
医薬品の登録販売者試験
▪日時：12月8日㈰　午前10時30分～
午後4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分ほか
▪申込期間：8月26日㈪～9月6日㈮
▪その他・問　受験手数料、必要書類な
ど詳しくは、保健所保健総務課（☎
536-2554）へ。

大分地方法務局からのお知らせ
（☎532-3368）
◎無料人権なんでも相談所
▪月日・場所：⃝8月21日㈬…人権啓発
センター（ヒューレおおいた）〈J:COM�
ホルトホール大分1階〉　⃝8月22日
㈭…野津原公民館
▪時間：午前10時～午後3時
▪相談員：人権擁護委員、法務局職員
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ
ラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀

き

損
そん

・その他の人権問題
◎全国一斉「子どもの人権110番」
　強化週間
▪期間：8月29日㈭～9月4日㈬　
▪時間：⃝平日…午前8時30分～午後7
時　⃝土・日曜日…午前10時～午後
5時
▪電話番号：0120-007-110
▪相談内容：学校でのいじめや体罰、児
童虐待など子どもの人権問題に関す
ること全般
▪相談員：人権擁護委員、法務局職員
◎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次の
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、市ヶ谷洋子、武宮陽
子、河野みどり、幸順一、中山陽介、植木
義章、和田京子、岡野忠雄　⃝明野地区
…溝口晴美　⃝稙田地区…佐藤豊、杉
村幸三、池永雅典　⃝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…藤本理恵　⃝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、秘密は厳守さ
れます。連絡先などは、大分地方法務
局へ。

街のホット情報

無料

第9回ふれあい歴史体験講座
「織物作り」
▪日時：9月7日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：200円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、8月17日
㈯から歴史資料館（大字国分　☎
549-0880）へ。

情報学習センターの各種教室
（☎545-8616）
◎ネットショッピング入門
▪日時：9月30日㈪、10月7日㈪　午後
2時～4時
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：600円
◎女性のためのはじめてのPowerPoint
▪日時：10月3日㈭　午前10時～正午
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
▪申込み・場所・問　直接または電話、
はがき、ファクス、Eメールで、住所、
氏名、電話番号、教室名、月日を各教
室の開講日の2週間前までに情報学
習センター（〒870-0851　大石町
一丁目3組　 5 4 5 -5 0 6 5　
omc@hyper.or.jp）へ。　※情報学習
センターホームページから申込みも
可。

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
▪日時：10月20日㈰��午前9時45分～
正午
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階��
大会議室
▪受験料：5,000円
▪申込み・問　上下水道局営業課（城崎
町一丁目）に備え付けの申込書に記
入し、8月26日㈪～9月6日㈮に同課
（☎537-5641）へ。

試　験

磯崎建築を学ぶ講座
▪日時：9月29日㈰　午後1時30分～3
時30分
▪場所：アートプラザ2階　研修室
▪講師：島岡�成治氏（日本文理大学教授）
▪対象：中学生以上
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪申込み・問　電話で、9月13日㈮午後
6時までにアートプラザ（荷揚町　
☎538-5000）へ。

女性の身体と心のお話と
身体を整えるピラティス
①産後の身体のこと
▪日時：10月9日㈬　午前10時30分～
正午
▪対象：生後6カ月～未就学の子を持
つ女性（託児無料・定員あり）
②これから更年期を迎えるために
▪日時：10月10日㈭　午後7時～8時
30分
▪対象：30歳～50歳代の女性
▪場所：コンパルホール4階　集会室
▪講師：川本�紘美氏（PHIピラティス
マスタートレーナー）
▪定員：各30人（多数時は抽選）
▪申込み・問　往復はがき（1人1枚）
に、参加希望番号（①・②のいずれ
か）、住所、氏名、電話番号、年齢（①で
託児を希望する場合は子の名前、生
年月日も）を記入し、9月15日㈰〈消印
有効〉までに男女共同参画センター
（〒870-0021　府内町一丁目5-38　
☎574-5577）へ。

ふるさとの歴史再発見講座
「民俗・文化史のコース」
▪日時：10月12日・26日、11月9日・23
日(土曜日・全4回)　午後2時～3時
30分　※11月9日㈯は午前9時30分
～正午で、近隣の史跡巡り
▪対象：高校生以上
▪定員：70人(多数時は抽選)
▪参加料：300円(資料代)
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名、電話番号、講座名を記入し、
9月15日㈰〈消印有効〉までに歴史資
料館(〒870-0864�大字国分960-1　
☎549-0880)へ。

講座＆教室
無料

無料
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暮らしの情報 ▲

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て応援教室」
▪日時：9月14日㈯　午後1時～4時
▪場所：鶴崎市民行政センター　会議
室1
▪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、8月19日㈪から
県助産師会（☎534-0753）へ。

消費税の軽減税率制度
説明会（事業者向け）
▪月日：8月29日㈭、9月17日㈫・18日
㈬
▪時間：午前10時～、午後2時～
　※「制度周知」と「区分経理、記帳な
ど」の説明会を行います。
▪場所：大分税務署2号館　第1会議室
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
大分税務署（☎532-4171）へ。

旧優生保護法の相談窓口を
設置しています
▪受付時間：午前8時30分～午後5時
15分（土・日曜日、祝日、年末年始を
除く）
▪相談内容：不妊手術に関する相談、不
妊手術を受けた人に対する一時金の
支給に関する相談　など
▪その他：来所相談は要電話予約
問　県旧優生保護法相談窓口（☎506-
2760　 506-1735　 sodan122�
10@pref.oita.jp）

鉄道近接工事を行う際の
お願い
　JR九州の線路沿線付近で行われる
工事で、近年、線路上への荷物落下など
の事故が報告されています。列車を安
全に運行するために、近接工事を行う
際は必ず事前に大分鉄道事業部(☎
513-5853)へ届け出を。

中高年から楽しむカヌー教室
▪日時：9月1日㈰　午前9時～11時
▪場所：ハウス大分川（舞鶴橋下流）
▪対象：40歳～70歳代の男女
▪定員：20人（先着順）
▪受講料：3,000円（保険料を含む）
▪申込み・問　電話で、8月15日㈭から
市カヌー協会��藤原（☎545-7662）
へ。

無料
無料労働相談
▪日時：8月22日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階
　202会議室
▪相談員：弁護士、社会保険労務士　
▪相談内容：労働問題全般に関するこ
と
▪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。

秋季市民テニス講習会
▪日時：9月4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：40人程度（多数時は抽選）
▪受講料：5,000円（保険代を含む）
▪申込み・問　往復はがきまたはEメ
ールで、住所、氏名、年齢、電話番号、
テニス経験年数、教室名を、8月28日
㈬〈消印有効〉までに市テニス連盟　
羽田�尚史（〒870-1108　判田台東
二丁目7-4　☎597-7691　 info@
cityoita-tennis.com）へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：9月24日㈫　午前9時30分～
午後4時30分（午前9時受付開始）
▪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、9月2
日㈪～6日㈮に直接、市食品衛生協
会（保健所2階　☎532-0010）へ。

「農業体験セミナー」を
開催します
　大分市・臼杵市・津久見市・由布市で
就農を検討している人を対象に、農作
業体験などができるセミナーの参加者
を募集します。
▪日時：9月8日㈰　午前8時～11時
▪内容：就農体験など
▪定員：10人（多数時は抽選）
※申込方法など詳しくは、県中部振興
局農村漁村振興部（☎506-5795）
へ。

無料

ほっとアロマ教室
▪日時：⃝9月～11月の第2水曜日（全
3回） ⃝9月～11月の第2土曜日（全
3回）　午前10時～正午
▪内容：アロマの基礎や介護での使い
方など
▪定員：各15人（多数時は抽選）
▪受講料：1回700円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、8月30日
㈮までに多世代交流プラザ（☎588-
1151）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. 

Fri.

（８月15日現在）

36日

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　
篤志寄付
▪�安藤俊次(由布市)
香典返し寄付
▪�大分地区　河野健二(田室町)/利根三喜生
(顕徳町)/木本フサ子(椎迫)/土田理(田中
町)/安藤隆弘(新川町)
▪�鶴崎地区　山村啓(葛木)/篠田勝弘(森)/
秦野邦博(森町)�/友田善行(徳島)/菊池京
子(乙津)/渕俊一(下徳丸)/藤本吉生(横
尾東町)
▪�坂ノ市地区　大寺道信(細)/高森才子(屋
山)/今村英司(久土)/嵯峨雄二(里)/安藤
由美子(王ノ瀬)
▪�大南地区　甲斐俊一(安藤)�/大神マツ子
(志津留)
▪�稙田地区　伊東正門(寒田北町)/倉堀吉男
(田尻南)/秦重子(上宗方)/利根豊喜(下宗
方)/光根孝明(椿が丘)/渕野俊明(賀来南)
▪�佐賀関地区　木田光惠(志生木)/渡辺明
憲(一尺屋)
▪�野津原地区　佐藤一郎(今市)/安東秀幸
(野津原)
▪�市外　久本照子(日出町)/佐藤哲哉(船橋
市)/髙橋敏春(別府市)

� 以上6月30日受付分まで

善意の泉 敬称略

おわびと訂正
市報8月1日号イベントカレンダーに掲載しました「超世代 仮面ライダープレミアムアート展」の 
市美術館の電話番号は「554-5800」の誤りでした。おわびして訂正します。
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