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関崎海星館から撮影

「市報おおいた」からのお知らせ

7月から15日号を臨時休刊し、
当面は、毎月１回の発行といたします
詳しくは、裏表紙をご覧ください。

A 事務職
（経験者）
B 事務職
（情報・経験者）
C 事務職
※4
（障がい者）

区分

年齢要件
（生年月日）

Ⅰ種

昭和51年4月2日～
平成4年4月1日

Ⅰ種

Ⅲ種

D 事務職
Ⅰ種
（心理・経験者）

▼

採用
予定者数 ※1

受験資格・条件など
（次のすべての条件を満たす人）
民間企業等において、５年以上の勤務経験年数を有する人※ 2

3人

※3

❶独立行政法人情報処理推進機構が実施する試験のいずれか に平成
21年以降合格している人 ❷民間企業等において、情報システムの開
発、運用管理などの業務に 5 年以上の勤務経験年数を有する人※ 2

1人

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の交付を受
けている人

1人

❶臨床心理士または公認心理師の資格を有する人（令和４年３月 31
日までの資格取得見込みの人を含む）❷民間企業等において、５年以
上の勤務経験年数を有する人※ 2

平成6年4月2日～
平成12年4月1日

❶日本国籍を有する人 ❷平成 30 年４月以降、国民体育大会の種目
および駅伝で、国民体育大会、全日本選手権大会などの全国レベル
の大会において、選手として出場し、入賞等の優秀な実績がある人
❸採用後において、当分の間、全国レベルの大会と同レベルの大会
で現役選手として活躍が見込まれる人 ❹優れたスポーツ選手とし
ての技能、気力、体力、その他の能力を消防士として活用でき、さ
らには競技スポーツ引退後においても、健康な市民スポーツの普及、
振興に貢献できる人 ❺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

1人

予約の方法
①電話予約
市新型コロナワクチンコールセンター
（フリーダイヤル）
☎0120-097-321

平日：午前９時～午後６時
土 ･ 日曜日、祝日：午前９時～午後５時

接種会場
接種センター
●帆秋病院会場(大分市医師会運営)
元町6組

②ウェブ予約
（午前９時～午後９時）

宗麟大

帆秋病院
大分県立
芸術文化短期大学

●大分こども病院会場

コンパルホール

大分川

③各医療機関へ問い合わせ

大分こども病院

大分自動車学校

九州電力㈱
大分支店

橋

産
大

分

業

通り

駅

駐車場はありません。
公共交通機関でお越しください。

帆秋病院会場・大分こども病院会場まで
無料送迎をしています

大字片島83番地7

https://v-yoyaku.jp/442011-oita

医療機関によって予約方法が異なります。
詳しくは、市報おおいた６月１日号とともに
配布した「大分市から新型コロナワクチン
接種のお知らせ」チラシや市ホームページ
をご覧ください。

金池町二丁目3番4号

大友氏遺跡多目的広場

大
 分市新型コロナウイルスの
ワクチン接種予約サイト

1人

●九州電力㈱大分支店会場

21

※電 話がつながりづらい状況が続いていま
す。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
※電 話番号をよくお確かめの上、おかけ間
違いのないようにお願いします。

※１：採用予定者数は変更になる場合あり ※２：勤務経験年数は令和４年３月末で必要年数を満たす人（青年海外協力隊等で活動した期間を含む）
※３：該当する試験については市ホームページをご覧ください。 ※４：点字による受験ができます。

・乗り場：JR大分駅上野の森口
・帆 秋 病 院 会 場 行 き：午前８時30分～
大分こども病院会場行き：午前９時～
・7月31日㈯まで
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。

医療機関
接種可能な医療機関は、市報おおいた６月１日号とともに配布した「大分市から
新型コロナワクチン接種のお知らせ」チラシや市ホームページをご覧ください。

新型コロナワクチンの接種をスムーズに受けるために

試験内容
試験職種 A・B・C・E の、第1次試験は
テストセンター方式にて実施します。

試験職種 D の第１次試験は、8月29日㈰に
市役所本庁舎にて専門試験を実施します。

（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。
）

試験案内の配布
【配布場所】
人事課、教育総務課、消防局総務課、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
⃝ 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140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。

お問い合わせ

3

市ホームページ 「新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報」
はこちら

橋

昭和51年4月2日～
昭和62年4月1日

市新型コロナワクチンコールセンター ☎0120 -097-321
（フリーダイヤル）

瀬

Ⅰ種

平成3年4月2日～
平成16年4月1日

問

広

E 消防士
（スポーツ）

昭和51年4月2日～
平成4年4月1日

アクセスはこちら

▼

試験職種

新型コロナワクチン接種のお知らせ

大分
川
大 分川

令和３年度大分市職員採用選考試験概要

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。

久大本線

大分市職員を募集します

申込期間

７月15日㈭～30日㈮
第１次試験日

８月７日㈯～29日㈰

・市から郵送されてくる接種券（クーポン券）の準備
・本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等）の準備
・接種時に着る肩を出しやすい服の準備
・服用している薬がある方はお薬手帳、またはサプリメントの名前の確認
・接 種日当日の自宅での体温測定（※37.5℃以上ある場合は、
「市新
型コロナワクチンコールセンター」または「直接予約した医療機関」
に連絡し、予約のキャンセルをお願いします）
・予診票を事前に記入して準備しておくとスムーズです。

予診票は接種施設にも用意しますが、当日の混
雑を避けるため、なるべく事前に記入し、接種
施設へお持ちいただくようご協力ください。

予診票は、接種する方が安心して接種を受けるために、事前に接
種する方の事を記入するための用紙です。
▲テストセンター
のホームページ
はこちら

人事課（本庁舎４階）…………………………………………………………………… ☎537-5604

市報おおいた R３.７.１

４．予診票は接種施設には置いてないの？

２．予診票って何？

【市内の会場】

⃝大分オアシステストセンター（OASISひろば21３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。

１．接種日のために事前にしておくことは？

３．予診票はどこに行けばあるの？
・コロナワクチンを接種している各医療機関
・市役所本庁舎（１階総合案内所）および各支所
・地区公民館 ・市保健所 ・J：COMホルトホール大分
または市のホームページからもダウンロードが可能です。

５．予診票を記入する上で何が必要？
・現在、通院している方は事前に先生にコロナワ
クチンを接種して良いか聞いておくと安心で
す。
・服用している薬などがある場合は、事前に処方
した薬局へワクチンを接種しても良いか問い
合わせしておくと安心です。
・過去に、アナフィラキシー症状も含めアレルギー
（花粉症も含む）を起こしたことがある方または
予防接種や採血等で気分が悪くなったことがあ
る方は、予診票にて申告すると、接種時と接種後
に適切に対応できます。
・接種時に医師へ質問がある方は、事前に手帳等に
簡潔にまとめておくことをおすすめします。

市報おおいた R３.７.１
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おおいた人権フェスティバル2021

入場無料

市長表彰おめでとうございます

市では、大分市人権教育・啓発基本計画に基づき、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向けて、
年間を通してさまざまな取組を行っています。８月の「差別をなくす運動月間」の一環として、次の
行事を開催します。皆さんもこの機会に、人権について考えてみませんか。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止・変更となる場合があります。

差別をなくす市民啓発講演会
▪作品名

▪講師 ちゃんへん . 氏（プロパフォーマー）

▪日時


▪場所
▪定員

▪日時 ７月21日㈬ 午後２時～３時30分

（午後１時開場）
▪場所 J:COMホルトホール大分 大ホール
▪定員 600人（当日先着順）

７月22日㈭
1回目／午前10時～ （午前９時30分開場）
2回目／午後 １時～ （午後０時30分開場）
J:COMホルトホール大分 大ホール
各400人（当日先着順）

※エントランスホールや小ホールでは、人権啓発活動や
人権パネルの展示等を行います。

※無料託児あり
（希望者は、
事前に電話連絡をお願いします）
※手話通訳あり

人権・同和対策課 ☎537-5618

問
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45

202 9（7） 849

）
内は、公文書不存在のため公開ができなかった内数です。

※個人情報訂正請求、利用停止請求はありませんでした。
※不服申立てについて、個人情報保護制度では１件あり、情報公開制度ではありませんでした。

問 情報公開室 ☎537-5797
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令和

情報公開制度・個人情報保護制度の

5

日現在）
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247

3

２年度の運用状況を
お知らせします

開

下

公

下
件

関

4

88

社会教育課 ☎537-5722

●情 報 公 開 制 度…市 が 保 有 し て い る 公 文 書 を、
市民の皆さんからの請求に応


じて公開する制度です。
●個人情報保護制度…市が保有する個人情報を適正に取り扱うための基本的事項

を定めるとともに、自分の個人情報を確認したり、情報の誤
りを訂正したりする権利などを明らかにする制度です。

分

求

部

求

機

334

不

部

開

取

請

非

一

公

取

請

施
市長の事務部局

31

個 人 情 報 取 扱
事 務 の 登 録 件 数

実

個人情報開示請求の処理状況

（令和３年３月

令和２年度の実施機関別請求件数および処理の状況

教 育 委 員 会

トロールズ ミュージック★パワー
（上映時間：約90分）

▪あらすじ
楽しい音楽とかわいいキャラク
ターがたくさん登場するので、子ど
もから大人まで楽しめます。また、
「と
もに生きるとはどういうことなのか」
「どうすれば互いに認め合うことが
できるのか」などを考えさせられる
作品となっています。みなさんも、
この作品を通して、人権について考
えてみませんか。

▪プロフィール
京都ウトロ地区出身の在日三世。
小学校で壮絶ないじめを経験した
が、中学生の時にジャグリングと出
会い、
「大道芸ワールドカップ 2002」
で人気投票1位を獲得。高校卒業後
はプロパフォーマーになり、海外で
も活躍中。自身の生い立ちや世界中
での公演経験をもとにした講演は、
幅広い世代の心に響く、笑って泣ける講演会として評判
になっている。

公文書公開請求の処理状況

気になる大分市の話題を紹介

お楽しみ映画上映会

▪演題 「あきらめない心」
講演 & パフォーマンス

問

全国大会で優勝した３人と３団体の市長表彰を、
５月10日に行いました。

①第37回日本パラ水泳選手権大会

優勝

児玉愛美さん

②第37回日本パラ水泳選手権大会

優勝

財津瑞希さん

③第37回日本パラ水泳選手権大会

優勝

今川唯衣さん

④第１回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会、
第２回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
優勝 日野綺音さん
（E･STARBATONTEAM）

⑤
①

⑤
②

⑥

⑥

⑥

③

④

⑤第38回若獅子旗なぎなた大会
優勝 学校法人城南学園福徳学院高等学校なぎなた部
⑥第16回全国高等学校なぎなた選抜大会
優勝 大分県立大分西高等学校なぎなた部
ス リ ー シ ー ズ

3S E E D S 株式会社と連携協定を
締結しました
５月20日、サイクルスポーツの振興や自転車を活かしたまちづくり
ス パ ー ク ル

オオイタ

レ ー シ ン グ

チ

ー

ム

を推進するため、S p a r k l e O i t a R a c i n g T e a m を運営する
３S E E D S 株式会社と連携協定を締結しました。相互が密接に連
携することにより、サイクルスポーツを通じた地域づくり等を展開
し、
「バイシクルフレンドリータウン～自転車が似合うまち～の創造」
のさらなる推進を図ります。

SparkleOitaRacingTeam の皆さん

遊技業４組合と「災害時等における施設の駐車
場の一時使用に関する協定」を締結しました
５月31日、風水害等で浸水被害が想定される場合に、地域住民の自家用車を一
時的に退避させる場所を確保するため、市内にある４つの遊技業組合と「災害時
における施設の駐車場の一時使用に関する協定」を締結しました。台風の接近
時等には、近隣住民のために組合加入店舗の立体駐車場が自家用車の退避場所
として提供されます。市では、今後も同様の取り組みを進めることとしております。

市報おおいた R３.７.１
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毎週水曜日 午後6時55分～7時 OBS大分放送
（市内のケーブルテレビ局でも放送中）

骨髄・末梢血幹細胞の
提供者
（ドナー）
に助成します
白血病等血液
疾患の患者への
ドナーと、
ドナー
の従事する事業
所に対して助成
金を交付します。
▪対象：①（公財）日本骨髄バンクにド
ナー登録した人で、提供時に市内に
住所を有し、提供完了の証明書の交
付を受けた人 ②①が勤務する事
業所（個人事業主は除く）
▪助成額：①1回につき14万円 ②1回
につき7万円
▪申請期間：提供完了から90日以内
問 保健所保健総務課（☎536-2554）

竹林整備のための竹粉砕機を
無料
貸し出しています
▪貸出期間：最大15日
▪対象：竹林整備に取り組む自治会や
NPO 法人、ボランティア団体など
▪その他：市内での竹林整備に限りま
す。機械の輸送や稼働に係る費用は
使用者の負担となります。返却時に
は燃料を満タンにしてください。
▪申込み・問 貸出機種など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、林
業水産課（☎537-5783）
へ。

02

送付と振込

障害者医療証を郵送します
7月末に、障がい者で医療費助成の
対象として受給資格が継続される人に、
新しい医療証を郵送します。また、受
給資格が停止になる人には別途お知ら
せを郵送します。なお、助成対象に当
たる人で、まだ資格認定申請がお済み
でない人は、申請をお願いします。
▪助成対象：心身障がい者…1級、2級、
3級の身体障害者手帳の所持者
A1、A2、B1、B2の療育手帳の所持者
精神障がい者…1級の精神障害者保
健福祉手帳の所持者 ※受給資格に
は、所得による制限があります。
▪申請に必要なもの：健康保険証、該当
するいずれかの手帳、
預・貯金通帳
（本
人名義）
、
本人および同一世帯員のマ
イナンバーカードまたは通知カード
問 障害福祉課（☎585-6009）

7
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新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受けた中小企業者・
小規模事業者等へ家賃を
支援しています
▪支給額：家賃相当額の5分の4で算出
された額（最大16万円）
▪その他・問 対象や申請方法など詳
し く は、コ ー ル セ ン タ ー（☎ 0120933-037）
へご相談ください。

無料人権相談を
行います
▪日時：8月4日㈬ 午前10時～正午、
午後1時～3時
▪相談内容：人権問題について
▪相談員：人権擁護委員
▪場所・問 人権啓発センター（ヒュー
レおおいた）
〈J:COMホルトホール
大分1階 ☎576-7593〉

市営納骨堂間接参拝壇を
増設します
▪対象：使用許可申請書提出日の 3カ
月前から市内に居住し、同一世帯員
が間接参拝壇を 3壇以上お持ちでな
い人。なお、焼骨（分骨は該当しませ
ん）を所有していない場合は申込み
時点で年齢が65歳以上の人。
▪追加予定壇数：54壇
▪その他・問 追加分の使用開始、申込
方法など詳しくは、市ホームページ
をご覧になるか、保健所衛生課（☎
536-2854）
へ。

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。 ※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。
問 土木管理課（☎537-5992）

子育て支援課からのお知らせ
（①☎537-5793 ②☎537-5796）
①児童手当の現況届の提出はお済みで
すか
児童手当を受給している人は、6月
に送付した現況届を提出しなければ6
月分以降の手当（10月期振込分）を受
け取ることができません。まだ現況届
を提出していない人は早急に提出して
ください。なお、現況届が届いていな
い人や紛失した人は連絡してください。
②ひとり親家庭等に医療費を助成して
います
▪対象：◦18歳までの児童を養育して
いる「母子及び父子並びに寡婦福祉
法」に規定する母子（父子）家庭の母
親・父親 ◦その母親（父親）に養育
されている18歳までの児童 ◦父
母のいない18歳までの児童
※児童が18歳に達する日以後の最初
の3月31日までです。所得制限があ
ります。
▪申請場所：子育て支援課（本庁舎1階
⑬番窓口）、東部・西部保健福祉セン
ター、各支所
▪その他：家庭の状況に応じて申請に
必要な書類が異なりますので、事前
にお問い合わせください。

高温となった
遊具やベンチなどに
注意しましょう
遊具やベンチが強い日差しに熱せら
れて高温になり、やけどをする恐れが
あります。使用する際は、十分に注意
しましょう。
問 公園緑地課（☎537-5976）

空き家相談出張窓口を
開設します

無料

▪日時：7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
問 住宅課（☎585-6012）

3年度国民年金保険料
免除申請は7月1日㈭から
受け付けます
国民年金保険料の納付が困難な場合
は、保険料の免除制度がありますので
ご利用ください。2年度に免除の承認
を受けている人で7月以降も免除を希
望する場合は、再度申請が必要です。
ただし、2年度に全額免除・納付猶予を
承認された人で、
「継続審査」を希望し
た人は、申請の必要はありません。なお、
失業等による特例免除承認者は、離職
の証明となるものを添付のうえ、3年
度も申請が必要です。
▪申請場所：国民年金室（本庁舎1階⑩
番窓口）、各支所、本神崎・一尺屋連絡
所
問 国民年金室（☎537-5617）

台風接近時のごみ収集

市民いっせいごみ拾いの開催を
中止します
8月8日㈰に開催を予定していた「市
民いっせいごみ拾い」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から、今
年度は開催を中止します。
問 市民協働推進課（☎537-7251）

ごみ収集（可燃・不燃・資源）は、原則
実施します。ただし、台風の進路など
により、収集時間の変更や収集の中止
もあります。中止する場合は、収集日
の前日午後3時から自治会宛て連絡を
行うとともに、市ホームページにも掲
載します。
また、台風接近時は強風によるごみ
の散乱も考えられますので、次回の収
集日に出すようにお願いします。
問 清掃業務課（☎568-5763）

ミカンバエの防除に
ご協力ください
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▪対象品種：温州みかん、ポンカン等
▪防除時期：
7月24日㈯～8月1日㈰
（1回目）
8月14日㈯～9月5日㈰
（2回目）
▪防除薬剤：モスピラン SL 液剤（2000
倍）
▪その他・問 薬剤購入に対して補助
を行っています。詳しくは、市ホー
ムページをご覧になるか、生産振興
課（☎537-5770）
へ。

未登記家屋の所有者が
変わったときは届け出を
未登記の家屋は、売買・贈与・相続な
どで所有者が変わったときは届け出が
必要です。届け出がない場合、前所有
者に課税されますので、早めに届け出
を済ませてください。
問 資産税課（☎537-7291）
東部資産税事務所（☎527-2132）
西部資産税事務所（☎541-1406）

市民図書館からのお知らせ
①図書館を使った調べる学習
コンクール入賞作品を展示します
▪期間：7月20日㈫～8月24日㈫
②調べ学習講座を開催します
▪日時：①7月24日㈯・8月8日㈰ ②8
月1日㈰ 午前10時～正午
▪対象：①小学2・3年生 ②小学1年生
（要保護者同伴）
▪定員：①15人 ②10組（先着順）
▪申込み・場所・問 直接または電話で、
7月1日㈭から市民図書館（☎5768241）
へ。

市民プールを
オープンします

無料

◦家島西児童公園プール（大字家島）
◦大在公園プール（大字横田）
◦稙田ふれあい公園プール
（大字上宗方）
◦向原公園プール（向原沖二丁目）
◦三佐仲よしプール（三佐四丁目）
▪期間・時間：7月20日㈫～8月30日㈪
午前10時～午後5時
問 スポーツ振興課（☎537-5650）

お知らせ

横尾土地区画整理事業の
換地計画案をお見せします
▪縦覧期間：7月8日㈭～21日㈬
▪その他：案について利害関係のある
人は、縦覧期間内に意見書を市長宛
てに提出できます。
▪縦覧場所・問 横尾土地区画整理事
務所（☎535-7556）

海水浴場水質調査結果を
お知らせします
海水浴場開設前に調査した結果、大
志生木海水浴場、こうざき海水浴場、田
ノ浦ビーチは「水浴適」で、すべて海水
浴場の基準を満たしています。
問 環境対策課（☎537-5753）

国保年金課からのお知らせ
（☎537-5735）
◎限度額適用認定証、限度額適用・標準
負担額減額認定証の申請は7月21日
㈬から
現在発行している医療機関等の窓口
で支払いの際に提示する認定証は、7
月31日㈯で有効期限が切れます。入院
などで、引き続き認定証が必要な人は、
新たに申請してください。なお、8月31
日㈫までに申請した場合、8月1日㈰か
ら有効な認定証が発行されます。申請
受付開始直後は例年、窓口が大変混み
合います。新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、混雑時を避けるなど
のご協力をお願いします。
▪申請時間：午 前 8 時 30 分 ～ 午 後 6 時
（本庁以外は午後5時15分まで）
▪申請場所：国保・後期高齢者医療窓口
（本庁舎1階⑨番窓口）、各支所、本神
崎・一尺屋連絡所
▪対象：国民健康保険加入者で、国民健
康保険税が完納世帯の人 ※70歳
以上の人は認定証が不要な場合もあ
ります。
▪申請に必要なもの：国民健康保険被
保険者証、長期入院該当者（申請月以
前の12カ月間に市民税非課税期間
の入院日数が90日を超えている場
合）は病院などが発行する領収書な
ど、本人のマイナンバーが確認でき
るもの、本人確認書類（運転免許証な
ど）
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大分市災害時多言語通訳サービス（OitaCityMultilingualDisasterDistressCallCenter）
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）

児童育成クラブの指導員
登録者募集

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 無料

児童育成クラブ（放課後などに、保護
者が就労などで昼間不在になる児童の
遊びや生活の場）で欠員が出た際など
に随時案内します（採用の決定は、各ク
ラブの運営委員会になります）。
①主任指導員
▪勤務時間：学校登校日…4時間30分
学校休業日…8時間
▪内容：児童の見守りや支援など
▪賃金：年収180万円程度
（月収12万円
＋調整手当・賞与・社会保険あり）
②加配指導員
▪勤務時間：開設時間内で就労可能な
時間
▪内容：主任指導員の補佐
▪賃金：時給850円
（社会保険に加入可）
▪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、子
育て支援課（☎537-5675）
へ。

▪日時：8月21日㈯・22日㈰ 午前10時
～午後4時
▪場所：旧野津原中部小学校
▪内容
◦8月21日㈯ ※1コマ2時間

第32回
豊の国ねんりんピック
参加者募集
◎三世代交流健康マラソン大会 無料
▪月日：9月26日㈰
▪場所：昭和電工グラウンド
▪対象：小学5・6年生、40歳以上（昭和
56年9月27日以前生まれ）
の人
▪種目：①80歳以上（男子） ②70歳～
79歳（男子） ③60歳～69歳（男子）
④60歳以上（女子） ⑤50歳～59歳
（男女） ⑥40歳～49歳（男女） ⑦
小学5・6年生
※小学生は2.0km、
それ以外は3.0km
◎ゴルフ交流大会
▪月日：10月6日㈬
▪場所：三重カントリークラブ
▪対象：◦男性…昭和37年4月1日以前
に生まれた人 ◦女性…昭和42年4
月1日以前に生まれた人
▪定員：200人（多数時は抽選）
▪競技方法：個人戦
（18ホールストロー
クプレー、ダブルペリア方式）、セル
フプレー ※女性参加者多数の場
合、女子の部あり
▪参加料：10,000円
（プレー料金など）
▪申込み・問 長寿福祉課（本庁舎1階
⑭番窓口）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、7月14日㈬までに同課（☎
537-5747）
へ。
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地産地消ポスター展作品募集

午前10時～
遠藤 ももこ

リボンにお絵かきして
バッグを作ろう♡

▪対象：市内の小・中学生
▪テーマ：市の地産地消
▪募集規定：1人1点。四つ切り画用紙
で応募してください。
▪申込期限：9月10日㈮〈必着〉
▪その他・問 入賞者には、
農林水産物
や加工品などの賞品あり。申込方法
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。

午後1時～
芳賀 健太

コースターとマスクに
絵を描こう♪

第24回陶芸祭作品募集

時間・講師

教室名

◦8月22日㈰

※1コマ2時間

時間・講師

教室名

午前10時～
すごロク！
くどうまゆこ
午後1時～
山口 誠二

暑さにまけず、お絵かき
うちわ

▪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）
▪申込期間：7月 1日㈭～ 8月 5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。

①一般作品
▪応募規定：1人1点
（素焼き済みのもの
で、23cm ×23cm ×23cm 以内に限
る）
▪募集作品数：160点（多数時は抽選）
▪費用：530円（焼成料金）
▪作品持込日：9月11日㈯
無料
②子ども作品
▪応募規定：1人1点（完成品に限る）
▪対象：中学生以下
▪作品持込日：9月18日㈯
▪持込場所：河原内くすのきホール（大
字河原内） ※事前申込みが必要で
す。
▪申込み・問 はがき（1人1枚）または
ファクス、E メールで、①は住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を、7
月23日㈮〈必着〉まで、②は住所、氏
名（ふりがな）、年齢、学校、学年、電話
番号を、8月20日㈮〈必着〉までに社
会教育課
（〒870-8504 荷揚町2-31
☎ 537-5649
532-8102
syakaikyoiku@city.oita.oita.jp）
へ。

めじろんサポーター登録者募集
パッケージデザインコンテスト
参加クリエイター募集
実際に流通する市内企業の商品を題
材に新たなパッケージをデザインし、
企業と協働で商品化を目指すパッケー
ジデザインコンテストの参加クリエイ
ターを募集します。
▪対象：県内に居住または県内で活動
している人（デザイナー、クリエイ
ター等）
▪募集期限：7月16日㈮
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
「おおいたデザイン・エイド2021」公
式ホームページをご覧になるか、商
工労政課（☎585-6011）
へ。

自分に合った、興味のあるボランティ
アを見つけ、活動してもらう制度です。
登録者には、ボランティアを募集して
いるイベントを随時紹介します。
▪申込み・問 申込用紙（市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、市
民協働推進課（本庁舎2階 ☎5377251）または各支所、各地区公民館
へ。

「第10回アートプラザ
建築キッズ作品展」
作品募集
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あったらいいなと思う「ゆめのたて
もの」をテーマにした絵画・立体作品を
募集します。
▪対象：県内居住の小学生
▪募集期間：7月1日㈭～11月12日㈮
▪その他・問 1人1点。絵画は四つ切
り サ イ ズ の 画 用 紙（39.2 ㎝ × 54.2
㎝）、立体作品は40㎝×40㎝×80㎝
以内で応募。アートプラザに備え付
けの応募用紙（アートプラザホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、作品と一緒にアートプラザ（☎
538-5000）
へ。

「自転車が似合うまちおおいた」
標語募集
自転車の魅力やルール・マナー、ヘル
メット着用や自転車保険などに関する
標語を募集します。
▪対象：市内に居住する人、または通学
する小・中学生、高校生
▪応募規定：1人2点まで、自作で未発
表のもの
▪募集期間：7月1日㈭～8月11日㈬〈必
着〉
▪その他：入賞は1人1点までとし、作
品の著作権は市に帰属します。
▪申込み・問 都市交通対策課（本庁舎
7階）、各支所に備え付けの応募用紙
（市ホームページでダウンロードも可）
に 記 入 し、同 課（☎ 537-5690）へ。
※市ホームページで電子申請も可。

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集

無料

粗大ごみとして出されたタンスや
テーブルなどの家具と自転車を、修理
や塗装などで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：当分の間、抽選会は開催せ
ず、大分エコライフプラザ事務局に
て抽選。 ※当選者には同事務局か
ら電話で連絡します。
▪その他：自転車については、引き渡し
時に防犯登録料600円が必要です。
▪申込み・問 7月23日㈮～8月1日㈰
正午までに、
直接、
福宗環境センター
内の大分エコライフプラザ（☎5881410）
へ。

募

集

関崎海星館夏休み特別イベント
「わくドキこども教室」
参加者募集
①お絵描き星座早見盤をつくろう
▪月日：8月7日㈯
②クローラーをつくろう
▪月日：8月8日㈰
③UVビーズでアクセサリーをつくろう
▪月日：8月15日㈰
④ホーバークラフトをつくろう
▪月日：8月21日㈯
▪時間：午後2時～3時（④のみ午後3時
30分まで）
▪対象：高校生以下
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：500円（材料費） ※①のみ
400円
▪申込み・場所・問 はがきに、住所、氏
名、電話番号、希望の講座名、必要工
作キット数
（2セットまで）
を記入し、
①②は7月29日㈭、③は8月1日㈰、

④は8月7日㈯までに関崎海星館
（〒 879-2201 大 字 佐 賀 関 4057419 ☎574-0100）
へ。

にこにこファミリーキャンプ
～初心者大歓迎！初秋の森で
テント泊～参加者募集
▪日時：9月4日㈯午前9時30分～5日
㈰午後1時30分
▪場所：平成森林公園キャンプ場
▪内容：野外調理、
川遊び、
天体観測など
▪対象：市内または豊後大野市大野町
居住の家族
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪参加料：4,450円（テント代・薪代）＋
小・中学生1人につき2,250円および
高校生以上1人につき2,450円（食事
代、入村料など）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭～8月
13日㈮にのつはる少年自然の家（☎
589-2212）
へ。

02

送付と振込

後期高齢者医療被保険者証など
を送付します
①新しい保険証の送付
後期高齢者医療の新しい保険証を7
月中旬に送付します。8月以降は新し
い保険証を使ってください。有効期限
は、4年7月31日です。新しい保険証は
緑色です。
②3年度保険料額決定通知書等の送付
7月中旬に決定通知書等を送付しま
す。保険料の納め方は、通知書内の「期
別（徴収月別）保険料額」をご覧くださ
い。
問 国保年金課（☎537-5736）

介護保険負担割合証を
送付します
要介護・要支援等の認定者には、介護
保険サービスを利用する際の自己負担
割合を記載した負担割合証を送付して
います。現在交付している負担割合証
の有効期限は7月31日㈯までです。改
めて前年の所得に基づいて判定を行い、
7月中旬に負担割合証を郵送します。
申請は不要です。
8月1日㈰以降に介護保険サービス
を利用するときは、新しい負担割合証
をサービス事業所に提示してください。
問 長寿福祉課（☎537-5742）

8月から使用する国民健康保険
被保険者証
（薄い青色）
を
7月中旬に簡易書留で郵送します
簡易書留は、原則、宛先人への手渡し
です。不在の場合は「不在連絡通知書」
がポストなどに入ります。
◎8月～4年7月に75歳となる人へ
誕生日前日まで有効の被保険者証を
送ります。誕生日から使用する後期高
齢者医療被保険者証は、誕生日の前月
（1日生まれの人は前々月）に後期高齢
者医療広域連合から郵送されます。
◎退職者医療制度に該当し、8月2日～
4年7月1日に65歳となる人へ
誕生月の月末（1日生まれの人は前
月末）まで有効の被保険者証を送りま
す。誕生月の翌月から使用する被保険
者証は、誕生月の月末（1日生まれの人
は前月末）までに郵送します。
問 国保年金課（☎537-5736）

市報おおいた R３.７.１
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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 国際課
（☎537-5719）

情報学習センターの教室
無料
①無料体験教室
▪月日：7月25日㈰
▪時間：◦はじめての Word…午前10
時～10時45分 ◦はじめての Excel
…午前11時～11時45分 ◦はじめ
ての Access…正午～午後0時45分
◦はじめての PowerPoint…午後1
時～1時45分 ◦はじめてのネット
ショッピング…午後2時～2時45分
②はじめてのパソコン操作
▪日時：8 月 5 日 ㈭・12 日 ㈭・19 日 ㈭
午前10時～正午
▪受講料：900円
③親子のはじめてのロボットプログラ
ミング
▪日時：8月29日㈰ 午後2時～4時
▪対象：小・中学生とその保護者
▪受講料：大人300円、子ども200円
▪定員：①各10人 ②15人 ③10組
（いずれも先着順）
▪申込み・場所・問 直接または電話、
E
メールで、
住所、
氏名、
電話番号、
教室
名、
日時を、①は7月18日㈰、②は7月
22日㈭、
③は8月15日㈰までに情報学
習センター（大石町一丁目 ☎5458616
omc@hyper.or.jp）
へ。

男女共生セミナー
「もしかして毒親 !?」

無料

▪日時：7月28日㈬ 午前10時～11時
30分
▪講師：樋口 雅子氏（家族関係アドバ
イザー）
▪定員：20人（先着順）
▪その他：生後 6カ月～未就学児の託
児あり（無料）。 ※先着10人
▪申込み・場所・問 電話または市ホー
ムページの申込み専用フォームで、
7月1日㈭～25日㈰にたぴねす（男女
共同参画センター）
〈コンパルホール
2階 ☎574-5577〉
へ。

シニア向け就労応援セミナー

無料

▪日時：7月31日㈯ 午前10時～正午
▪場所：J:COMホルトホール大分3階
302・303会議室
▪講師：篠原 丈司氏（社会保険労務士）
▪対象：市内居住のおおむね50歳以上
の人
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭～28
日㈬に商工労政課
（☎537-5964）
へ。
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海星館講座 カンタン！
星空の歩き方
「夏の星座」
▪日時：7月25日㈰ 午後2時～3時30
分
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪参加料：一般…520円、高校生…310
円、中学生以下…100円（資料代）
▪申込み・場所・問 関崎海星館（大字
佐賀関）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、7月11日㈰までに同館
（☎5740100）へ。

海部古墳資料館の講座
（☎524-2300）
①勾玉作り
▪日時：7月25日㈰ 午前10時～正午
▪対象：中学生以下（小学4年生以下は
要保護者同伴）
②はにわ作り
▪日時：8月8日㈰ 午前10時～正午
▪対象：中学生以下（小学3年生以下は
要保護者同伴）
▪定員：各12人（先着順）
▪受講料：①300円 ②280円
▪申込み・場所・問 電話で、7月1日㈭
から①は7月24日㈯、②は8月7日㈯
までに海部古墳資料館（大字里）へ。

南大分スポーツパーク
いきいき健康講座
①高齢者いきいきフィットネス講座
（後期）
▪日時：9月1日・8日・15日・22日、10月
6日・13日・20日・27日、11月10日・
17日（水曜日・全10回） 午前9時30
分～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の人
②ストレッチ講座（後期）
▪日時：9月7日・14日・28日、10月5日・
19日・26日、11月2日・9日（火曜日・
全8回） 午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人（高校生は除く）
▪定員：各25人程度（多数時は抽選）
▪受講料：①2,500円 ②2,000円
▪申込み・場所・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、7月31
日㈯〈必着〉までに同体育館（☎5467010）へ。 ※市ホームページで電
子申請も可。

05

講座＆教室

高崎山自然動物園の
「おさるのプール開き」
を行います

危険物取扱者保安講習
講習区分

開催日

A（給油取扱所） 8月17日㈫、9月28日㈫
B（コンビナー
ト地区）

8月19日㈭、9月9日㈭・
28日㈫、10月5日㈫

C（その他）

8月24日㈫、9月5日㈰、
10月6日㈬

▪時間：午前9時30分～午後0時30分
※区分 A 9月28日㈫は午後1時30
分～4時30分
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪受付期間：7月12日㈪～20日㈫
▪受付場所：市防災協会（消防局3階
予防課内）
▪受講手数料：4,700円（県収入証紙を
申請書に貼付）
問 消防局予防課（☎532-3199）

消費生活セミナー
「お墓の問題、
これで解決！」無料
▪日時：7月25日㈰ 午後1時～3時
▪場所：野津原公民館 集会室
▪講師：阿部 秀幸氏（NPO 法人市民後
見ささえあい 理事長）
▪定員：70人（先着順）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭午前9
時からライフパル（☎573-3770）
へ。

応急手当普及員講習

無料

▪日時：8月20日㈮～22日㈰〈全3回〉
午前8時30分～午後5時15分
▪場所：消防局4階 講堂（舞鶴町一丁
目）
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭～8月
10日㈫に消防局救急救命課（☎5324199）ま た は 中 央 消 防 署（☎ 5322108）、東消防署（☎527-2721）
、南
消防署（☎586-1230）
へ。

▪日時：7月21日㈬ 午前9時30分～
▪場所：高崎山自然動物園サル寄せ場
▪内容：サル寄せ場にあるサルのプー
ルに水をはり、この日から子ザルた
ちがプールで泳ぐ様子を見ることが
できるようになります。高崎山の夏
の風物詩となっています。
問 高崎山自然動物園（☎532-5010）

大分トリニータ親子観戦DAY

無料

▪対象試合：8月21日㈯ 午後7時～コ
ンサドーレ札幌戦（要事前申込み）
▪場所：昭和電工ドーム大分
▪対象：市内の中学生以下とその保護
者（2人まで）
▪その他・問 詳しくは、スポーツ振興
課
（☎537-5979）
へ。

05

講座＆教室

笑顔ひろがる折り紙教室
▪日時：7月30日㈮ 午前10時～正午、
午後1時～3時
▪定員：各12人（先着順）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月1日㈭
午前9時からライフパル（府内町三
丁目 ☎573-3770）
へ。

産業活性化プラザのセミナー

無料

①企業と個人で役立つ！
スタッフ機能向上セミナー2021
▪月日：8月5日㈭・19日㈭〈全2回〉
▪講師：首藤浩氏（㈱あいるコンサル
ティングファーム 代表取締役）他
②「ICT活用セミナー2021」
▪月日：8月18日㈬・25日㈬
〈全2回〉
▪講師：森 祐太氏（㈱ HAB ＆ Co. 代
表取締役）他
▪時間：午後6時30分～8時30分
（午後6時開場）
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
セミナールーム
▪定員：各20人（先着順）
▪申込み・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、7月1
日㈭から①は8月3日㈫、②は8月16
日㈪までに同プラザ（J:COMホルト
ホール大分2階 ☎576-8879）
へ。

市美術館の展覧会
①アート・ワンダーランド2021
「これってアート!?」
何でもありなアートの世界へようこ
そ「
! へたうま ? ～かけそう !? つくれそ
う ? ～」
「なんじゃこりゃ」な作品を集
めてみました。
▪期間：7月14日㈬～9月20日㈪
②北村直登展
大分から今や全国に活躍の場を広げ
る北村直登のカ
ラフルでポップ
な最新作をご紹
介します。イベ
ントの開催情報
は同館ホーム
ページでご確認
ください。
ブランコで童心に
▪期間：7月22日 《23673
戻ろうと 象》
2021年
㈭～9月20日㈪
▪時間：午前10時～午後6時（入館は午
後5時30分まで）
▪ 観 覧 料：一 般 … ① 300 円（260 円）
②600円（500円）、高校生・大学生…
① 210 円（150 円） ② 400 円（300
円）、①②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は無料
※（ ）内は20人以上の団体料金
▪場所・問 市美術館（☎554-5800）

歴史資料館テーマ展示Ⅱ
「むかしなつかし大分の鉄道」
大分の鉄道に関わる写真や資料、模
型などを展示し、黎明期から現在まで
の鉄道の移り変わりを解説します。
▪会期：7月17日㈯～10月17日㈰
▪開館時間：午前9時～午後5時（入館
は午後4時30分まで）
▪休館日：7月19日㈪・26日㈪、8月3日
㈫・10 日 ㈫・16 日 ㈪・23 日 ㈪・30 日
㈪、9月7日㈫・13日㈪・21日㈫・24日
㈮・27日㈪、10月5日㈫・11日㈪
▪観覧料：大 人 210 円、高 校 生 100 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は無料
▪展示解説講座：◦日時…8月8日㈰
午後2時～ ◦定員：30人（先着順）
◦申込方法…電話で、7月17日㈯午
前9時から受付。
▪場所・問 歴史資料館（大字国分 ☎
549-0880）

03

募

集

第11次大分市
交通安全計画
（案）
に関する意見募集
▪募集期間：7月1日㈭～31日㈯
▪閲覧場所：生活安全・男女共同参画課
（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
▪その他・問 応募資格や応募様式、応
募方法など詳しくは、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。

04

イベント

市民図書館のイベントを
開催します
（☎576-8241）
①夏の星座と工作
▪月日：7月25日㈰、8月7日㈯
▪時間：午後7時～9時
▪対象：小学生（保護者同伴）
▪定員：各15組（先着順）
▪参加料：500円（教材費）
無料
②ようこそ！電気の世界へ
▪日時：7月28日㈬ 午前10時30分～
正午
▪対象：小学4年生～6年生
▪定員：15人（先着順）
無料
③図書館探検ツアー
▪月日：7月29日、8月5日・12日・19日
（木曜日）
▪時間：午前11時～（中学生以下）、午
後2時～（高校生以上）
▪定員：各10人（当日先着順）
▪場所：①市民図書館2階 会議室
②J:COM ホ ル ト ホ ー ル 大 分2 階
201・202会議室 ③市民図書館2階
入口
▪申込み：①②は直接または電話で、7
月1日㈭から市民図書館へ。

どこでもコンサート
in大分西部公民館

無料

▪日時：7月26日㈪ 午後6時30分～7
時10分（午後6時開場）
▪場所：大分西部公民館 集会室
▪定員：60人（当日先着順）
▪出演：おおいた太鼓倶楽部
問 文化振興課（☎537-5663）
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【5月末日現在】

大分市の面積と人口
※（

07

面

積 502.39㎢
男

）は前月比

229,583人（－59）

市報クイズ

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
7月12日～21日にある
「おおいた夏の
事故ゼロ運動」
のスローガンは？
「おこさず あわず ●●●●」
▪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、
7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、
市美術館特別展
「北
村直登展」
ペアチケットを3人にプレゼン
トします。
なお、
今号限定で、
応募者の中から抽
選で、
市内で活躍する6人のアーティスト
が制作した
「アマビエ」
ポストカードセッ
トを100人にプレゼントします。
※各 当選者の発表は、発送をもって代
えさせていただきます。
6月1日号「市報クイズ」の答え
買い物に行くときにできる、

COOLCHOICE の取り組みは？

○ ○

ッ  グ を持って行く」
「マイ バ ○

08

善意の泉

敬称略

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ

▪イオン九州株式会社
▪原優梨子
▪廣瀬舜一
▪ふるさと大分市応援寄附金（ふるさと納
税）へ寄付していただいた人の氏名等は、
市ホームページに掲載しています。

◎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 仲良介（片島）/長野優子（勢家
町）/河野智憲（高尾台）
▪鶴崎地区 藤野知恵子（松岡）/阿部智彦
（徳島）/前田教子（森）
▪大在地区 長谷川皇（花江川）/久保京子
（大在浜）
▪坂ノ市地区 内田初子（里）
▪大南地区 神野敏公（判田台東）
▪稙田地区 柳井弥生（緑が丘）/町田研一
（小野鶴南）/衛藤房美（光吉台）/手島和枝
（椿が丘）/安東よしみ（田尻）/溝邉博見
（国分）/二保ヤチヨ（椿が丘）
▪佐賀関地区 藤澤良夫（志生木）/宇和富
子（本神崎）
▪野津原地区 飯倉香代子（廻栖野）
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以上5月17日受付分まで
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人

〈住民基本台帳人口〉
口 477,642人（－34）

女

248,059人（+25）

第71回市朝顔展

世帯数 226,331世帯（+109）

無料

▪日時：7月30日㈮～8月3日㈫ 午前
7時～正午
▪場所：若宮八幡社（上野町）
▪内容：朝顔の品評会・展示会
問 市花き園芸大会実行委員会 後藤
（☎090-5021-0772）

人権・行政困りごと相談所

無料

▪日時：7月15日㈭ 午前10時～午後
3時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、
いじめ・体罰などの人権問題、
行政手
続・サービスについて困っていること
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員
問 大分地方法務局（☎532-3161）、
大分行政監視行政相談センター（☎
532-3715）

人権なんでも相談所

無料

▪日時：7月29日㈭ 午前10時～午後
3時
▪場所：坂ノ市公民館
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、
いじめ・体罰を受けたなどの人権問
題
▪相談員：人権擁護委員
問 大分地方法務局（☎532-3161）

きこえとことばの教育相談

無料

▪日時：8月5日㈭・6日㈮ 午前9時30
分～午後3時30分
▪内容：育児や学習、生活に関すること
など
▪対象：きこえやことばが気になる18
歳以下の子どもおよび関係者
▪申込み・場所・問 電話またはファク
スで、7月21日㈬までに県立聾学校
（東 大 道 二 丁 目 ☎ 543-2047
546-2111）
へ。

目と見え方の教育相談会

無料

▪日時：8月17日㈫ 午前10時～午後
3時
▪内容：家庭での接し方、保育・教育・医
療に関することなど
▪対象：視覚障がいのある幼児・児童・
生徒およびその保護者や関係者
▪申込み・場所・問 県立盲学校（金池
町三丁目1-75 ☎532-2638）へお
問い合わせの上、8月10日㈫までに
相談票を同校へ。

「サマージャンボ宝くじ」
と
「サマージャンボミニ」
が
7月13日㈫から発売開始！
サマージャンボ宝くじの賞金は、1等・
前後賞合わせて7億円です。サマージャ
ンボミニ1等・前後賞合わせて5,000万
円も同時発売。
この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
▪発売期間：7月13日㈫～8月13日㈮

第2回
市陸上競技記録会
▪日時：8月29日㈰ 午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（西浜）
▪対象：大分陸上競技協会登録者
▪参加料：800円～1,400円（種目など
により異なる）
▪申込期限：8月13日㈮必着
▪その他・問 種目、申込方法など詳し
くは、市陸上競技協会のホームペー
ジをご覧になるか、同協会（☎5580613）へ。

甲種防火管理
新規講習会
▪月日：9月2日㈭・3日㈮〈全2日〉
▪場所：J:COMホルトホール大分 大
会議室
▪定員：85人（先着順）
▪受講料：8,000円（資料代など）
▪その他・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（☎ 036263-9903）
へ。

赤十字救急法等講習会
「救急基礎講習会
（ベーシック
ライフサポート講習）
」
▪日時：9月11日㈯ 午前9時～午後1
時
▪対象：15歳以上
▪定員：16人（先着順）
▪参加料：1,500円（教材費）
▪その他・場所・問 応募方法など詳し
くは、日赤大分県支部（千代町二丁目
☎534-2237）
へ。

自衛官などの採用試験
採用区分により受付期間、試験日が
異なりますので、
お問い合わせください。
問 自衛隊大分地方協力本部大分募集
案内所（☎546-2177）

読み聞かせ会

無料

▪日時：7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人程度
▪申込み・問 電話で、7月9日㈮まで
に大分おはなしボランティア協会
（☎
070-6670-0721）
へ。

メディカルアロマテラピー
無料
体験講座
▪日時：7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 7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。

狩猟免許試験および免許更新
①試験1の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…7月31日㈯ 網・わな猟…8月
1日㈰ ※受付期間 7月5日㈪～21
日㈬
②試験2の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…10月9日㈯ 網・わな猟…10
月10日㈰ ※受付期間 9月21日㈫
～10月1日㈮
③試験3の種類・月日：網・わな猟…11
月20日㈯ ※受付期間 11月2日㈫
～12日㈮
▪免許更新：④9月7日㈫ ⑤9月8日㈬
⑥9月9日㈭・10日㈮ ※受付期間
8月3日㈫～26日㈭
▪場所：① 県 庁 舎 本 館 正 庁 ホ ー ル
②③県庁舎新館 大会議室 ④臼杵
市中央公民館（臼杵市大字臼杵浜2
の107-562） ⑤は由布市役所庄内
庁舎（由布市庄内町柿原302） ⑥県
庁舎別館 84会議室
▪申込み・問 県中部振興局森林管理
班（☎506-5749）
へ。

ふぐ処理講習会
▪日時：9月1日㈬ 午前9時30分～午
後5時
▪場所：J:COMホルトホール大分
▪受講料：16,000円
▪申込み・問 顔写真2枚（縦4.5cm ×
横3.5cm）、印鑑、受講料、運転免許証
など申込者の氏名・住所・生年月日が
確認できるものを持参の上、7月26
日㈪～30日㈮に直接、県食品衛生協
会大分市支部（保健所2階 荷揚町
6-1 ☎532-0010）
へ。

06 街のホット情報
ハッピーファミリー
応援教室

無料

①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～3時30分（2部制）
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
もくよく
方、新生児の育児講座、沐浴実習など
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
▪定員：6組（先着順）
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時～3時30分（2部制）
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：12組（先着順）
▪月日：7月31日㈯
▪場所：明治明野公民館
▪申込み・問 電話で、7月5日㈪から
県助産師会（☎534-0753）
へ。

3年度
「本場鶴崎踊大会」
の
開催を中止します
「本場鶴崎踊大会」については、8月
21日㈯・22日㈰の2日間で開催を予定
していましたが、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため、開催の
中止を決定いたしました。
問 本場鶴崎踊大会実行委員会（鶴崎
支所内 ☎527-2111）

サテライト・ゼミwith大分市
「マネジメントの実践力の磨き方」
▪月日：10月7日㈭・8日㈮・22日㈮
〈全3回〉
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
セミナールーム
▪定員：15人（先着順）
▪受講料：2万9,000円
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
中小企業大学校直方校（☎0949-281144）へ。

年金相談
（予約制）

無料

▪実施時間：◦月～金曜日（祝日を除
く） 午前8時30分～午後4時 ※月
曜日（祝日の場合は、翌開所日）は午
後6時まで ◦第2土曜日 午前9時
30分～午後3時
▪申込み・場所・問 直接または電話
で、相談希望日の1カ月前から大分
年金事務所（東津留二丁目 ☎5521211 音声案内①→②）へ。

05

講座＆教室

歴史資料館の講座
（☎549-0880）
①ふれあい歴史体験講座「はにわ作り」
▪日時：7月24日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：280円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月10日
㈯午前9時から同館へ。

②夏休みジュニア歴史探検
▪日時：8月5日㈭ 午前9時30分～午
後3時30分
▪対象：小学4年生～中学生
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：500円
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、性別、学年、電話
番号を記入し、7月15日㈭〈消印有
効〉までに同館（〒870-0864 大字
国分960-1）
へ。

河原内陶芸楽習館
親子ふれあい陶芸教室
▪日時：8月10日㈫・13日㈮・17日㈫・
20日㈮ 〈午前の部〉午前10時～正
午、
〈午後の部〉午後1時～3時
▪対象：中学生以下の子どもとその保
護者
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：530円（材料費など）
▪その他：作陶作品は10月10日㈰午後
に引き渡します。
▪申込み・問 はがき（1家族1枚）に、
住所、参加者全員の氏名（ふりがな）
・
年齢・学年、電話番号、希望日時を記
入し、7月21日㈬〈必着〉までに社会
教育課（〒870-8504 荷揚町2-31
☎537-5649）へ。 ※市ホームペー
ジで電子申請も可。

市報おおいた R３.７.１
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医療費の自己負担割合
病院などの窓口で国民健康保険被保険者証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診
療を受けることができます。

自己負担割合
就学児～ 70 歳未満

70 歳から
74 歳までの人
本人または 同 一世 帯 の
70歳以上の国保加入者
に市民税課税 所得が年
額145万円以上ある人

3割

市民税課税 所得が年 額
145万円未満の世帯

2割

保険証が使えない場合

3割
未就学児

2割

国民健康保険のお知らせ

国保お お い た

国民健康保険のお知らせ

8 八幡浜市編

Vol.

愛
愛媛
媛・ 大 分 交 流

市町村コラボ企
企画
画

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！ ( 次号は大洲市です )

給付が制限されるもの

・健康診断や人間ドッグ、予防注射
・けんかや泥酔などでのケガ
・仕事中の病気やケガ（労災保険の対象となるもの）

被保険者証兼高齢受給者証

問

により収入が一定額以下に

施術内容について文書でお尋ねすることがあります

なった場合、医療機関に支

ので、
ご協力をお願いします。

払う一部負担金の減免や徴
収猶予を受けられることが
あります。詳しくは、お問い
合わせください。

15

療養費の適切な運用のため、治療内容について、国
保年金課（または業務の一部を委託した専門業者）
が、

市報おおいた R３.７.１

整骨院 ･ 接骨院にかかったときは、
「負傷した部位」
「施術の内容」
「施術の年月日」などが分かるように記
録を残し、
領収書は必ず保管しておきましょう。

☎５３７・５７３５

災害など特別な事情が過
去６カ月以内に生じたこと

柔道整復師（整骨院 ･ 接骨院）の
受診照会にご協力ください

国保年金課

一部負担金の
減免など

国民健康保険（国保）は、加入者の皆さんがお互いに支え合う仕組みです。

ココ！

納付いただく国保税は、国保事業の最も重要な財源になっています。

70～74歳までの人は、
70歳の誕生
日の翌月から（誕生日が１日の人はそ
の月から）自己負担割合が記載された
「被保険者証兼高齢受給者証」が自動
的に交付されます。
自己負担割合については、３年度
（２年中）の市民税課税所得（課税標準
額）
に基づいて判定しています。

今回は、国保の給付事業や保健事業などについてお知らせします。

70歳になると被保険者証兼高齢受給者証が交付されます

※上記の記事は八幡浜市が作成しました。内容の詳細については八幡浜市政策推進課までお問い合わせください。

市報おおいた R３.７.１
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国民健康保険のお知らせ

葬祭費の支給

出産育児一時金の支給
出産費用に出産育児一時金を

国保加入者が亡くなったとき、喪主（葬儀執行者）
に対して２万円が支給されます。ただし、他の健康保

直接充てることができるよう、

険から支給が見込まれる場合は国保からは支給さ

原則として医療機関などからの

れません。

請求に基づき、市から直接医療

医療を上手に受けましょう
医療費の使い方を一人ひとりが考えることが大切です。

機関などに出産育児一時金を支
払う仕組みになっています。
⃝市の国保加入者が出産した場合、出産育児一時金として40

療養費の支給

万４千円が支給されます。

やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証を持

⃝産科医療補償制度に加入している医療機関の医学的管理の

たずに保険適用の医療を受けて全額
（10割）
支払った

下で出産（死産を含む、在胎週数22週に達した日以降の出

ときや医師の指示でコルセットなどの治療用装具を

❶か かりつけ医を
持ちましょう。

薬の重複や飲み合わせなどをチェックしてもらえ、薬歴を把握した上で助言が受けられるなど多くの
メリットがあります。

育児一時金は支給されます
（医師の証明などが必要です）
。

また、海外渡航中に医療機関で診察を受けたとき、
指定の用紙に記入してもらい、診療明細書および領

※出産費用が42万円未満の場合は、国保年金課に差額支給の申請を
してください。
※他の健康保険から支給を受ける場合は、国保からは支給されません。

収書とそれらの翻訳文を添付して申請すれば、療養
費が支給されます（ただし、診療目的の渡航の場合を

ジェネリック医薬品を利用してみましょう
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、特許

除く）
。

年に1回は健診で健康チェックをしましょう

特定健診のお知らせ

の期限が切れた新薬（先発医薬品）と同じ有効
成分で製造された医薬品で、同等の効果・効能
を有すると認められた医薬品のことです。新薬
よりも安価であるため、利用することで医療費
の負担が軽くなります。

特定健診を生活習慣病予防のために積極的に利用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身につけましょう。

受診場所

Point

●国民健康保険被保険者証

交通事故などに遭った
ときは必ず届け出を
国保加入者が交通事故に遭ったり、他
人の飼い犬にかまれたりなど、第三者の
行為によって病院にかかった場合、その
医療費は加害者が全額負担するのが原則
です。国保により（保険）治療を受けるこ
ともできますが、国保は一時的に医療費

国保加入者〈40歳（4年3月31日時点の年齢）から74歳まで〉の受診方法について
受診に
必要なもの

❹病 気の早期発見・早期治療
を心掛けましょう。

また、かかりつけ薬局を持ち、お薬手帳を活用しましょう。

されます。なお、妊娠12週
（85日）
以上の死産、流産でも出産

などに療養費が支給されます。

❸重 複受診や必要以上の
転医はやめましょう。

❺お薬手帳は１冊にまとめましょう。

産に限る）した場合は１万６千円加算され、
42万円が支給

購入したとき、はり・きゅうなどの施術を受けたとき

❷時間外・休日受診は
なるべく避けましょう。

ジェネリック医薬品を希望する人は、医療機関などを受診

を立て替え、後で加害者に請求すること

した際に、担当医師や薬剤師に相談するか、
「ジェネリック

になります。国保で保険治療を受ける場

医薬品希望カード」を提示してください。

合は、必ず届け出てください。

※
「ジェネリック医薬品希望カード」は、国保年金課（本庁舎1階⑨
番窓口、2階③番窓口）、各支所に設置しています。

●特定健診無料受診券
（対象者には、5 月下旬に送付しています）

健診機関（8 カ所）および指定医療機関
（市内医療機関約 180 カ所）で受診できます

医療費が高額になりそうなときは、
『限度額適用認定証』のご利用を

※無料受診券に同封の案内をご覧ください。

国保の高額療養費制度では、医療費の自己負担割合分全額を医療機関などの窓口で支払っ
注意事項

●医療機関へ通院中の人も特定健診の対象です。
●受診の際は、事前予約の上、健診機関の指示に従ってください。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用をお願いします。また、受診当日、発熱や倦怠
感などがある場合は、無理をせず受診日を変更してください。
●4 月 2 日以降に国保に加入した人は、電話での申込みが必要です。国保年金課までご連絡ください。
※特定健診の受診方法は、年齢や加入している医療保険（健康保険）によって異なります。加入している
保険にお問い合わせください。

た上、国保の窓口で申請することにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。
（通
常は診療月から３カ月後に支給します。
）
ただし、
「限度額適用認定証」
を病院、薬局などの窓口で国民健康保険被保険者証と併せて提
示すると、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認
定証」
は、
あらかじめ国保の窓口で交付を受ける必要があります。

『限度額適用認定証』が必要な人
⃝ 70歳未満の人

特定健診で発見することができる病気のリスク
お問い
合わせ先
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☎537-7175

Point

⃝高血圧症 ⃝糖尿病 ⃝脂質異常症
⃝肝機能障害 ⃝慢性腎臓病 など

⃝ 70歳以上75歳未満の人で所得区分が「低所得者Ⅰ・Ⅱ」
「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ」の人
※上記所得区分以外の人は国民健康保険被保険者証の提示のみで支払金額が自己負担限度額までとなります。

医療費が高額になりそうなときや入院の予定が決まったら、早めに申請してください。

市報おおいた R３.７.１
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歯周病検診

以下の条件に当てはまる人は、市民健診・がん検診が自己負担金「0円」で受診できます（「胃がん検診（内視鏡）」は除く）。
お得に受診できるこの機会に複数項目を予約し、ご自身や大切な人のためにも、疾病の早期発見・治療や予防につなげましょう。
問 保健所健康課☎536-2562
▪

受診条件

職場や加入する保険で以下の項目を受診する機会（オプション検査含む）がない

いいえ

はい

受診方法や費用は加入する
保険者等へお問い合わせください。

年度内（4月から翌年3月）にまだ受診していない／大分市に住民票がある

A

（胃がん検診はいずれか一方のみ）

B

A・B の両方を同時に受けたい

・市民
（特定）
健診 ・肺がん検診
（結核検診）

・胃がん検診（エックス線） ・乳がん検診

・喀たん検査

・子宮頸がん検診

・肝炎ウイルス検診

・前立腺がん検診 ・胃がんリスク検診
（ピロリ菌）

〈A・B の他に受診できる項目〉
（費用）
・胃がん施設検診（内視鏡）
4,000円
→下記施設①④⑥⑦のみで受付
（各施設先着100人に達した場合、
受付終了）


・大腸がん検診

・骨粗しょう症検診

市民税非課税世帯の人など、申請により費用が無料になる場合があります。

※項目ごとに対象年齢などの条件が異なります。詳細は予約の際にご確認ください。

集団健（検）診

施設健（検）診

※ A と B を同時に受診できる日もあります。
（大腸がん検診は全会場で実施）
〈8月実施会場〉
会 場
( 旧 ) 中島小学校
コンパルホール
大分東部公民館
大分西部公民館
滝尾校区公民館
南大分公民館
鶴崎公民館
大在公民館
坂ノ市公民館
佐賀関公民館

A のみ
8/27㈮
8/16㈪
8/19㈭
8/23㈪
8/31㈫
8/10㈫
8/2㈪
ｰ
8/3㈫
8/18㈬

B のみ A・B同時
ｰ
ｰ
8/31㈫
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
ｰ
8/20㈮
ｰ
8/30㈪★
ｰ
8/29㈰
ｰ
ｰ

A のみ
B のみ A・B同時
8/24㈫
ｰ
ｰ
8/4㈬
稙田公民館
ｰ
ｰ
8/25㈬
富士見が丘公民館 8/5㈭ 8/3㈫
ｰ
緑が丘中央公民館 8/6㈮ 8/5㈭★
ｰ
東野台公民館
8/11㈬
ｰ
ｰ
国分新町公民館
8/12㈭
ｰ
ｰ
野津原公民館
8/26㈭
ｰ
ｰ
明治明野公民館
ｰ
ｰ
8/17㈫
会 場
大南公民館

地

区

施設名

南大分
大
稙
市

南
田
外

③おおいた健康管理センター

受付（平日 午前9時～午後5時）

受付（平日 午前9時～午後5時）

バスツアー申込先
Ⓐ県厚生連健康管理センター
Ⓑ県地域保健支援センター
Ⓒ県地域成人病検診センター
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電話番号
（別府市） ☎0977-23-7112
（駄原） ☎529-7065
（宮崎） ☎569-2211

（駄原）☎532-2167
（古国府）☎547-1111

⑥三愛総合健診センター

（宮崎）☎569-2211
（市）☎542-6733

⑦県厚生連健康管理センター

（別府市）☎0977-23-7112

⑧ OHC 大分総合健診センター （別府市）☎0120-947-734

地区

対象校区

受診日

受診場所
帰 着
（送迎先）
Ⓐ
午後3時頃

10/1㈮
戸次、判田、竹中、吉野 10/6㈬※女性のみ
Ⓑ
正午頃
10/7㈭※男性のみ
10/12㈫
Ⓐ
午後3時頃
鶴崎、三佐、別保、明治
10/13㈬※女性のみ
鶴崎
高田、松岡、川添
Ⓑ
正午頃
10/14㈭※男性のみ
10/18㈪
Ⓒ
午後1時頃
10/20㈬
Ⓐ
午後3時頃
南大分、城南
南大分
荏隈、豊府
10/27㈬※女性のみ
Ⓑ
正午頃
10/28㈭※男性のみ
10/20㈬※女性のみ
Ⓑ
正午頃
春日町、大道、西の台
10/21㈭※男性のみ
大分西部
八幡、神崎
10/28㈭
Ⓐ
午後3時頃
※住んでいる地区ごとに年２回ずつ実施月を設けます。
※出発からセンター到着までの目安はおおむね「午前８時～午前10時の間」です。
大南

健

所

3

階

坂ノ市市民センター2階
大分東部公民館

場 所
大分南部公民館2階
鶴 崎 市 民 行 政
セ ン タ ー 3 階
大在市民センター2階

■対象：2年8月～3年2月生まれの乳児と保護者
（毎月1回、満1
歳になる月まで同じ場所での参加となります） ■時間：午前
10時～11時 ■内容：親子遊び、育児について意見交換、健康
講話など ■申込み：先着順で受け付けます。E メールで、件名
「すくすく赤ちゃんルーム申込み」、希望月日・場所（第３希望
まで）、住所、乳児の氏名（ふりがな）、生年月日、性別、保護者
氏名、電話番号を、7月16日㈮午前8時30分～20日㈫午後5時
までに子育て交流センター（kosodatekoryu@city.oita.oita.
jp）へ。現在、申込みが多いため、会場によっては参加できない
問 子育て交流センター☎576-8740
場合があります。 ▪

無料

日

■ 時間：
（午前
の部）午前10時30分～11時30分 （午後の部）午後2時～3時 
■内容：講義と相談
■定員：各10人
（先着順、予約制） ■持参
問 電話で、
品：母子健康手帳、
筆記用具 ■申込み・▪
7月20日㈫か
らⒶは西部保健福祉センター☎541-1496、Ⓑは東部保健福祉
センター☎527-2143、
Ⓒは中央保健センター☎536-2517へ。

大分赤十字病院健康講座

無料
午後2時～3時30分 ■ 場所：大分赤十字
病院管理棟5階 大会議室 ■ 内容：
「脳卒中に気をつけよう」
■ 講師：森 敏雄氏 ( 脳神経内科部長 )
■ 申込み：不要
問大
▪
分赤十字病院社会課☎532-6181
■ 日時：7月26日㈪

「からだが喜ぶ食育応援店」をご利用ください

各施設へ
事前予約してください。

☎529-7065

保

月 日
8/20㈮
8/24㈫
8/31㈫
8/27㈮

■対象：3年2月～4月生まれの乳児の保護者

④天心堂健診・健康増進センター （中戸次）☎597-5254
⑤県地域成人病検診センター

B の予約先

県地域保健支援センター

検診を受けたいけど「会場が遠い」
「移動手段がない」という人などが
利用できる新しい受診方法です。希望する場所から検診センターまで
の往復を無料で送迎します。当日は検診センター独自のサービスも利
用可能です。
■申込期間：7月1日㈭～8月31日㈫
（先着順）
※対象地区は右記のとおり
■申込方法：
❶ 上記の受診条件を確認し、
受診項目を決める
❷５人以上のグループを作り、
送迎場所を１カ所決める
❸ 右の表にある自分の地区から受診日・検診センターを選ぶ
❹ １人が代表して検診センターへ電話申込み
 （希望日、
送迎場所、
グループ全員の氏名・電話番号）
❺ 予約後、
センターから1人ずつに、
詳細の電話確認を行います

電話番号

大分西部 ②県地域保健支援センター

場 所
大南市民センター2階

場 所
月 日
場 所
稙 田 市 民 行 政
鶴 崎 市 民 行 政
Ⓐ 8/20㈮
Ⓑ 8/25㈬
セ ン タ ー 2 階
セ ン タ ー 3 階
Ⓒ 8/31㈫ 保 健 所 3 階

随時予約可能

県地域成人病検診センター

“ 無料送迎付き”日帰り検診バスツアー（10月分）

シング指導
問 電話で、
帳 ■申込み・▪
7月15日㈭から中央保健センター☎
536-2517へ（予約制）。

月

大分東部 ①大分労働衛生管理センター （高城南町）☎552-7788

7月1日㈭から電話予約受付を開始

☎569-2211

■内容：歯科検診、
相談、ブラッ

■持参品：自宅で使用している歯ブラシ、
健康手

離乳食講習会

●市が実施する子宮頸がん検診は、産婦人科などの指定医療機関でも受診
できます。
（健康手帳の発行はできません。）
●特定健診は、医療機関等でも受診できます。
（詳しくは、加入保険者へお問い合わせください。）

★の会場では胃がん検診（エックス線）を実施しません。
●今年度は地区公民館等を中心に実施します（一部を除き、校区公民館等では実施しません）。
●当日の受付時間（午前中）は予約時に指定されます。

A の予約先

場 所
時 間
稙田市民行政センター2階 午前9時30分～11時30分

■対象：満40歳～満74歳の人

月 日
8/12㈭
8/16㈪
8/20㈮
8/17㈫
8/18㈬

市が実施する各種健（検）診
の対象者ではありません。

いいえ

● 健康保険証 ● 健康手帳（当日受け取り可） ● マスク
● 特定健診の受診券（該当者のみ）

受診当日に
持参するもの

受診したい項目は？

歯の健康教室

無料

すくすく赤ちゃんルーム（育児教室） 無 料

（国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者はこちらへ）

はい

月 日
8/23㈪

上限
人数
30人
10人
10人
30人
10人
10人
10人
30人
10人
10人
10人
10人
30人

※Ⓑは男女混合グループでの申込みはできません。
独自サービス（当日）
当日中に結果提供（午後）、昼食の無料サービス、当日の項目変更可能
追加オプション検査の割引（有料）
血管年齢測定が無料（希望者）、健康手帳に貼付可能な特定健診結果表の送付、塩分測定が無料
（希望者 ※みそ汁持参）

栄養成分表示、ヘルシーメニューの提供、健康
情報の発信を実施している市内の飲食店を「から
だが喜ぶ食育応援店」として登録し、皆さんの健
康づくりを応援しています。登録店は随時募集中
問 保健所健康課☎536-2517
です。 ▪

不妊・不育相談窓口のお知らせ

無料
ちょっと聞いてみたい事から医療相談までさまざまな相談
に面接、電話、メールで対応。相談は不妊カウンセラーや生殖
医療専門医等が応じます。 ■日時：火～土曜日 正午～午後
問 おおいた不妊・不育相談セン
8時（土曜日は午後6時まで） ▪
ター hopeful（ホープフル）
〈大分大学医学部附属病院内〉 ☎
586-6368／080-1542-3268
hopeful@oita-u.ac.jp

おおいた妊娠ヘルプセンター

無料
おおいた妊娠ヘルプセンターでは、思いがけない妊娠、出産
や育児の悩みに、専任の助産師が電話やメール、面接の相談を
受け付けています。ご本人だけでなく、パートナーやご家族か
らの相談も受け付けます。
■ 日時：水～日曜日
午前11時30分～午後7時 ■ 場所：県助
産師会（子育て・女性健康支援センター内） ■面接相談：産婦
問  おおいた妊娠ヘ
人科医師（予約制）
、専門助産師（随時） ▪
ルプセンター☎フリーダイヤル0120-241-783／529-7874
ninsin-783@sage.ocn.ne.jp

無料
①はじめての歯みがき教室（1歳歯科）
※2年5月～10月生まれの乳幼児対象
月 日
8/4㈬
8/19㈭
8/24㈫

場 所
時 間
鶴崎市民行政センター3階
稙田市民行政センター2階 午前9時30分～11時30分
保
健
所
3
階

②よい歯を育てる教室（2歳歯科）
※平成30年9月～令和元年12月生まれの幼児対象
月 日
8/11㈬
8/17㈫

場 所
時 間
保
健
所
3
階
午前9時30分～11時30分
稙田市民行政センター2階

■内容：歯科診察、
ブラッシング指導、フッ化物塗布（希望者は
400円必要）など ■持参品：自宅で使用している歯ブラシ、母
問 電話で、
子健康手帳、タオル ■申込み・▪
7月15日㈭から中
央保健センター☎536-2517へ（予約制）。

歯の健康診査（歯科診察、相談、ブラッシング指導） 無 料
月 日
8/5㈭
8/10㈫
8/31㈫

場 所
保
健
所
3
階
鶴崎市民行政センター3階
稙田市民行政センター2階

■対象：乳幼児から成人

■時間：午
前9時30分～11時30分 ■持参品：
自宅で使用している歯ブラシ、健康
手帳
（成人）
、母子健康手帳
（妊婦・乳
幼児）
、タオル ■その他：フッ化物
塗布（希望者〈未就学児のみ〉は400
問 電話で、
円必要） ■申込み・▪
7月15日㈭から中央保健センタ
ー☎536-2517へ
（予約制）
。

後期高齢者医療広域連合の歯科口腔健診
■期間：7月1日～12月28日

無料

■実施機関：県後期高齢者医療広

域連合と契約する歯科医療機関（要予約） ■対象：県後期高
齢者医療の被保険者で今年度76歳または81歳の誕生日を迎
える人 ■内容：歯やかみ合わせ、歯周組織などの検査 ■持
問 県後期高
参品：被保険者証、歯科口腔健診受診券、問診票 ▪
齢者医療広域連合☎534-1773

休日や夜間に体調が悪くなった場合は…
まず、かかりつけ医に相談してください。かかりつけ医が
ない場合や連絡がとれない場合は、休日・夜間当番医、救急
病院に電話で体調を説明し相談の上、受診してください。
※休 日・夜間当番医はテレホンサービスや市ホームページ
でお知らせしています。
※子 どもが病気やケガで心配なときや、病院に行くべき
か判断に迷ったときは、県こども救急電話相談（☎5038822または♯8000）
をご利用ください。
■テレホンサービス
（24時間対応）

○休日・夜間当番医案内 ☎534-4488
休日当番医 診療時間…午前8時30分～午後5時
夜間当番医 診療時間…午後5時～10時
（大分市小児夜間急患センターは午後8時～10時）
▼▼

0 円”検診キャンペーン

休日当番医の
情報はこちら

■大分市小児夜間急患センター
（大字宮崎1415〈県地域成人

病検診センター内〉）
567-5250
☎574-7876
診療時間…午後8時～10時
※電話でお問い合わせの上、受診してください。
▼

限 定

施設健
（検）
診の
詳細はこちら

▲

1日まるごと“

3年度

●乳幼児健診（保健所健康課☎536-2516）
●休日夜間当番医テレホンサービス☎534-4488
●医療機関案内テレホンサービス☎534-4489

▲

健診・教室への参加の際は検温し、発熱や感染症の症状がある場合は、
参加をお控えください。

問 保健所保健総務課（☎536-2222）
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▪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お問い合わせください。

「愛の血液助け合い運動月間」です

献血は、移動採血車のほか、献血ルームわったん（トキハわさだタウン3街区
2階☎574-6822）
で受け付けています。

火 tue.

29

水 wed.

30

木 thu.

金 fri.

7/1

星 あおぞら散歩
●

（～31日）
午前10時～午後4時
30分

7/1

Ｓ 大分 B- リングス
●
対香川オリーブ
ガイナーズ

土 sat.

2

星 見つけて！さそ
●
りたちあがる！

3

午前10時～午後3時
ライフ 

（～4日）
午後7時30分～10時

☎090-7459-0915

Ｓ バサジィ大分対
●
バルドラール浦安

正午～ コダマア

星 七夕・伝統的七夕
●
講座

臼杵球場

無 第1月曜日は美
●
術館で楽しも
う！エコバッグ
作り

6

7

午後2時～3時

8

9

10

11

Ｓ 大分 B- リングス ●
Ｓ 大分 B- リングス
●
対福岡ソフトバ
対福岡ソフトバ
ンクホークス3軍 ンクホークス3軍

午後1時～ 佐伯スタ

午後1時～

Ｓ 大分トリニータ
●
対浦和レッズ

午前10時～正午、午
後1時～3時 市美術 
☎554-5800

■企画・発行 大分市企画部広聴広報課
〒870-8504 荷揚町２番31号
代表☎534 -6111 夜間・休日☎534 -6119

12

4

無 おもちゃ病院
●

午後6時～

5

日 sun.

午後7時～ 昭和電ド

©OITAF.C.

13

14

15

16

Ｓ 大分 B- リングス ●
星 月のクレーター
10 アート・ワンダー ●
●
ランド2021
「こ
対愛媛マンダリ
をみよう
（～18日）
れってアート!?」 ンパイレーツ

（～9月20日）

午後6時～

佐伯スタ

午後7時30分～10時

臼杵球場

17

無 切り絵教室
●

午後1時～3時 ライフ 
☎573-3770

10 歴史資料館テー
●
マ展示Ⅱ「むかし
なつかし大分の
鉄道」

18

Ｓ 大分 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

（～10月17日）

19

20

21

22

海の日

10 北村直登展
●

（～9月20日）

7月12日㈪～21日㈬は
「おおいた夏の事故ゼロ運動」です

「おこさず あわず 事故ゼロ」をスローガンに
交通ルールを守りましょう。

26

10 どこでもコン
●
サート in 大分西
部公民館

27

28

23

スポーツの日

星 月を見ながら土
●
星を待とう

午後7時30分～10時

24

星 満月と土星を待
●
とう

午後7時30分～10時

25

星 夏の大三角をさが
●
そう

午後7時30分～10時

《23662 キリン族かわいい》
2021年

29

30

Ｓ 大分 B- リングス ●
Ｓ 大分 B- リングス ●
星 天の川を探そう
●
（～31日）
対火の国サラマ
対火の国サラマ
午後7時30分～10時
ンダーズ
ンダーズ

午後6時～ 別大スタ

31

8/1

午後6時～ 別大スタ

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
（火曜日が祝日の場合は、
翌平日が休館）

「社会を明るくする運動月間」です
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない明るい
社会を築きましょう。

場所
臼杵球場 臼杵市民球場
ライフ ライフパル

コダマア

サイクルショップコダマ大洲アリーナ

市美術 市美術館

佐伯スタ 佐伯中央病院スタジアム
昭和電ド 昭和電工ドーム大分
別大スタ 別大興産スタジアム

無 無料イベント
●
Ｓ スポーツイベント
●
●今号掲載ページ

今月の
納税

納期限

固定資産税第2期
国民健康保険税第2期

8

2㈪

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

問 国保年金課 ☎537-5616

「市報おおいた」
15日号の臨時休刊について
「市報おおいた」は、毎月２回（１日と15日）発行していましたが、市報配布時の新型コロナウイルス感染症の感染
リスクの低減などを鑑み、３年７月から４年９月までの間、試行的に15日号を休刊し、発行回数を毎月１回とする
ことといたします。
３年７月15日号から休刊いたしますので、
ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。


問広聴広報課 ☎537-5713

