
敬老の日無料イベント
「InBody無料測定」
▪日時：9月20日㈪　午前9時～午後

10時
▪対象：65歳以上
▪場所・問　J:COM ホルトホール大分　

1階 トレーニングルーム（☎576-
8883）

親子ふれあい動物フェスタ
▪日時：9月20日㈪　午前10時～午後

4時
▪場所：おおいた動物愛護センター（大

字廻栖野〈みどりマザーランド内〉）
▪実施内容：愛犬・愛猫との写真コンテ

スト表彰と作品の展示、ペット無料
健康相談など
問　 市 動 物 愛 護 セ ン タ ー（☎ 588-

2200）

日本全国能楽キャラバン！
おおいた能楽勧奨祭 さざんかの会
▪日時：10月3日㈰　午後1時～4時30分
▪料金：S 席6,000円、A 席5,000円、B

席4,000円　※全席指定・未就学児
は入場不可
▪その他・場所・問　前売券は、平和市

民公園能楽堂、トキハプレイガイド、
ローソンなどで販売中。詳しくは、平
和市民公園能楽堂（☎551-5511）へ。

子育て支援・児童虐待防止
啓発講演会
▪日時：11月11日㈭　午後2時～4時
（午後1時受付開始）
▪場所：コンパルホール1階　文化ホー

ル
▪講師：島田 妙子氏（児童虐待防止機

構オレンジCAPO理事長）
▪対象：市要保護児童対策地域協議会

の構成機関の職員および希望する市
民
▪定員：200人（先着順）
▪申込み・問　電話またはファクスで、

東部子ども家庭支援センター（☎
527-2140　 523-1320）へ。

市美術館特別展
「THIS IS JAPAN 東京富士美術館

所蔵　永遠の日本美術」
　東京富士美術館のコレクションの中
から、江戸時代を中心に、教科書で目に
するような日本美術の名宝、逸品約60
点を一挙公開します。
▪日時：10月8日㈮～11月14日㈰　午

前10時～午後6時（入館は午後5時
30分まで）
▪観覧料：一般…1,200円、高校・大学生

…900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

◎関連イベント
①講演会
▪日時：10月9日㈯　午前11時～午後

0時30分
▪講師：五木田 聡氏（東京富士美術館

館長）
② Japan Artプリントワークショップ
▪日時：10月17日㈰　午後2時～3時
▪対象：小学生以上（小学生は保護者同

伴）
▪参加料：300円（材料費）
▪定員：①50人　②20人（いずれも多

数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1枚

につき1イベント）に、イベント名、
参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢

（学年）、代表者の住所・電話番号、②
は必要な材料数を記入し、9月15日
㈬〈消 印 有 効〉ま で に 市 美 術 館

（〒870-0835　大字上野865　☎
554-5800）へ。

平和市民公園能楽堂「和
わ か な

奏の音
ね

」
▪日時：11月7日㈰　午後1時30分～3

時30分
▪料金：1,000円
▪その他・場所・問　前売券は、9月7日

㈫から、平和市民公園能楽堂、トキハ
プレイガイドなどで販売。詳しくは、
平和市民公園能楽堂（☎551-5511）
へ。

無料

葛飾北斎《冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏》

就労ピアサポートサロン
おおいた参加者募集
▪日時：◦9月の第3日曜日　午前10時

～正午　◦10月～4年3月の毎月第
3日曜日　午後1時～3時
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

障がい者交流室
▪内容：同じ障がいを持つ人同士の交

流と就労に関する相談・交流・情報交
換など　※事前申込みは不要です。
問　障害福祉課（☎537-5658）

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集
▪再生品：家具と自転車
▪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：大分エコライフプラザ事

務局にて抽選し、当選者には電話で
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　9月25日㈯～10月3日

㈰正午まで〈9月27日㈪は休館〉に、
直接、大分エコライフプラザ（大字福
宗　☎588-1410）へ。電話申込みは
できません。

ヘルスアップ教室inのつはる
～爽秋登山と青空ヨガで
心身リフレッシュ！～
▪日時：10月16日㈯午前10時30分～

17日㈰午後1時30分
▪内容：登山、野鳥ビンゴ、ニュースポー

ツ、ヨガ、星空観察など
▪対象：市内または豊後大野市大野町

居住の人ならどなたでも（家族・グ
ループも可）
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：1人2,680円（食事代など）
▪申込み・場所・問　電話で、10月1日

㈮正午までに、のつはる少年自然の
家（大字荷尾杵　☎589-2212）へ。

無料

無料

イベント04

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。（Oita City provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to Oita City homepage for further details.） 問　国際課（☎537-5719）
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DV（配偶者などからの暴力）
電話相談を
ご利用ください
　配偶者や恋人からの暴力や暴言に一
人で悩んでいませんか。そんなときは
まずお電話を。個人情報は保護されま
すので、安心してご相談ください。

〈相談窓口・受付時間〉
◦中央子ども家庭支援センター（☎

537-5666）：平日…午前8時30分～
午後6時
◦県婦人相談所（☎544-3900）：平日

…午前9時～午後9時　土・日曜日、
祝日…午後1時～5時、午後6時～9時
◦アイネス（☎534-8874）：平日…午

前9時～午後4時30分

8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。
　なお、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る
人で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：本人名義の預金

通帳、身体障害者手帳または療育手
帳、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）

彫刻清掃
ボランティア募集
　市では、「彫刻を活かしたまちづくり
事業」の一環として、彫刻作品のメンテ
ナンス作業を行っています。ボランティ
アに参加し、まちなかにある美術作品
を身近に感じてみませんか。参加には、
事前登録が必要です。
▪申込み・問　直接または電話で、公園

緑地課（本庁舎7階　☎537-5975）へ。

お知らせ01

無料

送付と振込02

募　集03

３年度コンパルホール
教室・講座（後期）
受講生追加募集
　定員に達していない講座の受講生を
9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、同館（☎538-
3700）へ。

開校！
戸次本町こどもアート学校
ワークショップ参加者募集
▪日時：10月9日㈯　午後1時30分～4時
▪場所：帆足本家酒造蔵（大字中戸次）
▪内容：戸次本町の歴史を学ぶガイド

ツアーを開催後、美術家の kanaさん
と「よいやかがり火」に展示する灯籠
を制作
▪対象：小学生（保護者同伴）
▪定員：15人程度（多数時は抽選）
▪申込期限：9月21日㈫〈必着〉
▪その他・問　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。

「地域デザインの学校 
in 坂ノ市・佐賀関」
参加者募集
　さまざまな年代の人に、まちづくり
や地域活動の手法を学んでいただく連
続講座です。
▪日時：①10月23日㈯　②10月30日

㈯　③11月6日㈯　④11月14日㈰　
⑤11月27日㈯　午前11時～午後4
時30分（④⑤は午後1時～）
▪場所：坂ノ市公民館
▪対象：坂ノ市・佐賀関地域またはその

周辺に居住・通勤・通学している人
▪定員：25人（多数時は抽選）
▪申込期限：10月13日㈬
▪その他・問　講座内容や申込方法な

ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、市民協働推進課（☎537-
7251）へ。

無料

無料

公の施設の指定管理者募集
▪募集施設：①コンパルホール　②宇

曽山荘　③市営陸上競技場および津
留運動公園　④市営住宅等
▪指定管理期間：4年4月1日～9年3月

31日
▪申請期間：①②③10月1日㈮～8日㈮　

④10月1日㈮～12日㈫
▪応募資格：法人、その他の団体（個人

での応募はできません）
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー

ジまたは①②は文化振興課（本庁舎
5階　☎585-6008）、③はスポーツ
振興課（本庁舎5階　☎537-5650）
④ は 住 宅 課（本 庁 舎 6 階 　 ☎ 537-
5634）で配布する「指定管理者募集
要項」をご確認ください。

※募集要項は、①②③は9月1日㈬～17
日㈮まで、④は9月16日㈭～10月12
日㈫まで配布しています（午前8時
30分～午後5時15分）。

「豊後FUNAIミュージカル」
体験・説明会の参加者募集　
▪日時：10月2日㈯・3日㈰　午前10時

～午後0時30分（午前9時受付開始）
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

小ホール
▪対象：小学2年生以上
▪募集期限：9月26日㈰
▪その他・問　本事業は、（一財）地域創

造から助成を受けて行っている事業
です。詳しくは、J:COM ホルトホー
ル大分（☎576-8877）へ。

「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：10月12日～11月16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、9月14日

㈫から①は9月28日㈫、②は10月5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。　※9月27日㈪を除く。

無料

無料

14市報おおいた  R３.９.１


