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暮らしの情報

有害鳥獣捕獲活動
　市の有害鳥獣捕獲班が、主に被害の
ある農地周辺や山間部を中心に行いま
す。捕獲活動中の事故を防ぐため、山
に入る際は蛍光色などの目立つ服装で
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。
▪時3月16日㈭～10月31日㈫
▪内捕獲方法：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）

ごみ減量・リサイクル推進懇談会
　集会などに職員を派遣し、ごみの分
別方法や減量方法などを説明します。
▪申・▪問希望日のおおむね3週間前まで
にごみ減量推進課（☎537-5687）へ。

健康保険の「任意継続
被保険者制度」をご存じですか
　会社などの健康保険に継続して2カ
月（共済組合は1年）以上加入していた
人が退職した場合に、引き続き2年間
同じ健康保険の被保険者（任意継続被
保険者）になることができる制度です。
　手続きは、退職日の翌日から20日以
内に保険者（住所地の全国健康保険協
会または所属していた健康保険組合）
に申請してください。
　詳しくは、全国健康保険協会大分支
部（☎573-5630）または各種健康保険
組合へ。
▪問国保年金課（☎537-5736）

個人情報保護制度が変わります
　4月1日㈯から、個人情報開示請求に
おける請求の様式等が変更となります。
これは、個人情報保護法の改正により、
市を含むすべての地方公共団体に個人
情報保護法が直接適用され、大分市個
人情報保護条例が廃止されることによ
るものです。詳しくは、情報公開室（☎
537-5797）へ。

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）。　※購入前に必ずお問い合
わせください。申請額が予算額に達
した時点で受け付けを終了します。
▪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。

長寿応援バス乗車証の申請受付
　市が発行する「長寿応援バス乗車証」
を乗務員に提示することで、市内1乗
車150円（現金）で乗車できます。
▪対①69歳以上（昭和30年4月1日以前
生まれ）の人　※昭和30年4月2日以
降生まれの人は、70歳から対象
　②運転免許（原付免許を含む）を保有
していない65歳から68歳の人
▪他・▪問申請に必要なもの：身分証明書、
顔写真（縦3㎝×横2.5㎝）　※②の
対象者で「運転経歴証明書」または
「申請による運転免許の取消通知書」
をお持ちの人はご持参ください。
　申請場所：長寿福祉課（本庁舎1階）、
東部・西部保健福祉センター、各支
所、本神崎・一尺屋連絡所。申込方法
など詳しくは、長寿福祉課（☎537-
5747）へ。

残骨灰に含まれる有価物の
取り扱いが変わります
　残骨灰（火葬後、遺族が収骨した後に
残されたお骨等）には、貴金属などの有
価物が含まれている場合があります。
残骨灰を適切に分別し、4月1日㈯以降、
有価物については、適正に換金し、市の
財源として葬斎場の施設整備などに活
用します。なお、お骨については、従前
どおり供養地へ埋蔵し、丁重な取り扱
いをします。皆さんのご理解をお願い
します。
▪問市葬斎場（☎597-6671）

4月1日㈯から一部地域で
ごみの収集日が変わります
　これまでと収集品目の曜日が変わっ
ている場合があります。「5年度ごみ収
集カレンダー」をご確認の上、収集日の
午前8時30分までに出してください。
▪問清掃業務課（☎568-5763）

市民税・県民税の申告は
お済みですか
　5年度の市民税・県民税の申告は3月
15日㈬までにお願いします。申告をし
ていないと、適正な課税ができないば
かりでなく、国民健康保険税の算定や
所得・課税証明書の発行など各種手続
きに支障をきたします。
　申告書は、市民税課（第2庁舎3階）お
よび各支所等に用意しています。
▪他・▪問申告について詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、市民税課（☎
537-5730）へ。

4年12月までに
大分市経営安定化資金
緊急支援融資を
受けた事業者の皆さんへ
　4月1日以降は、利子補給に関する書
類受付ができません。当該融資の利子
補給をご希望の人は、お早めに書類提
出をお願いします。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（☎585-6029）へ。

早期発見が大切！緑内障の
定期検診を受けましょう
　3月12日㈰～18日㈯は「世界緑内障
週間」です。40歳以上の20人に1人が
緑内障だと言われています。また、週
間に合わせて、タワーや高層ビルなど
が緑色にライトアップされます。
▪問保健所健康課（☎547-8219）

外壁タイルや看板、
ブロック塀は安全ですか？
　3月1日㈬～7日㈫は「建築物防災週
間」です。耐震対策、外壁タイルなどの
落下防止対策は万全ですか。この機会
に、ご自分の建物を点検してみましょ
う。
▪問開発建築指導課（☎537-5635）

お知らせ

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）
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施設だより

河原内陶芸楽習館� 　☎596-1070

� 　☎588-1410

再生家具と再生自転車の抽選申込者募集

▪対市内または由布市に居住する18歳以上の人　
▪申電話での申込み不可。３月25日㈯から４月２日㈰正午までに、直
接、同プラザへ。
▪他事務局にて抽選。自転車は防犯登録料600円が必要。月曜日は休館。

粗大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。

大分エコライフプラザ
（大字福宗）

無  料

アートプラザ� 　☎538-5000

親子で楽しむ春のワークショップ

たてもの教室

と　き ４月15日㈯　午前10時～正午、午後２時～４時

と　き ４月16日、６月18日、８月20日（日曜日･全３回）
午前10時～正午

▪料500円

▪対小学生とその保護者（２人１組）　▪定各回10組（多数時は抽選）
▪申電話で、３月24日㈮午後６時までにお申込みください。

▪講伊藤 憲吾氏（伊藤憲吾建築設計事務所代表）　▪対小学５年生以上
▪定20人（多数時は抽選）　▪料一般 3,000円、高校生以下 1,500円
▪申電話で、３月31日㈮午後６時までにお申込みください。

定期講座の卒業作品展

家族、仕事、暮らしのことなど、気軽に
電話（☎574-5578）や面談で、ご相談く
ださい。

プロの建築士のアドバイスを受けながら、
自分の家を設計するワークショップです。

と　き ３月15日㈬～19日㈰　
午前10時～午後４時　
※19日㈰は午後１時まで

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

女性のためのなんでも相談 無  料

と　き 火・木曜日　午後１時～８時

月・金・土曜日　午前９時～午後４時

ライフパル� 　☎573-3770

と　き ３月29日㈬　
午前10時～、午前11時～、
午後１時～、午後２時～

（各回１時間程度）

笑顔ひろがる折り紙教室

▪定各回７人（先着順）　▪料500円
▪申電話で、３月１日㈬午前９時からお申込みください。

J:COM�ホルトホール大分� 　☎576-8877

▪他事前申込みが必要なイベントもあります。詳しくは、J:COM ホル
トホール大分のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

と　き ３月11日㈯･12日㈰　午前10時～

と　き ３月24日㈮～26日㈰　

ホルトホール大分まつり2023

第17回春季全国高等学校演劇研究大会

教室･講座（前期）の受講生募集

市民ミュージカルの上演、ワークショップなどの
イベントを行います。

全国各地のブロック大会で優秀賞の演劇部10校が集まり、
これまで取り組んだ演劇の集大成を発表します。

各種講座内容や申込方法など詳しくは、３月15日㈬から、J:COM ホ
ルトホール大分、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 ホルトホール大分ホームページをご覧になるか、お問
い合わせください。

無  料

コンパルホール� 　☎538-3700

教室･講座（前期）の受講生募集
各種講座内容や申込方法など詳しく
は、３月15日㈬から、コンパルホール、
各支所、各地区公民館などに備え付
けのチラシまたはコンパルホール
ホームページをご覧になるか、お問
い合わせください。

昔ながらの、薪を焚く「登り窯」で焼成した作品など、創作意
欲あふれる受講生たちの１年間の成果を、ぜひご覧ください。

②色紙でカラフルなランプシェードづくり

と　き ４月９日㈰　午前10時～10時50分、午前11時～11時50分
▪料1,000円

①つまみ細工で桜をつくろう

市美術館� 　☎554-5800

第57回大分市美術展

と　き ３月３日㈮～25日㈯
午前10時～午後６時（入館は午後５時30分まで）
※３月13日㈪・20日㈪は休館

▪他会期中はコレクション展も観覧無料です。

日本画、洋画･版画、彫刻、工芸、デザイン、書、写真の
７部門で公募した全作品を展示します。

無  料

無  料

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ
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