
ハッピーファミリー
応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪日時：4月27日㈯　午後1時～4時
▪場所：明治明野公民館
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
方、新生児の育児講座、妊婦体験、
沐
もくよく

浴実習、交流会など
▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：12組（先着順）
②親子スキンシップ教室
▪日時：4月27日㈯　午後1時30分～4
時
▪場所：明治明野公民館
▪内容：ベビーマッサージ、交流会など
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：17組（先着順）
③孫育て応援教室
▪日時：5月11日㈯　午後1時～4時
▪場所：いきいき健康館(大手町)
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐浴の
させ方、あそびとおもちゃ、子どもの
事故と対処法など
▪定員：25人（先着順）
▪申込み・問　電話で①②は4月16日
㈫から、③は4月22日㈪から県助産
師会（☎534-0753）へ。

第30回
豊の国ねんりんピック
◎美術展
▪期間：5月14日㈫～19日㈰　午前10
時～午後5時〈19日㈰は午後2時まで〉
▪場所：県立美術館1階　展示室A
▪内容：県在住の60歳以上の人が創作
した絵画、彫刻、工芸、書、写真の作品
および短歌、俳句、川柳の入賞作品を
展示
問　県社会福祉協議会（☎553-1150）
◎テニス交流大会出場者募集
▪日時：6月8日㈯　午前10時～
▪場所：豊後企画大分駄原テニスコー
ト
▪対象：⃝60歳以上男子・女子ダブル
ス…昭和35年4月1日以前に生まれ
た人　⃝65歳以上男子ダブルス…
昭和30年4月1日以前に生まれた人
▪参加料：1組3,000円
▪申込み：ファクスで、5月10日㈮まで
に市テニス連盟�中川（ 544-3303）
へ。
問　市テニス連盟�高瀬
　（☎090-2502-8033）

無料

無料

少数精鋭で学ぶ！
実践ビジネスプラン
〈春季〉講座2019
▪日時：5月23日㈭・
30日㈭（全2回）　
午後6時30分～
　8時30分
▪講師：岩﨑�美紀氏
（中小企業診断士）
▪定員：45人（先着
順）
▪受講料：200円（資料代）　※交流会
参加者は各回別途100円
▪内容：起業に興味がある人を対象に、
事業や資金計画の立て方を学ぶ講座
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
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、4
月15日㈪～5月17日㈮に同プラザ
（J:COM�ホルトホール大分2階　☎
576-8879）へ。

無料労働相談
▪日時：4月25日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分4階　
408会議室
▪相談員：弁護士、社会保険労務士など
▪相談内容：賃金、労働時間、労災、労働
保険など
▪その他・問　電話による相談は県労
政・相談情報センター（固定電話専用
フリーダイヤル〈☎0120-601-540〉
または携帯電話用ダイヤル〈☎097-
532-3040〉）へ。

春季市民テニス講習会
▪日時：5月8日から毎週水曜日(全8回)
　午前9時15分～10時45分
▪場所：豊後企画大分駄原テニスコー
ト
▪定員：30人(多数時は抽選)
▪受講料：5,000円(保険料含む)
▪申込み・問　往復はがきまたはメー
ルに、住所、氏名、電話番号、教室名を
記入し、4月25日㈭〈消印有効〉まで
に市テニス連盟�羽田尚史(〒870-
1 108　判田台東二丁目7-4　☎
597-7691　 info@cityoita-tenn�
is.com)へ。

街のホット情報

認知症の人を介護する
家族のつどい～茶話会～
▪日時：4月25日㈭　午後２時～4時
　（以降、毎月1回開催）
▪場所：県総合社会福祉会館3階　研
修室（大津町二丁目）
▪対象：認知症の人を介護している人
▪申込み・問　電話で、城東地域包括支
援センター（☎558-6285）へ。

甲種防火管理新規講習会
▪月日：6月5日㈬・6日㈭
▪場所：県教育会館(大字下郡)
▪定員：200人(先着順)
▪受講料：7,500円
▪申込み・問　(一財)県消防設備安全
協会、消防局予防課、各消防署に備え
付けの申込書に記入し、5月7日㈫～
13日㈪に同協会(長浜町二丁目　☎
537-3125)へ。

無料

大分市テレビ広報番組
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）

開幕まであと
2019.9.20
ラグビーワールドカップ 2019™

™© Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved. 
158日

Fri.

（4月15日現在）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�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　
香典返し寄付
▪�大分地区　生野ちよみ(東大道)/植木訓
子(芦崎)/片山清信(片島)/平田達朗(明野
高尾)/櫻井貢(田室町)/足立祐一(萩原)/
阿南ゆかり(明野西)/廣田直樹(古国府)/
川邉アキヨ(花津留)/今村彰(長谷町)/辛
島美代子(明野高尾)
▪�鶴崎地区　廣瀬敏彦(小池原)/白井敏哉�
(宮河内)/後藤章(猪野)/井上公肖(猪野)
▪�大在地区　井上啓次郎(政所)/萱島直広�
(横田)/水田明(横田)
▪�坂ノ市地区　幸和広(坂ノ市中央)/宮﨑
克己(久土)
▪�大南地区　賎川秀則(端登)/松本苗惠(判
田台北)
▪�稙田地区　井ノ口昌和(上宗方)
▪�佐賀関地区　伊藤ケサノ(志生木)
▪�野津原地区　小野善敎(辻原)
� 以上2月28日受付分まで

善意の泉 敬称略
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関崎海星館　
わくドキこども教室
　小学生から高校生を対象にした、楽
しい工作教室です。
①惑星モビールをつくろう
▪日時：5月4日㈯　午後2時～4時
▪参加料：500円（材料費）
②モデルロケット工作
▪日時：5月5日㈰　午後1時～3時
▪参加料：1,000円（材料費）
▪定員：①15人、②20人（いずれも多数
時は抽選）
▪申込み・問　往復はがき（1人1枚）
に、工作名、実施日・時間、住所、参加
者の氏名・年齢・学年を記入し、4月
20日㈯〈必着〉までに関崎海星館（〒
879-2201　佐賀関4057-419　☎
574-0100）へ。

障がい者の「着る」ことなんでも
相談＆ファッション講座
　衣服について、専門家によるアドバ
イスをもらえるほか、障がい者用衣服
の製作技術を学べます。
▪期間：6月8日～2020年3月末（土曜
日・全20回）　①午後2時～5時
　②午後6時～9時
▪場所：コンパルホール
▪定員：①・②各30人（多数時は抽選）
▪受講料：無料（材料費として年間
5,000円程度が必要）
▪申込み・問　障害福祉課（本庁舎1
階）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、
5月10日㈮までに同課（☎537-
5785）へ。

危険物取扱者試験準備講習会
月日 講習内容 場所

甲種 5月14日㈫ 物理化学

県教育会館
（大字下郡）乙種

5月12日㈰ 法令
5月18日㈯ 物理化学
5月19日㈰ 法令
5月25日㈯ 物理化学

※受講料・テキスト代が必要
▪時間：午前9時30分～午後4時30分
▪申込み・問　各講習日の前日までに
直接、消防局予防課（☎532-3199）へ。

第1回身近な自然観察会
▪日時：5月25日㈯　午前10時～正午
（小雨決行）
▪場所：護国神社（大字牧）
▪定員：60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、電話番号、参加者
全員の氏名・年齢を記入し、5月10日
㈮〈必着〉までに環境対策課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5758　
538-3302　 kankyotai5@city.
oita.oita.jp）へ。

ぶれない自分になる講座
▪日時：6月4日・18
日、7月2日・16日・
30日（火曜日・全
5回）　午後7時
～8時30分
▪定員：32人（多数
時は抽選）
▪対象：初めて参加の人優先、全ての講
座に参加できる人
▪講師：マックビーン�光子氏（心理カ
ウンセラー、県人権問題講師）
▪内容：自分や相手を大切にする自己
表現を身に付けるための講座です。
▪申込み・場所・問　電話または市ホー
ムページの申込専用フォームで、4
月15日㈪～5月9日㈭までに、男女共
同参画センター（コンパルホール2
階　☎574-5577）へ。

水中運動で気軽に
健康づくり！
アクアフィットネス講座
▪日時：6月6日・13日・20日・27日、7月
4日・11日（木曜日・全6回）　午後3
時～4時
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人　※高校生は不可
▪場所：南大分温水プール
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪申込み・問　南大分体育館に備え付
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、5月15日㈬
までに同体育館（☎546-7010）へ。　
※市ホームページで電子申請も可

講座＆教室
無料

無料

きゃんバスで行こう！
わくわく美術館めぐり
　市美術館と県立美術館の特別展・企
画展をめぐるアートツアーです。
▪月日：①5月19日㈰　②5月25日㈯
▪集合場所・時間：⃝上野の森口広場…
午後0時45分　⃝市美術館…午後1
時
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪参加料：各美術館の観覧料（団体料
金）、大分きゃんバスの1日乗車券料
が必要
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・問　電話またはEメールで、
希望日、集合場所、参加者全員の氏
名・年齢、代表者の当日連絡が取れる
連絡先を、各開催日の2日前までに、
市美術館（☎554-5800　 artsink�
ou@city.oita.oita.jp）へ。

5月5日㈰
コンパルホールのイベント
◎市民スポーツデー
▪時間：午前9時～午後10時
▪内容：体育室やトレーニング室など
を無料開放します。
◎コンパルこどもフェスタ2019
　ものづくりや障がい者スポーツなど
が体験できるイベントです。このほか、
事前予約制の催しがあります。
①Let’s	DIY「宝箱を作ってみよう！」
▪時間：午前10時30分～正午
▪対象：小学4年生～6年生
②初めてのフェンシング教室
▪時間：午後1時～3時
▪対象：4歳～小学6年生
▪定員：①12人、②30人(いずれも先着
順)
▪参加料：①2,000円、②無料
▪申込み：直接または電話で、4月15日
㈪午前9時からコンパルホール(☎
538-3700)へ。

イベント

初めてのフェンシング教室

惑星モビールをつくろう（イメージ）
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暮らしの情報 ▲


