
米粉料理インストラクター
派遣希望団体募集
▪対象：おおむね15人以上が参加す

る、営利を目的としない料理講習会
などを6月～8月に市内で開催する
団体（申請者が市民であること）
▪内容：講師3～5人の派遣、米粉または

米粉パンミックス粉(4㎏以内)の支給
▪申込期間：4月2日㈪～20日㈮
▪その他：多数時は抽選。詳しくは、4

月2日㈪から農政課(本庁舎8階)、各
支所、各地区公民館に備え付けの募
集要項(市ホームページでダウンロ
ードも可)をご覧ください。
問　農政課(☎537-7025)

「いかした大人たちのバンドフェス
2018～いかした若者たちも
登場！～」出演者募集
▪日時：5月27日㈰　正午～
▪場所：パークプレイス大分1階
　センターステージ
▪対象：市内を拠点にグループ・個人で活

動しているアマチュアミュージシャン
　①大人の部…平均年齢40歳以上
　②若者の部…平均年齢15歳～22歳
▪定員：①5組程度　②3組程度　(選

考で決定)
▪申込期間：4月2日㈪～5月7日㈪
▪その他：詳しくは、4月2日㈪から文

化国際課(本庁舎5階)、各支所、各地
区公民館に備え付けの募集案内(市
ホームページでダウンロードも可)
をご覧ください。
問　文化国際課(☎537-5663)

「きれいにしようえ
おおいた推進事業」活動団体募集
　ボランティアで公共の場所の清掃活
動、不法投棄・ポイ捨て等のパトロール
活動を実施する団体に対し、ごみ袋の支
給や清掃用具の貸出などを行います。
▪対象：2人以上で構成し、年6回以上

活動する団体　※パトロール活動は
月1回以上
▪その他・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。

「就労ピアサポートサロン
おおいた」参加者募集
▪日時：4月～31年3月の毎月第3日曜日　

午前10時～正午　※当日受付
▪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就

労に関する相談・交流・情報交換など
問　障害福祉課（☎537-5658）

フリーマーケット出店者募集
▪日時：5月6日㈰　午前10時～午後1

時（雨天中止）
▪対象：市内・由布市居住の個人または

グループ（販売業者、専門業者、高校
生以下のみの参加は不可）
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、

スポーツ用品などで、使用可能なもの
（食品、動・植物、危険物などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時

は抽選）、3ｍ×3ｍ程度
▪申込み・場所・問　往復はがきに、代

表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、4月20日㈮〈必着〉までに
大分エコライフプラザ（〒870-1205　
大字福宗618　☎588-1410）へ。

高崎山セラピーロード山開き
参加者募集
　新緑の高崎山で山開きを開催しま
す。山頂で安全祈願祭や記念品の配布
を行います。
▪日時：5月13日㈰　集合…午前8時30分、

解散…午後1時40分（予定）
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
※登山口周辺に駐車場がないため、無

料送迎バスを運行します。
▪定員：250人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホームペ

ージの専用フォームに、参加者全員の
氏名・年齢・性別、代表者の住所・電話番
号、イベント名を記入し、4月25日㈬〈必
着〉までに林業水産課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎585-6013）へ。

無料

無料

無料

アマチュアステージ補助事業
(前期)助成希望者募集
▪対象：市内を拠点に文化芸術活動を

行う営利を目的としない個人・団体
が、市内の公立文化施設において5
月～10月に開催する演劇・音楽・舞
台芸能などの公演で、入場者を限定
しないもの
▪助成内容：公演日当日の施設使用料、

付帯設備使用料(15万円が上限)
▪定員：4団体(個人)程度（多数時は抽選）
▪申込期間：4月2日㈪～16日㈪
▪その他：詳しくは、4月2日㈪から文

化国際課(本庁舎5階)に備え付けの
募集要項(市ホームページでダウン
ロードも可)をご覧ください。なお、
11月～31年3月開催分は9月に募集
予定です。
問　文化国際課(☎537-5663)

国際化・国際交流イベント
支援事業助成申請者募集
▪対象：市民または市内に事業所など

がある団体が、6月～31年3月に自主
企画で開催する国際化・国際交流イ
ベント
▪助成内容：広告料や使用料など対象

経費の2分の1以内（100万円が上限）
▪申込期間：4月2日㈪～5月1日㈫
▪その他：選考あり。詳しくは、4月2日

㈪から国際化推進室(本庁舎5階)に
備え付けの募集案内(市ホームペー
ジでダウンロードも可)をご覧くだ
さい。
問　国際化推進室（☎537-5719）

ＤＶ被害者のための
民間シェルター補助制度の
申請団体募集
　DV被害者のための民間シェルター

（民間団体の緊急一時保護施設）を運営
する団体に補助金を支給します。
▪対象：市内にDVシェルターおよび

主な事務所があり、被害者などへの
支援に十分な実績がある営利を目的
としない団体
▪申込期間：4月2日㈪～30日㈪
※補助要件など詳しくは、市ホームペ

ージをご覧になるか、中央子ども家
庭支援センター（☎537-5666）へ。

募 集

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。（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.） 問国際化推進室（☎537-5719）
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物忘れ定期相談会のご利用を
▪対象：ご自身や周囲の人の認知症（若

年性認知症含む）に関心のある市民
▪日時：4月～9月の毎月第2木曜日　午

後2時～4時
▪場所：本庁舎地下1階　B11会議室（7

月のみ本庁舎8階　801会議室）
▪相談員：認知症サポート医、認知症地

域支援推進員
▪その他：事前予約制。当日受付も可。
▪予約受付：城東地域包括支援センター
（☎558-6285）
問　長寿福祉課（☎537-5771）

市内全域で有害鳥獣の捕獲を行います
　市の有害鳥獣捕獲班により、主に被
害のある農地周辺や山間部で行いま
す。事故を防ぐため、山に入る際は目立
つ色の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。
▪期間：4月1日㈰～7月31日㈫〈予定〉
▪実施方法：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）

30年度版の「子育て応援ガイド」
ができました
　妊娠・出産時の手
続きや子育て支援
サービス、お出掛け
スポットなどを掲
載しています。
　30年度版は、4 月
2日㈪から子ども企
画課・子育て支援課(本庁舎1階)、各支所、
各こどもルーム、保健所健康課 (保健所1
階)などで配布します。なお、「子育て支援
サイトn

な あ な
aana」でダウンロードもできます。

問　子ども企画課(☎574-6516)

保健所・医療機関でＢ型・Ｃ型肝炎
無料検査を実施しています
　肝炎ウイルスは感染しても本人の自
覚症状がないことが多く、早期発見・早
期治療が重要です。
▪対象：原則、過去に肝炎ウイルスの検

査を受けたことがない人
▪検査方法：採血による血液検査
▪申込み・問　事前予約制です。電話で、

保健所保健予防課（☎536-2851）ま
たは検査可能な医療機関へ。

無料 市内の中小企業の設備投資を
補助します
　経営改善や競争力強化などのために
行う設備投資費用を一部補助します。
▪補助対象経費：自社所有または賃借し

ている工場における内部設備の購入
費用（中古品も可）
▪その他：申請の前に、中小企業診断士

による事前相談が必要です（要予約）。
　⃝�相 談 予 約 受 付 …4月2日 ㈪ ～5月

14日㈪
　⃝相談日…5月30日㈬・31日㈭
※補助要件や補助金額など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、商
工労政課（☎585-6011）へ。

4月1日㈰から明野地域包括支援
センターの場所が変わります
▪所在地・電話番号：明野東一丁目1-1
　あけのアクロスタウン一番街1階
（☎529-5705）
▪その他・問　受付時間など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、長
寿福祉課（☎537-5746）へ。

はり、きゅう、あんまなどの
助成制度が変わります
　市指定の鍼灸院で、はり、きゅう、あ
んま、マッサージ、指圧を受ける場合、
施設利用者証を提示すれば1回につき
1,100円の助成が受けられます。
▪対象：65歳以上
▪利用回数：年度内30回（1日1回限り）
▪申請に必要なもの：申請者本人の印

鑑、身分証明書（運転免許証など） 
▪申請窓口：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
問　長寿福祉課（☎537-5747）

森林の取得や伐採・開発には
届け出が必要です
◎森林の取得

売買や相続、贈与などにより地域
森林計画の対象森林を新たに取得した
ときは、森林の土地の所有者となった
日から 90 日以内に届け出が必要です。
◎森林の伐採・開発
　地域森林計画区域内の立木の伐採や
開発をしようとする人は、伐採および伐
採後の造林届出書（市ホームページで
ダウンロードも可）の提出が必要です。
問　林業水産課（☎537-5783）

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
▪内容：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
▪内容：段ボール(42×30×36㎝ )、土

壌改良材（ピートモス、もみ殻くん炭）
※１世帯4セットまで。希望者には防

虫布カバーと棒状温度計も支給。
③生ごみ処理機等の費用補助
◎生ごみ処理機
▪内容：購入費用の2分の1以内の額（電

動式は3万円、非電動式は1万5,000円
が上限）。購入後に申請してください。
◎ディスポーザ
▪内容：設置費用の額（3万円が上限）。

事前に問い合わせが必要です。
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。
▪その他：市内の世帯が対象で、年度中

に①～③のいずれか１つのみ利用可
能です。①③は、26年度以降に同制
度を利用した人は対象外になります

（ただし、コンポスト容器を26年度
以降に1個借りている場合は、1個追
加可能）。

※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。

30年度の軽自動車税納税通知書
を発送します
　5月10日㈭までに通知書を発送する
予定です。納期限は5月31日㈭です。納
期限内であればコンビニエンスストア
でも納付できます。期限内の納付をお
願いします。
問　税制課(☎537-7314)

交通遺児奨学手当を支給します
▪対象：交通事故により父母またはそ

のいずれかが亡くなられた小・中学
生の保護者で、市内に居住しその生
計を維持している人　※遺児が養子
になったとき、またはその父・母が再
婚した場合は支給できません。
▪支給額(年額)：小学生…1万9,200円、

中学生…3万円
▪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、生
活安全推進室(☎537-5997)へ。

お知らせ

暮らしの情報
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