
相続登記・成年後見無料相談会
▪日時：2月25日㈰　午前10時～午後2時
▪場所：J:COM ホルトホール大分　
　403・410会議室
▪内容：司法書士による相続登記・成年

後見に関する相談会
問　県司法書士会（☎532-7579）

耳の日市民公開講座
▪日時：3月4日㈰　午前9時30分～10

時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分
　201・202会議室
▪内容：めまい、難聴と補聴器について

の講演
問　日本耳鼻咽喉科学会大分県地方部

会（☎586-5913）

合同企業説明会inおおいた
▪日時：3月5日㈪・6日㈫　午前10時30

分～午後5時30分（受付は午前10時～）
▪場所：トキハ会館5階　ローズ・カト

レアの間（府内町）
▪対象：31年3月に大学などを卒業予定の人
▪その他・問　詳しくは（公財）県総合

雇用推進協会（☎532-8486）へ。

無料

無料

人権擁護委員制度をご存じですか
　市には法務大臣から委嘱された人権
擁護委員がいます。困り事、悩み事を気
軽にご相談ください。
●大分中央地区…石井久子、宮本哲宏、市
ヶ谷洋子、武宮陽子、近藤みや子、河野み
どり、幸順一、中山陽介、植木義章　●明
野地区…山香まさ子　●稙田地区…山岸
治男、佐藤豊、西本徹男、杉村幸三　●鶴
崎地区…阿部三四子、寳珠典隆、石橋紀
公子、太田博子　●大在地区…岡崎ケイ
子　●坂ノ市地区…巖水敏哉　●大南地
区…伊東祥子、廣瀬映子　●佐賀関地区
…上野和夫　●野津原地区…佐藤克治
▪その他：相談は無料で、秘密は厳守しま

す。連絡先などは、大分地方法務局（☎
532-3368）へお問い合わせください。

民事介入暴力集中相談所
　暴力団などが関係した被害や不当要
求などの困り事について、面接または
電話による相談を行います。
▪日時：2月22日㈭　午前10時～午後4時
▪場所：コンパルホール　309会議室
▪相談員：弁護士、暴力団担当警察官、

暴力追放相談委員
問　（公財）暴力追放大分県民会議（☎

538-4704）

無期転換実現！労働相談110番
▪日時：3月2日㈮　午前10時～午後7時
▪内容：労働相談員(県労連役員)が、電

話または面接で相談を受け付けます。
▪相談場所・電話番号：県労連事務所
　(大字下郡　☎0120-378-060)

点訳ボランティア養成講座
▪日時：4月12日～31年3月14日（木曜

日・全45回）　午後1時30分～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階　

ボランティアルーム
▪対象：講座終了後に、点訳ボランティ

アの活動ができる市民
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：無料（テキスト代1,000円程

度は自己負担）
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏

名（ふりがな）、年齢、電話番号、講座
名を記入し、3月8日㈭〈必着〉まで
に市ボランティアセンター（〒870-
0839　金池南一丁目5-1　 J:COM 
ホルトホール大分4階　市社会福祉
協議会内　☎547-7419）へ。

無料

無料

大分トリニータ試合運営
ボランティア募集
▪活動日：大分トリニータホームゲー

ム当日
▪活動場所：主に大分銀行ドーム
▪活動内容：チケットもぎり、観客誘

導、会場設営作業・美化活動など
▪対象：高校生以上で、年間5試合以上

活動できる人（高校生は保護者の同
意が必要）
▪説明会：●日時…2月25日㈰　午前10

時～　●場所…大分銀行ドーム　
▪申込み・問　はがきまたは電話、フ

ァクス、Eメールで、住所、氏名、年
齢、電話番号、メールアドレスを、大
分トリニータボランティア事務局

（〒870-0126　大字横尾1629　☎
554-2250　 554-2280　 vol@
oita-trinita.co.jp）へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：3月20日㈫　午前9時30分～午

後4時30分（受付は午前9時～）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者で、調

理師、栄養士などの資格を持たない人
▪定員：160人（先着順）
▪申込み・問　受講料8,000円（食品衛

生協会員は5,000円）を添えて、3月
1日㈭～7日㈬に直接、市食品衛生協
会（荷揚町6-1　保健所2階　☎532-
0010）へ。

手話講習会（入門）
課程 日　　時 場所

入門・
基礎

4/5～31年3/28
（毎週木曜日）
午後6時30分～8時30分

県総合社
会福祉会
館

（大津町）
4/7～31年3/30

（毎週土曜日）
午前10時～正午
4/6～31年3/29

（毎週金曜日）
午前10時～正午 県聴覚障

害者セン
ター

（大津町）

基礎
※入門課
程修了者
が対象

4/17～9/25
（毎週火曜日）
午前10時～正午

▪受講料：無料（テキスト代は自己負担）
▪申込み・問　往復はがきまたはファ

クス、Eメールで、住所、氏名、電話番
号、受講希望曜日を記入し、3月11
日㈰〈必着〉までに県聴覚障害者協
会（〒870-0907　大津町一丁目9-5　
☎551-2152　 556-0556　 info@
toyonokuni.jp）へ。

第17回ふれあい歴史体験講座
「織物作り」
▪日時：3月3日㈯
　午前9時30分～、
　午後2時～
▪定員：各50人（先

着順）
▪参加料：各200円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、2月17日

㈯から歴史資料館（☎549-0880）へ。

ボランティアグループなどの
登録を受け付けています
　ボランティア活動に取り組んでいる
グループや個人の登録を受け付け、活
動の支援をしています。
　なお、30年度のボランティア活動保
険等は3月1日㈭から受け付けます。
問　市ボランティアセンター（J:COM

ホルトホール大分4階　市社会福祉
協議会内　☎547-7419）

フェンシング体験教室
▪日時：3月3日㈯　午前10時～正午(午

前9時40分集合)　※事前申込不要
▪場所：県立総合体育館　フェンシン

グ場
▪内容：元オリンピック日本代表 千田 

健太氏、富田 智子氏による指導など
▪対象：小学生
▪持参品：上履き、運動着（長袖）、タオ

ル、飲み物など
問　県フェンシング協会　村上（別府

翔青高校　☎0977-22-3141）

点訳・音訳奉仕員
養成講習会受講者募集
▪受講期間：4月～31年3月
▪日時：①点訳講習会…毎週金曜日　午

前10時～正午　②音訳講習会…毎週
火曜日　午前10時～正午
▪対象：講座終了後に、点訳・音訳作業

ができる人
▪定員：①15人　②20人（①②とも多

数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住

所、氏名、年齢、電話番号、講習会名を
記入し、3月6日㈫〈必着〉までに県点
字図書館（〒870-0043　中島東一
丁目2-28　☎538-0399）へ。

街のホット情報

無料

無料

多文化共生講座
「おもてなしのヒント～外国人
は何を求めて日本を訪れている
のか～」
▪日時：3月6日㈫　午後6時30分～9時
　※午後8時からは交流会
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

201会議室
▪講師：稲積 京子氏（一般社団法人別

府インターナショナルプラザ代表理
事）
▪定員：120人（多数時は抽選）
▪申込み・問　国際化推進室に備え付

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、2月28日㈬

〈必着〉までに同室（本庁舎5階　☎
537-5719）へ。

春の陶芸体験講座
▪日時：3月14日㈬・17日㈯・18日㈰・21

日㈬・24日㈯・25日㈰・28日㈬　
　午前9時30分～11時30分
▪場所：河原内陶芸楽習館（大字河原内）
▪内容：皿や湯飲みなどの作陶体験
　※完成品は後日引き取りに来ていた

だきます。
▪定員：各15人（多数時は抽選）
▪参加料：各520円（材料費）
▪その他：受講は1人1回まで
▪申込み・問　はがきに、参加者全員の

氏名（ふりがな）・年齢、代表者の住
所・電話番号、受講希望日（第2希望
まで記入可）を記入し、2月15日㈭～
28日㈬〈必着〉に社会教育課（第2庁
舎　☎537-5649）へ。

　※市ホームページで電子申請も可。

アートプラザワークショップ
「温泉かぼすくんをつくろう！」
▪日時：3月17日㈯　

午 前10時 ～ 正
午
▪内容：粘土でで

きた「温泉かぼ
すくん」に色付
けする
▪対象：3歳以上（小学3年生以下は保護

者同伴）
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪料金：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、3月2日㈮

午後6時までにアートプラザ（☎53 
8-5000）へ。

無料

アライグマ防除講習会
▪日時：3月6日㈫　午前10時～11時30

分
▪場所：本庁舎地下1階　B15会議室
▪内容：アライグマの被害対策や防除

方法など
▪定員：45人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、

Eメールで、住所、氏名、電話番号、講
習会名を記入し、2月27日㈫〈消印有
効〉までに環境対策課（本庁舎　☎
537-5758　 538-3302　 kank
yotai5@city.oita.oita.jp）へ。

能楽堂お稽古サロン
「アベヒトミ　竹かご製作講座」
▪日時：3月10日㈯　午前9時30分～午

後0時30分
▪講師：安部 仁美氏(竹細工職人)
▪対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
▪定員：7人（多数時は抽選）
▪参加料：4,644円（材料費など）
▪申込み・場所・問　電話またはファク

ス、Eメールで、住所、氏名、電話番号、
講座名を、2月22日㈭午前10時～3月
1日㈭午後5時に平和市民公園能楽
堂（☎551-5511　 551-5512　
info@nogaku.jp）へ。

男女共生セミナー
「“いま”の暮らしを快適にする
モノと心の整理収納術」
▪日時：3月24日㈯　午前10時～11時

30分
▪講師：板井 善江氏（整理収納アドバ

イザー）
▪対象：市内または由布市に居住・通勤

している人
▪定員：30人（先着順）※生後6カ月～就

学前の無料託児あり（予約制・先着10人）
▪申込み・場所・問　電話で、2月20日

㈫～3月18日㈰に男女共同参画セン
ター（コンパルホール2階　☎574-
5577）へ。

講座・教室・講習会
無料

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪株式会社三愛
▪茶道裏千家さざんかの会
▪内藤勝浩（椎迫）
▪�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
▪�新川町内会/宮崎恵美子(寒田北町)/楽

陶会/宗教法人真如苑
香典返し寄付
▪�大分地区　宮﨑治和(三川下)/堤公男(米

良)/木津武(津守)/岡本惠美子(花津留)/
向井幸保(曲)/光耒出忠昭(府内町)/松下
岩子(金池南)/秋吉敍夫(今津留)/小野徳
代(明野西)
▪�鶴崎地区　丹生博文(迫)/山下敏則(毛

井)/𠮷良真輝(鶴崎) /安部政子(北鶴崎)/
伊東京子(北鶴崎)
▪�大在地区　首藤直樹(花江川)/佐藤文伸

(大在北) /溝邉英信(横田)
▪�大南地区　平林晴代(杉原)/高橋喜一

郎(上戸次)
▪�稙田地区　佐藤桂子(緑が丘)/吉田良

子(上宗方)/池辺由美子(木上)/二宮千
鶴子(萌葱台)
▪�佐賀関地区　大嶋文男(馬場)/山田勝

美(本神崎)/古山信介(佐賀関)
 以上1月3日受付分まで

善意の泉（敬称略）
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