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。
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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）
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