など詳しくは、市ホームページ
をご覧になるか、農政課（☎537-
7025）へ。

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
　◦市内で雨水貯留タンクまたは浄化

槽転用雨水貯留施設を設置する者　
◦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　
◦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
▪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・みなと振興課（☎578-7748）
へ。

国民年金保険料の産前産後期間
免除制度をご利用ください
　出産日が平成31年2月1日以降の国
民年金第1号被保険者に対し、出産予
定日または出産日が属する月の前月か
ら4カ月間（多胎妊娠の場合は、出産予
定日または出産日が属する月の3カ月
前から6カ月間）の国民年金保険料が
届け出により免除されます。出産予定
日の6カ月前から届け出可能です。来
庁者の本人確認書類、母子健康手帳を
持参の上、本庁舎1階⑩番窓口、各支
所、本神崎・一尺屋連絡所で手続きして
ください。
問　国民年金室（☎537-5617）

荷揚町小学校跡地
複合公共施設整備事業
市民説明会を開催します
▪日時：4月29日㈭　午後2時30分～
（午後2時開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪定員：100人（先着順、要事前予約）
▪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、企
画課（☎585-6020）へ。

高齢者の運転免許証自主返納を
支援します
　運転免許証を自主返納した70歳以
上の市民の人へ、1万円分のタクシー
チケットまたは交通用具購入奨励金1
万円を交付します。運転免許証を返納
した日から90日以内に申請してくだ
さい。
▪その他・問　申請場所など詳しくは、

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。

浄化槽ヘの設置替えを
補助します
　補助対象地域で、住宅の「単独処理浄
化槽」や「くみ取り便槽」から、「合併処
理浄化槽」へ設置替えをする場合、その
費用を補助します。
▪補助金額の上限

人槽 補助金額

5人槽 78万9,000円

6～7人槽 84万6,000円

8～10人槽 95万4,000円

▪その他・問　補助対象地域など詳し
くは、廃棄物対策課（☎540-5850）
へ。

がけ崩れなどの
防災工事に対して
費用の一部を助成します
▪申請受付期限：10月29日㈮
▪助成対象者：工事などを行う土地の

所有者または管理者
▪助成金額：工事、設計などに要する費

用に、助成率（10分の8）を乗じた額
で、1戸当たり600万円を上限
▪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、河
川・みなと振興課（☎537-5632）へ。

鳥獣被害防護柵購入費を
一部補助します
▪対象：4年2月末までに防護柵を設置

する個人・団体　※事前購入不可
▪受付期間：4月15日㈭～12月28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、林
業水産課（☎585-6021）へ。

休日・時間外のマイナンバー
カード受け取りおよび
申請窓口を開設します
◎休日
▪日時：5月23日㈰　午前9時～午後3時　
▪その他：カードの受け取りは予約不

要で、申請補助は希望する窓口への
予約が必要です。ただし、佐賀関、野
津原支所は午前9時～正午　※要予
約（カードの受け取りのみ）。交付通
知書に記載されている場所以外では
受け取りできません。
▪申込み・場所・問　電話で、市民課（本

庁舎1階　☎537-7298）または各支
所へ。
◎平日時間外
▪日時：5 月2 0 日 ㈭　 午 後6 時 ～7 時　

※要予約
▪申込み・場所・問　電話で、4月15日

㈭午前8時30分から5月13日㈭まで
に市民課（本庁舎1階　☎537-7298）
へ。

市産農林水産物を活用した
加工品の研究・開発などを
支援します
▪対象事業・補助率：◦研究開発…10

分の10（上限10万円）　◦商品化促
進…5分の4（上限50万円）　◦販売
力強化…5分の4（上限50万円）

　※今年度は商品化促進支援事業に菓
子枠を設け、補助率を10分の9にし
ます。
▪対象者：加工品を製造・販売する事業

者（予定者含む）
▪書類提出期限：5月31日㈪
　※予算に達し次第終了
▪その他・問　申請には事前相談が必

要です。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、
農政課（☎537-7025）へ。

お知らせ01
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