
今日から実践！
使いきりクッキング
▪日時：11月10日㈰　午後2時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

キッチンスタジオ
▪講師：三浦 崇志氏（三浦青果店）、木

村 真琴氏（フードアナリスト）
▪定員：36人（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、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を、10月31日㈭〈必
着〉までにごみ減量推進課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5687　

534-6252　 gomigen2@city.
oita.oita.jp）へ。

生ごみ処理容器
普及講習会
▪日時：11月23日㈯　午後1時～5時
▪集合場所：稙田市民行政センター玄

関前
▪定員：20人程度（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、10月31日㈭まで
に同課（☎537-5687）へ。

国民年金保険料の半年前納は
10月31日㈭までに

　国民年金保険料（10月～令和2年3月
分）を一括前納すると、97,660円（800
円の割引）となります。なお、納付書を
持っていない人は請求してください。
問　大分年金事務所（☎552-1211　

自動音声案内②→②）

人権・行政困りごと相談所
▪日時：10月24日㈭　午前10時～午

後3時（行政相談は正午まで）
▪場所：佐賀関公民館
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、

いじめ・体罰などの人権問題、行政の
手続き・サービスについて困ってい
ること
問　大分地方法務局（☎532-3161）、

大分行政評価事務所（☎0570-090-
110）

無料

無料

街のホット情報

無料

勾玉作り教室
▪日時：11月2日㈯　午前9時～11時、

午後1時～3時
▪参加料：250円（材料費）
▪持参品：ビニール袋（3枚）、雑巾、マ

スク
▪その他：事前申込不要
問　歴史資料館（☎549-0880）

版画で年賀状をつくろう！
▪日時：1 1 月2 日 ㈯　 午 前1 0 時 ～ 正

午、午後2時～4時
▪対象：小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：800円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、10月25日

㈮午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

産業活性化プラザセミナー
「実践ビジネスプラン〈秋季〉
講座」
▪日時：11月21日・28日（木曜日・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円必要
▪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、
10月15日㈫～11月15日㈮に同プラ
ザ（J:COM ホルトホール大分2階　
☎576-8879）へ。

第1回消費生活セミナー
「お墓の問題、これで解決！」
▪日時：11月23日㈯　午前10時～正午
▪場所：明治明野公民館（明野北四丁

目）
▪講師：阿部 秀幸氏（NPO法人市民後

見ささえあい 理事）
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問　電話で、10月16日㈬か

らライフパル（府内町三丁目　☎
573-3770）へ。

無料

河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス
11月～令和2年2月」
▪日時：11月10日～令和2年2月9日
（日曜日・全10回）　午後1時～4時
▪対象：陶芸未経験者・初心者
▪定員：16人（多数時は抽選）
▪受講料：4,190円　
▪申込み・問　はがき（1人1枚）に、住

所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
陶芸歴を記入し、10月30日㈬〈必着〉
までに社会教育課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎537-5649）へ。

　※市ホームページで電子申請も可。

地球温暖化対策講座
▪日時：11月15日㈮　午後2時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階　

408会議室
▪内容：講義とエコグッズ製作
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪申込み・問　電話またはファクス、Ｅ

メールで、参加者全員の氏名、代表者
の住所・電話番号、講座名を、11月1
日㈮〈必着〉までに環境対策課（☎
5 3 7 -5 7 5 8　 5 3 8 -3 3 0 2　
kankyotai5@city.oita.oita.jp）へ。

文化・芸術講座 フェルトアート
「ねこのカード立て」
▪日時：12月7日㈯　午後1時30分～3

時30分
▪講師：h

ハ ス ナ ゴ

as75.氏（フェルトアート作
家）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住

所、参加者全員（1枚につき2人まで）
の氏名（ふりがな）、電話番号、講座名
を記入し、10月31日㈭〈消印有効〉ま
でに市美術館（〒870-0835　大字
上野865　☎554-5800）へ。

講座＆教室

無料
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暮らしの情報 ▲

佐賀関ふるさとまつり
▪日時：10月27日㈰　午前9時～午後

4時
▪場所：佐賀関市民センター　ふれあ

い広場
▪内容：農水産物の展示即売や芸能発

表会など
問　NPO法人さがのせきまちづくり

協議会（☎575-2000）

家事家計講習会
▪日時：①11月9日㈯　②11月12日㈫　

午前10時～正午
▪場所：①大分友の家（明磧2組）
　②ライフパル（府内町三丁目）
▪受講料：各350円（資料代）
▪その他：託児あり（要予約）
▪申込み・問　火・木曜日に電話で、大

分友の会（☎545-5441）へ。

陶芸作品のチャリティバザー展
▪日時：11月9日㈯　午前9時30分～

午後2時
▪場所：市教育センター4階（碩田町）
問　楽陶会 原野（☎090-7249-2180）

「アルコール関連問題と
自殺予防」講演会
▪日時：11月24日㈰　午後1時～4時

30分
▪場所：ソレイユ7階　カトレア(中央

町四丁目)
▪定員：200人(先着順)
▪講師：小野 隆司氏(杵築市立山香病

院 院長)
▪内容：基調講演「酒は百薬の長　され

ど万病の元～私からの断酒のススメ
～」ほか体験発表など
▪申込み・問　電話で、11月23日㈯ま

でに(一社)県断酒連合会(☎0977-
67-3145)へ。

令和2年度版県民手帳を
販売しています
▪定価：600円（税込）
▪販売場所：市役所本庁舎3階総務課、

市役所地下1階コンビニエンススト
ア、各支所、自治労会館1階生協売
店、県統計協会（県統計調査課内）な
ど
▪販売期間：市総務課、各支所は令和2

年1月下旬まで
問　県統計協会（☎506-2462）

無料

第69回菊花展
▪期間：11月1日㈮～12日㈫
▪時間：午前9時～午後4時
▪場所：県護国神社（大字牧）
▪内容：菊の展示・品評会
問　市花き園芸大会実行委員会 後藤
（☎090-5021-0772）

第10回日本ジオパーク全国大会
おおいた大会（大分会場）
▪日時：11月2日㈯　午前10時～午後

5時
▪場所：i

イ イ チ コ

ichiko総合文化センター
▪内容：基調講演、パネルディスカッシ

ョン、ジオパーク体験ブースなど
▪その他：事前申込み不要。詳しくは、

大会ホームページをご覧になるか、
実行委員会事務局（☎506-3025）へ。

のつはるななせの里まつり
▪日時：11月3日㈰　午前9時～午後4時
▪場所：みどりの王国（みどりマザーラ

ンド）　※駐車場無料
▪内容：神楽、神

み こ し

輿と囃
は や し

子の共演、苗木
無料配布（午前9時～、先着300人）、
野菜販売（午前9時～）、自然薯おとし
汁販売（1杯100円、午前11時～、先着
1,000人）、大分川ダム見学ツアー

（参加無料、1時間程度〈3回実施〉、定
員各50人〈当日先着順〉）など
問　ななせの里まつり実行委員会事務

局（☎588-0101）

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て教室」
▪日時：11月16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、10月16日㈬か

ら県助産師会（☎534-0753）へ。

甲種防火管理新規講習
▪月日：11月20日㈬・21日㈭〈全2回〉
▪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、10月21日㈪
～25日㈮に同協会（☎537-3125）
へ。

無料

無料

無料

第12回新都心わさだの祭り
▪日時：10月19日㈯・20日㈰　午前10

時～
▪場所：トキハわさだタウン　フェス

タ広場(大字玉沢)
▪内容：キッズダンス、ストリートダン

ス、ベリーダンス、神楽ほか
問　実行委員会(☎541-0001)

シルバーふれ愛フェスタ
▪日時：10月27日㈰　午前9時～午後

2時
▪内容：会員手作りの作品展示即売会、

バザー、野菜販売、大抽選会ほか
▪場所・問　（公社）市シルバー人材セ

ンター（金池町三丁目　☎538-5575）

市民後見人養成講座
▪月日・場所：11月16日㈯・17日㈰　ア

ートプラザ（荷揚町）、11月30日㈯、
12月1日㈰　県総合社会福祉会館

（大津町）〈全4回〉
▪時間：午前10時～午後4時30分
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：1,000円（テキスト代含む）
▪申込み・問　電話またはファクスで、

NPO法人市民後見ささえあい（☎・
543-5300）へ。

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�旭化成メディカル株式会社
社会福祉協議会へ　
香典返し寄付
▪�大分地区　佐々木義郎(中央町)/三ヶ㞍美

代子(太平町)/野々下由紀子(東大道)/木
本静代(豊饒)/河野定夫(花津留)/丸尾祥
子(御幸町)/利光容子(花津留)/草地哲雄 
(金池南)/秦豊年(畑中)
▪�鶴崎地区　佐藤晴美(小中島)/市原典厚 

(横尾)/木水俊明(南鶴崎)
▪�大在地区　佐藤保生(汐見)/幸知博(大在

北)/玉井ひとみ(政所)/北村みづえ(曙台)/
五十嵐孝(曙台)
▪�坂ノ市地区　荻本智昭(坂ノ市中央)/小野

和男(細)
▪�大南地区　油布和久(杉原)
▪�稙田地区　栁井憲一(口戸)/松本忠(寒田

北町)/日野千昌 (木上)/後藤和義(敷戸北
町)
▪�野津原地区　佐藤福生(野津原)
 以上9月1日受付分まで

善意の泉 敬称略

大分市テレビ広報番組
毎週日曜日　午前11時45分～11時50分　TOSテレビ大分
（市内のケーブルテレビ局でも放送中）
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