
無料人権
なんでも相談所
▪日時：1月23日㈭　午前10時～午後
3時
▪場所：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〉
▪相談員：人権擁護委員、法務局職員
▪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
問　大分地方法務局（☎532-3161）

県立盲学校高等部
入学者募集
▪対象：視覚に障がいを有する中卒者
（普通科）・高卒者（専攻科…あんま鍼
灸）
▪出願期間：2月17日㈪～21日㈮
　※願書は県立盲学校（金池町三丁目）
で配布中
▪試験日：3月3日㈫・10日㈫
問　県立盲学校（☎532-2638）

点訳・音訳奉仕員
養成講習会受講者
募集
▪受講期間：4月～令和3年3月
▪日時：①点訳講習会…毎週金曜日
　午前10時～正午　②音訳講習会…
毎週火曜日　午前10時～正午
▪対象：講座終了後に、ボランティアと
して点訳・音訳作業ができる人
▪定員：①15人　②20人（いずれも多
数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名、年齢、電話番号、講習会名を
記入し、2月28日㈮〈必着〉までに県
点字図書館（〒870-0043　中島東
一丁目2-28　☎538-0399）へ。

「大分いのちの電話」
ボランティア電話相談員
養成講座（前期）および
カウンセリング公開講座の
受講生募集
▪期間・時間：5月12日～9月1日（火曜
日）　午後6時30分～8時30分
▪場所：コンパルホール
▪対象：20歳以上
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問　電話で、4月30日㈭まで
に（福）大分いのちの電話事務局（☎
537-2488）へ。

無料

女性のための
創業セミナー
▪日時：2月8日・15日・22日（土曜日・
全3回）　午前10時～午後3時
▪場所：大分商工会議所5階（長浜町三
丁目）
▪定員：25人（先着順・女性限定）
▪申込み・問　大分商工会議所に備え
付けの申込書に記入し、1月29日㈬
午後5時までに同会議所（☎536-
3208）へ。

大分トリニータ試合運営
ボランティア募集
▪活動日：大分トリニータホームゲー
ム当日など
▪活動場所：主に昭和電工ドーム大分
▪活動内容：チケットもぎり、観客誘
導、会場設営作業・美化活動など
▪対象：高校生以上で、年間5試合以上
活動できる人（高校生は保護者の同
意が必要）
▪説明会：◦日時…2月9日㈰　午後1
時～　◦場所…昭和電工ドーム大分
▪申込み・問　はがきまたは電話、ファ
クス、Eメールで、住所、氏名、年齢、
電話番号、メールアドレスを、大分�
トリニータボランティア事務局�
（〒870 -0126　大字横尾1629　�
☎554-2250　 554-2280　
volunteer@oita-trinita.co.jp）へ。

県立農業大学校
就農準備研修生募集
▪コース：野菜長期、畜産
▪対象：県内の農業法人などでの就農
希望者、県内での新規就農希望者
▪申込み・問　2月14日㈮までに県中
部振興局農山漁村振興部（☎506-
5795）へ。

陶芸教室受講者募集
▪期間：4月～令和3年3月（金曜日・月2
回）　午前10時～午後2時
▪対象：60歳以上の人
▪定員：14人（多数時は抽選）
▪受講料：月2,000円（教材費は別途負
担）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
を記入し、3月6日㈮〈必着〉までに楽
陶会 原野（〒870-0048　碩田町三
丁目5-11　☎090-7249-2180）へ。

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�地球大好き！さくらグループ
▪�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
▪�地球大好き！さくらグループ

香典返し寄付
▪�大分地区　河津和子(高城台)/竹内秀樹
(椎迫)/日野好美(芦崎)/小柳勝也(明野

東)/坂口幸保(錦町)/辰本ヤスコ(金池町)/

佐藤邦彦(明野西)

▪�鶴崎地区　生駒恵美子(宮河内ハイラン
ド)/後藤住子(三佐)/林昂一(小池原)/田

近みどり(小池原)/三浦明(家島)/佐藤弘

和(森町)

▪�坂ノ市地区　安達勝行(丹川)/太田昭(東
上野)/上野和徳(坂ノ市南)

▪ 稙田地区　末松文博(光吉)/宮本学(寒田
南町)

▪�野津原地区　後藤閲子(荷尾杵)/佐藤長秋
(野津原)

▪ 市外　平山輝美(宇都宮市)/神志名武義(佐
伯市)

� 以上12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）

おおいた花育2020
夢一輪運動
▪日時：2月8日㈯　午前9時30分～午
後3時30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
大会議室
▪内容：押し花教室（予約受付は1月16
日㈭～31日㈮で先着順）など
問　県花き産業振興協議会（☎544-
0392）

オストメイト
医療相談会
▪日時：2月8日㈯　午後1時～3時30分
▪場所：大分大学医学部附属病院救命
救急棟4階　大会議室（由布市）
▪内容：ストーマ装具の特徴と選択に
ついての講演など
問　日本オストミー協会大分県支部　
　迫野（☎0978-42-5621）

無料

無料
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サイエンス＆ネイチャーランド
inのつはる
～科学遊びと自然体験を楽しもう～
▪日時：3月7日
㈯午前10時
30分～8日㈰
午後1時30分
(1泊2日)
▪場所：のつは
る少年自然の
家（大字荷尾
杵）
▪内容：草すべり体験、ペットボトルロ
ケット製作と飛行実験、星空観察など
▪対象：市内または豊後大野市大野町
に居住の小・中学生を含む家族
▪定員：40人(多数時は抽選)
▪参加料：一人当たり2,430円(食事代
〈4食〉など)別途、工作費1,300円（ペ
ットボトルロケットキット）
▪申込み・問　電話で、1月15日㈬～2
月18日㈫正午にのつはる少年自然
の家(☎589-2212)へ。

ふれあい歴史体験講座
「折り紙雛

ひな

作り」
▪日時：2月1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）
▪持参品：はさみ、洗濯ばさみ2個、液
体のり、持ち帰り用の箱
▪申込み・場所・問　電話で、1月17日
㈮から歴史資料館（大字国分　☎
549-0880）へ。

保育のしごとセミナー
▪日時：2月6日㈭　午後3時～5時30分
▪場所：旧荷揚町小学校体育館　※駐
車場は旧荷揚町小学校跡地（無料）へ。
▪対象：県内指定保育士養成施設の学
生（1年生）、保育士資格を持ち保育
施設に就労を希望する人
▪その他：事前申込不要、入退場自由、
子どもを預けられるキッズコーナー
あり。
問　子ども企画課（☎585-6016）

イベント

講座＆教室

無料

公証人による無料相談会
　遺言や任意後見など、さまざまな法
的問題に関する公正証書の作成を中心
とした無料相談会を各地区公民館で開
催しています。参加には事前申込みが
必要です。詳しくは、大分公証人合同役
場（☎535-0888）へ。

出張労働相談
▪日時：1月22日㈬　午後1時～4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
　201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〈☎532-
3040〉）へ。

悩まず どんとこい労働相談
▪期間：2月1日㈯～7日㈮
▪時間：〈平日〉午前9時～午後8時（来
所受付は午後6時30分まで）��〈土・日
曜日〉午前9時～午後5時（来所受付
は午後4時まで）
▪相談内容：解雇・賃金未払いなどの労
使間トラブル
▪場所・問　県労働委員会事務局（県庁
舎本館3階）〈専用ダイヤル（☎536-
3650）〉

大分体操教室
▪期間：4月～令和3年3月（全24回）　
土・日曜日、祝日の午前中
▪場所：コンパルホール5階体育室ま
たは南大分体育館　※場所は各回で
異なる
▪対象：満4歳～新小学6年生
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪参加料：入会金2,000円（傷害保険料
など）、年会費1万5,000円
▪申込み・問　往復はがきに、住所、参
加者の氏名・性別・生年月日・新学年
（年中～小学6年生）、電話番号、保護
者名を記入し、2月14日㈮〈必着〉ま
でに大分体操教室　田島（〒870-
0860　明磧町二丁目5-7　☎090-
7151-0340）へ。

街の ホ
ッ
ト情報

無料

無料

アートプラザワークショップ
「大切なあの人に贈ろう！
チョコレートブーケ」
▪日時：2月1日㈯　
午後2時～4時
▪対象：小学生以
上（小学3年生
以下は保護者
同伴）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、1月24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
「円滑な事業承継のための
中小企業支援講座2020」
▪日時：2月12日・19日・26日（水曜日・
全3回）　午後6時30分～8時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　
セミナールーム
▪講師：山中�俊弘氏（県事業引継ぎ支
援センター�統括責任者）ほか
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：500円（資料代）　※交流会
参加者は別途各100円
▪申込み・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、1月15
日㈬～2月7日㈮に同プラザ（☎576-
8879）へ。

キャッシュレス使い方講座
▪日時：2月13日㈭　午後3時～4時
▪場所：アートプラザ2階　研修室
▪対象：市内居住の人
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問　電話で、1月15日㈬～31日
㈮に商工労政課（☎537-5959）へ。

屋外広告物講習会
▪日時：2月19日㈬　午前10時～午後
5時
▪場所：コンパルホール3階�300会議室
▪内容：屋外広告物に関する法令の解
説など
▪受講料：2,000円（テキスト代など）
▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁舎
7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、1月15日㈬～31日㈮に同課（☎
537-5968）へ。

無料
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暮らしの情報 ▲


