
ミツバチの飼育には毎年1月末
までに届け出が必要です
　養蜂業者や趣味でミツバチを飼育し
ている人は、飼育届の提出が必要です。
詳しくは、県中部振興局農山漁村振興
部（☎506-5732）へ。

「若年性認知症と向き合う
子ども世代の講演会＆
つどい」
▪日時：12月14日㈯　午後2時30分～
4時30分
▪場所：県庁舎新館14階　大会議室
▪対象：若年性認知症の親等の介護を
担う人
▪その他・問　県ホームページから事
前申込みが必要です。詳しくは、県高
齢者福祉課（☎506-2694）へ。

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
▪時間：午後1時～4時
▪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

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦とその夫
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
③孫育て応援教室
▪時間：午後1時～4時
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐浴の
させ方、子どもの事故と対処法など
▪月日・場所：①②12月14日㈯　稙田
市民行政センター　③令和2年1月
11日㈯　いきいき健康館（大手町）　
※①②は参加者の交流会もありま
す。
▪定員：①12組　②17組　③25人（い
ずれも先着順）
▪申込み・問　電話で、12月2日㈪か
ら、県助産師会（☎534-0753）へ。

OITAドローンフェスタ
2019
▪日時：12月20日㈮・21日㈯　午前10
時～午後5時
▪場所：県立美術館OPAM、iichiko総
合文化センター
問　OITAドローンフェスタ2019実
行委員会事務局（☎506-3272）

無料

無料

無料

無料人権なんでも相談所
▪日時：12月6日㈮　午前10時～午後
3時
▪場所：大南公民館
▪相談員：人権擁護委員
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ
ラ・パワハラ、その他の人権問題
問　大分地方法務局（☎532-3161）

ハラスメントなどの
集中労働相談
▪日時：12月8日㈰～10日㈫　午前8
時30分～午後8時　※8日は午前9
時～午後6時
▪場所：県雇用労働政策課（本館7階）
▪相談員：県労政・相談情報センター職員
▪相談内容：職場におけるハラスメン
トなど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（固定電話専用
フリーダイヤル〈☎0120-601-540〉
または携帯電話・公衆電話用ダイヤ
ル〈☎532-3040〉）へ。

（一財）県消防設備安全協会の
各種講習（☎537-3125）
①甲種防火管理新規講習
▪月日：令和2年1月15日㈬・16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
▪申込期間：12月9日㈪～13日㈮
②消防設備点検資格者講習
▪種別と期間：◦第1種…令和2年2月
19日㈬～21日㈮　◦第2種…令和2
年2月26日㈬～28日㈮
▪場所：J:COMホルトホール大分
▪受講料：各種別ごと3万2,300円（結
果通知郵送料別途84円）
▪申込期間：12月2日㈪～20日㈮
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
（一財）県消防設備安全協会へ。

公共職業訓練
2月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識
と技能を6カ月で習得
▪申込期間：12月2日㈪～27日㈮
▪その他：訓練コース説明会を12月17
日㈫に行います。詳しくは、大分職業
能力開発促進センター〈ポリテクセ
ンター大分〉（☎529-8615）へ。

男女共生セミナー
「女性のための1Day起業講座」
▪月日：令和2年1月24日㈮
▪時間：午前10時～午後3時45分（昼
食休憩1時間）
▪講師：古屋由美子氏〈㈲INRコンサ
ルティング代表取締役〉
▪対象：市内または由布市に居住・通
勤・通学している女性
▪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）
▪申込み・場所・問　電話または市ホー
ムページの申込み専用フォームで、
12月5日㈭～令和2年1月15日㈬に
男女共同参画センター（コンパルホ
ール2階　☎574-5577）へ。

生活支援サポーター
養成研修
▪日時：令和2年1月31日㈮、2月3日
㈪・4日㈫　午前10時～午後4時（全
3回）　※4日㈫は午前9時30分～午
後4時30分
▪場所：アートプラザ　研修室
▪内容：介護保険制度や高齢者の生活
援助、認知症などに関する講座
▪対象：高齢者の生活援助（掃除・調理
など）に興味や関心のある人
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・問　長寿福祉課（第2庁舎2
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、
令和2年1月24日㈮までに同課（☎
537-5746）へ。

「Let’sチャレンジ！」
正社員就職フェア
　県内企業の合同説明会です。
▪月日：12月24日㈫～26日㈭
▪時間：午前の部…午前9時～正午、午
後の部…午後1時30分～4時30分
▪場所：ハローワーク大分（都町四丁目）
▪対象：概ね40歳未満の人
問　（公財）県総合雇用推進協会（☎
532-8486）

講座＆教室
無料

無料

街のホット情報

無料
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暮らしの情報 ▲

市報クイズ
　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
大分市で東京2020オリンピック・
パラリンピックの事前キャンプを行う

「 ● ●● ● 共和国」

▪応募方法
　はがきに、答え、住所、氏名、年齢、電
話番号、市報の感想を記入し、12月15
日㈰〈消印有効〉までに広聴広報課（〒
870-8504　荷揚町2-31　☎537-
5713）へ。正解者の中から抽選で、市美
術館特別展「森のささやきが聞こえま
すか 倉本聰の仕事と点描画展」ペアチ
ケットを3組にプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。

11月1日号「市報クイズ」の答え
40年目の友好都市
「武○漢○ 」

第115回
市民水泳競技大会
▪日時：令和2年1月19日㈰　午前10
時30分～
▪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）：◦小・中学生、高校
生500円　◦一般1,000円
▪申込期間：12月7日㈯～15日㈰
▪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
の大会要項をご覧ください。
問　市水泳協会事務局木本（☎090-
1167-2604）

第14回
大分うみたまご
シーサイドたすきリレー
▪日時：令和2年3月1日㈰　午前8時
30分受付開始
▪場所：大分マリーンパレス水族館「う
みたまご」特設会場
▪定員：100チーム(先着順)　
▪申込期限：令和2年2月3日㈪
▪その他・問　チーム編成方法や種目、
申込方法など詳しくは、市陸上競技
協会ホームページまたは市営陸上競
技場(☎558-0613)の窓口に備え付
けの大会要項をご覧ください。

献血にご協力を
　県赤十字血液センターでは、12月～
令和2年2月に「冬季献血キャンペー
ン」を実施します。近年、献血者の減少
により、輸血用血液の確保が厳しくな
っています。一人でも多くの皆さんの
ご協力をお願いします。
問　県赤十字血液センター（☎547-
1154）

介護職員初任者研修講座
▪月日：令和2年1月11日㈯～3月22日
㈰の土・日曜日（全16回）
▪場所：市内公民館ほか
▪定員：10人（先着順）
▪受講料：5万8,000円（テキスト代を
含む）
▪申込み・問　1 2月2 0 日㈮までに
NPO法人SMIS（☎547-0152）へ。

「放送大学」令和2年度4月
入学生募集
　放送大学は、テレビなどの放送を利
用して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学など、幅広い分野を学べます。
▪出願期限：令和2年2月29日㈯
問　放送大学大分学習センター（☎
0977-67-1191）

新年祝賀互礼会
◎令和2年1月6日㈪

地区 時間 場所 会費 申込期限 申込み・問

大分 午前11時30分～ レンブラントホテル
大分２階二豊の間 800円 12月6日㈮ 市長室

（☎537-5600）

◎令和2年1月7日㈫

地区 時間 場所 会費 申込期限 申込み・問

佐賀関 午前9時30分～ 早吸日女神社
参集殿 1,500円 12月10日㈫ 大分商工会議所

佐賀関支所（☎575-1000）

明野 午前11時～ あけのアクロスタウン
アクロスホール 1,500円 12月6日㈮ 明野地区自治会連合会

（☎556-0099）

鶴崎 正午～ 鶴崎公民館 1,000円 12月6日㈮ 大分商工会議所
鶴崎支所（☎521-1131）

大在 午後1時～ 大在公民館 1,000円 12月6日㈮ 大在支所（☎592-0511）

坂ノ市 午後2時～ 坂ノ市公民館 1,000円 12月12日㈭ 坂ノ市支所（☎592-1700）

大南 午後3時～ 大南公民館 1,000円 12月6日㈮ 大南支所（☎597-1000）

野津原 午後4時～ 野津原公民館 500円 12月13日㈮ 野津原支所（☎588-1111）

稙田 午後5時～ 稙田公民館 1,000円 12月6日㈮ 稙田支所（☎541-1234）

▪�受付日時：月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分　※明野地区のみ、月・水・金曜日　午前
10時～午後5時

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ　
▪�廣瀬舜一
▪原優梨子
社会福祉協議会へ　
篤志寄付
▪�宮﨑惠美子(寒田北町)
香典返し寄付
▪�大分地区　村山亢治(浜町東)/佐藤浩
(牧)/森悦子(山津町)/安部誠(明野北)/
得丸浩一(豊町)/宮﨑照一(三川下)
▪�鶴崎地区　幸徹(関園)/姫野洋一(森町)
▪ 坂ノ市地区　内田淳一(木田)/丹生徹明
(坂ノ市南)/小野俊一(細)
▪�大南地区　阿南博文(下戸次)/廣瀬健治
(中戸次)/泥谷倖𠮷𠮷(下戸次)
▪ 稙田地区　漆間チズ子(木上)/阿座上範
子(宮崎台)
▪�野津原地区　宮成進(上詰)/田北忠則(福
宗)
▪�市外　鹿島久秋(竹田市)/宮成敏行(名古
屋市)/工藤美奈子(別府市)/實﨑敏雄(行
橋市)

 以上10月15日受付分まで

善意の泉 敬称略
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【10月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478,574人（+15）〈住民基本台帳人口〉

男 229,906人（－18） 女 248,668人（＋33） 世帯数 222,320世帯（+132）


