
癒しのフラワーアレンジ教室
▪月日：7月20日㈯・21日㈰
▪時間：午前10時30分～11時20分、午
後1時～1時50分
▪場所：iichiko総合文化センター1階　
　アトリウムプラザ
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：500円
▪申込み・問　電話で、7月1日㈪～18
日㈭〈土・日曜日、祝日を除く〉に県園
芸活性化協議会（☎544-0392）へ。

第25回市陸上競技
選手権大会
▪日時：7月21日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（西浜）
▪対象：大分陸上競技協会登録者　
▪参加料：600円～1,200円（種目によ
り異なる）
▪申込期限：7月9日㈫〈必着〉
▪その他：種目、申込方法など詳しく
は、市陸上競技協会のホームページ
（http：//www.oita-city-riku.net）
をご覧になるか、同協会（☎558-
0613）へ。

第114回市民水泳競技大会
▪日時：7月21日㈰　午前10時～
▪場所：市営温水プール（西浜）
▪対象：市内居住の小学生以上
▪参加料（1種目）：大学生、一般…
1,000円　小・中学生、高校生…500
円
▪その他：競技種目や申込方法など詳
しくは、市営温水プールに備え付け
の大会要領をご覧ください。
▪申込期間：6月16日㈰～23日㈰
問　市水泳協会事務局 木本（☎090-
1167-2604）

きこえとことばの
教育相談
▪日時：7月26日㈮　午前9時30分～
午後3時30分
▪内容：きこえやことばが気になる子
どもの教育に関する相談など
▪対象：きこえやことばが気になる18
歳以下の子どもおよび保護者または
関係者
▪申込み・場所・問　電話またはファク
スで、7月12日㈮までに県立聾学校
(東大道二丁目　☎543-2047　
546-2111)へ。

無料

無料労働相談
▪日時：6月27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：労働問題全般
▪その他・問　電話による相談は県労
政・相談情報センター(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。

保育のおしごと
就職相談フェア
▪日時：7月6日㈯　午前11時～午後4
時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分3階　
大会議室
▪対象：保育資格所有者（見込み含む）
または保育施設に就職を希望する人
▪その他：事前申込不要
問　市保育協会（☎529-7676）

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：7月12日・26日、8月23日、9月
13日・27日（金曜日）　午前10時～
正午、午後1時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：各5人（先着順）
▪受講料：400円（材料費）
▪申込み・問　電話で、6月15日㈯から
裂き織りの会 小野（☎090-9582-
2838）へ。

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て応援教室」
▪日時：7月13日㈯　午後1時～4時
▪場所：稙田市民行政センター
▪内容：昔と今の子育て、遊びとおもち
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、6月17日㈪から
県助産師会（☎534-0753）へ。

成人発達障がい者家族教室
▪日時：7月24日㈬、8月7日㈬〈全2回〉　
午後1時30分～4時
▪対象：発達障がい者の家族
▪内容：「働く」をテーマにした講義
▪申込み・場所・問　電話で、7月5日㈮
までに県こころとからだの相談支援
センター（大字玉沢　☎541-6290）
へ。

無料

無料

無料

赤十字救急法等講習会
コース 日　時

①	赤十字救急法
　基礎講習会

9月12日㈭
午前9時～午後3時

②		赤十字救急法
　救急員養成講習会

⃝7月11日㈭・12日㈮
⃝9月13日㈮・14日㈯
午前9時～午後4時30分

③乳幼児の応急・
　救命手当講習会

9月11日㈬
午前10時～正午

④	高齢者の健康・安全
サポート講習会

9月30日㈪・10月1日㈫
午前9時30分～午後5時

※③は託児あり（保険料100円）
▪対象：15歳以上（②は基礎講習修了
者）
▪定員：①・②…各30人　③・④…各20
人
▪受講料：①1,500円　②1,700円
　③無料　④900円
▪その他・場所・問　応募方法など詳し
くは、日赤大分県支部（千代町二丁目　
☎534-2237）へ。

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. 
97日

Fri.

（６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　井上光子(高城西町)/林智子
(明野高尾)/岡本國男(畑中)/上田精司(上
春日町)/菅宏之(米良)/是松彰(羽田)/後
藤清子(羽田)
▪�鶴崎地区　津々見美保子(小池原)/渡辺大
貴(森)/後藤山三郎(皆春)/村上潔(広内)
▪�大在地区　大嶋孝(曙台)/水田信義(政所)
▪�坂ノ市地区　足立健一(坂ノ市南)
▪�大南地区　古野礼子(上判田)
▪�稙田地区　葛城重二(宮苑)/安部晴子(ふ
じが丘)
▪�佐賀関地区　向川香代子(佐賀関)/古野
智子(佐賀関)/藤澤繁美(一尺屋)
▪�市外　松田正 (佐伯市)
	 以上4月25日受付分まで

善意の泉 敬称略

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）
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「放送大学」10月入学生募集
▪出願期間：6月15日㈯～9月20日㈮
〈必着〉
▪申込み・問　放送大学大分学習セン
ター（☎0977-67-1191）へ。

災害ボランティア養成講座
▪日時：7月11日㈭　午前10時～正午
▪場所：J:COM	ホルトホール大分3階
▪定員：300人（当日先着順）
問　市ボランティアセンター（☎547-
7419）

はり灸マッサージ
ふれあいフェスタ
▪日時：7月14日㈰　午後1時～3時30
分
▪場所：コンパルホール3階
▪内容：⃝演題「あなたのための免疫ツ
ボ療法」			⃝あんま・はり体験コーナー
▪定員：60人(先着順)
▪参加料：500円(資料代)
▪申込み・問　電話で、市鍼灸マッサー
ジ師会 麻生(☎567-3951)へ。

消防設備士試験準備講習
▪日時：7月28日㈰　午前9時30分～
午後5時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
▪内容：1類、4類、6類（各甲・乙種）
▪申込期間：6月17日㈪～7月5日㈮　
▪その他・問　受講料や申込方法など
詳しくは、（一財）県消防設備安全協
会（☎537-3125）へ。

消防設備士試験
▪日時：8月25日㈰　午前10時～
▪場所：大分大学(大字旦野原)
▪申込み・問　（一財）消防試験研究セ
ンター県支部（長浜町）、県下各消防
本部（局）、県消防保安室に備え付け
の願書に記入し、7月1日㈪～11日㈭
に同センター（☎537-0427）へ。

市民後見人養成講座
▪日時：9月～令和2年2月（土曜日・全8
回）　午前9時～午後4時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分3階
▪対象：25～70歳の市民
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪申込期間：6月17日㈪～7月19日㈮
▪申込み・問　申込方法など詳しくは、
市成年後見センター（☎547-7774）へ。

無料

無料

第30回豊の国ねんりんピック
市予選会出場者・チーム募集
◎シルバー囲碁大会　
▪日時：6月23日㈰　午前10時～（午
前9時30分受付開始）
▪場所：コンパルホール3階
▪対象：市内居住のアマチュアで、昭和
35年4月1日以前に生まれた男性お
よび昭和45年4月1日以前に生まれ
た女性
▪参加料：2,000円
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名、電
話番号、段級位、生年月日を記入し、
6月21日㈮までに日本棋院大分支部　
木藤一弘（〒870-0926　加納24組　
☎090-2512-3737）へ。
◎剣道交流大会
▪日時：7月19日㈮　午後7時～
▪場所：県立総合体育館　剣道場
▪対象：市内居住で、昭和35年4月1日
以前に生まれた人
▪申込み・問　電話で、6月28日㈮まで
に市剣道連盟事務局 佐藤（☎070-
2338-0207）へ。

令和元年度県調理師試験
準備講習会
▪日時：⃝7月3日㈬・4日㈭　⃝7月29
日㈪・30日㈫　午前10時30分～午
後3時30分〈全2回〉
▪場所：県教育会館　201研修室（大字
下郡）　
▪受講料：10,000円（テキスト代を含む）
▪その他：事前申込は不要。会場での受
け付け時に受講料を徴収します。
問　（一社）県食品衛生協会（☎532-
0081）

独身障がい者「希望のつどい」
ふれあい交流会
▪日時：9月8日㈰　午前9時～
▪集合場所：大分駅上野の森口広場
▪内容：新鮮な魚介と城下町臼杵市を
満喫するバスツアー
▪対象：独身障がい者・介助者・開催趣
旨に賛同できる人
▪定員：70人（先着順）
▪参加料：3,000円（バス料金、昼食代、
保険料含む）
▪申込み・問　電話またはファクスで、
6月15日㈯～7月31日㈬に（一社）県
身体障害者福祉協会（☎・ 551-
9775）へ。

無料

海部古墳資料館
「勾

まが

玉
たま

作りに挑戦」
▪日時：7月21日㈰　午前10時～正午
▪対象：小学3年生以上（保護者同伴
可）
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：270円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、6月15日
㈯～7月20日㈯に海部古墳資料館
（大字里　☎524-2300)へ。

生ごみ堆肥で
野菜作り勉強会
▪日時：8月18日㈰　午後2時～4時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪内容：生ごみ処理容器の使い方や、生
ごみ堆肥の利用方法等を学ぶ
▪定員：40人（多数時は抽選）　
▪申込み・問　ごみ減量推進課（本庁舎
4階）または各支所に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、7月31日㈬までに
同課（☎537-5687）へ。

保護者向け
合同企業説明会
▪日時：6月16日㈰　午後1時～6時
▪場所：トキハ会館5階　ローズの間
※申込方法など詳しくは、県雇用労働
政策課（☎506-3340）へ。

大分赤十字病院健康講座
▪日時：6月24日㈪　午後2時～3時30
分
▪演題：大腸がんについて
▪講師：廣重	彰二氏(第一外科部長)
▪その他：申込不要
▪場所・問　大分赤十字病院5階 大会
議室（☎532-6181)

講座＆教室

無料

街のホット情報

無料

無料
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暮らしの情報 ▲


