
　
税理士会による無料相談会
▪日時：2月22日㈯　午前10時～午後

4時
▪場所：コンパルホール3階　303会議

室、鶴崎市民行政センター、稙田市民
行政センター
問　南九州税理士会大分支部（☎532-

2974）

大分年金事務所からのお知らせ
（☎552-1211　自動音声案内2→2）
◎令和元年10月1日以降に国民年金保

険料を初めて納付された人へ
　日本年金機構から社会保険料控除証
明書が2月6日㈭に送付されます。証明
書が届かない人は、大分年金事務所へ
ご連絡ください。
◎国民年金保険料は前納制度を利用す

ると割引が適用されます
　前納制度は、口座振替、現金、クレジッ
トカード納付から選べ、2年間で1万
5,000円程度の割引になる2年前納の他
に、1年前納、6カ月前納もできます。口座
振替とクレジットカード納付の翌年度
分の申込期限は、2月28日㈮までです。

生活の不安や心配ごとを相談
してみませんか

　自立生活支援センター（J：COM ホル
トホール大分4階　市社会福祉協議会
内）では、市内居住の生活困窮者（生活
保護受給者は除く）を対象に、専門の支
援員が相談に応じます。一人で悩みを
抱え込まずに、まずはご相談ください。
問　自立生活支援センター（☎547-

8319）

自死遺族のつどい
▪日時：3月5日㈭　午後2時～4時
　（午後1時30分受付開始）
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問　電話で、2月27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。

日曜園芸教室
▪日時：3月～7月の原則第1または第2

日曜日（全5回）　午前9時～正午
▪場所：大分南部公民館（大字曲）
▪内容：朝顔・菊・小菊盆栽の作り方
▪会費：4,000円（テキスト代含む）
▪申込み・問　電話で、市花

か

卉
き

同好会　
後藤（☎569-5257）へ。

無料

「企業向け～テレワーク活用
“はじめの一歩”セミナー～」
▪日時：2月20日㈭　午後1時～（午後

0時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪定員：50人（先着順）
▪その他：2月13日㈭・27日㈭に採用

力向上、在宅ワーカー活用について
の実践型のセミナーと個別相談会を
開催します。
▪申込み・問　電話またはファクス、E

メールで、氏名、電話番号、企業名を、
2月3日㈪～開催3日前に商工労政課

（☎537-5964　 533-9077　
rousei@city.oita.oita.jp）へ。

上級救命講習
▪日時：3月1日㈰   午前8時30分～午

後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：消防局4階講堂（舞鶴町）
▪内容：心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方

法、傷病者管理法・搬送法など
▪対象：市内居住または通勤・通学して

いる人
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈯～29

日 ㈯ に 消 防 局 警 防 課（ ☎5 3 2 -
2199）、中央消防署（☎532-2108）、
東消防署（☎527-2721）、南消防署

（☎586-1230）へ。

2月は「相続登記はお済みですか
月間」です

　各司法書士事務所で、遺産分割や遺
言などの相談を受け付けます。
▪期間：2月3日㈪～28日㈮　午前9時

～午後4時　※11日㈫、24日㈪、土･
日曜日を除く
問　県司法書士会（☎532-7579）

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て応援教室」
▪日時：3月14日㈯　午後1時～4時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐

もくよく

浴の
させ方、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、2月3日㈪から

県助産師会（☎534-0753）へ。

無料

無料

街の ホ
ッ
ト情報

無料

無料

【12月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478,393人（－105）〈住民基本台帳人口〉

男 229,829人（－72） 女 248,564人（－33） 世帯数 222,299世帯（－70）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�原優梨子

社会福祉協議会へ　
篤志寄付
▪�JR九州労組退職者連絡会大分地区本部/宮

﨑惠美子(寒田北町)/新川町内会/真如苑

香典返し寄付
▪�大分地区　生野淳二(西新地)/秋廣好江(か

たしま台)/萩原和子(明野西)/森拓司(牧)/
宮﨑浩(南津留)/後藤充(下郡南)/園田英雄
(金池南)
▪�鶴崎地区　上野秀則(小池原)/得丸正博

(丸亀)/三浦修生(関園)
▪�大在地区　工藤靖子(城原)
▪�坂ノ市地区　岡本浩二(細)/平山辰廣(久

土)
▪�大南地区　今村京一(下判田)/阿南栄子

(下戸次)
▪ 稙田地区　佐藤昌子(松が丘)/佐藤美弥

子(寒田)/後藤典子(緑が丘)/春山鈴子(寒
田南町)
▪�野津原地区　工藤準二(上詰)/奈須博文

(下原)
▪�佐賀関地区　柴﨑勝(一尺屋)
▪ 市外　今井康雄(由布市)/高橋宏(国東市)
 以上12月15日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

ゴールデン・グラブ賞3年連続受賞 
「甲斐 ● ● 」

▪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、2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、大葉
を使った特産品セットを3人にプレゼ
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。

1月1日号「市報クイズ」の答え
新春企画は「 ア○ ー○ ト○   でかがやく 

おおいたのまち」

市報クイズ
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吉野梅まつり
▪日時：2 月1 6 日 ㈰・2 3 日 ㈰、3 月1 日

㈰・8日㈰　午前10時～午後3時
▪場所：吉野梅園（大字杉原）
▪内容：吉野臥龍梅太鼓・獅子舞演舞・

神楽の披露、茶会の開催など
▪その他：イベント内容は変更になる

ことがあります。
問　大南支所（☎597-1000）

うめはるフェスタ特別講演会
「『夫源病』『妻源病』共に依存しない
生き方をめざして」
▪日時：3月15日㈰　午後1時30分～3

時
▪講師：石蔵 文信氏（医師）
▪対象：市内または由布市に居住・通

勤・通学している人
▪定員：50人程度（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、
2月1日㈯～3月8日㈰に男女共同参
画 セ ン タ ー（ コ ン パ ル ホ ー ル2 階　
☎574-5577）へ。

大分市民のこころといのちを
守る自殺対策講演会
▪日時：3月20日㈮　午後1時30分～3

時45分（午後1時開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪講師：岩室 紳也氏（医師）
▪定員：200人（先着順）
▪申込み・問　ファクスまたは市ホー

ムページの申込み専用フォームに、
参加者全員の氏名・ふりがな・年齢、
代表者の電話番号を記入し、2月3日
㈪～3月13日㈮に保健所保健予防課

（☎536-2852　 532-3356）へ。

イベント

無料

無料

ヒラメを使った
魚料理教室
▪日時：2月16日㈰　午前9時30分～

午後1時
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1人1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1人
〈組〉1枚）に、住所、氏名、電話番号、
団体・グループの場合は参加者全員
の氏名（最大5人）を記入し、2月10日
㈪〈必着〉までに公設地方卸売市場管
理事務所（〒870-0018　豊海三丁
目2-1　☎533-3113）へ。

ゲートキーパー養成研修会
（継続研修）
▪日時：2月21日㈮　午後1時30分～4

時30分（午後1時受付開始）
▪場所：保健所6階　大会議室
▪講師：渡嘉敷 新典氏（シニア産業カ

ウンセラー）
▪対象：これまでにゲートキーパー養成

研修会（専門コース）を修了した人
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月3日㈪～14

日㈮に保健所保健予防課（☎536-
2852）へ。

　
データベース講座

「新聞で調べる・楽しむ」
▪日時：2月26日㈬　午後6時～7時30

分（午後5時30分受付開始）
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・場所・問　 直 接 また は 電 話

で、2月1日㈯から市民図書館（J:COM 
ホ ル ト ホ ー ル 大 分2 階　 ☎5 7 6 -
8241）へ。

産学連携講座
「『おおいた竹取物語オープンイノ
ベーションセンター（xTopic）』
研究・事業化進捗発表会！！」
▪日時：2月27日㈭　午後6時30分～8

時30分
▪定員：30人（先着順）
▪受講料：200円（資料代）　※交流会

参加者は別途100円
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
（J:COM ホルトホール大分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、2月
1日㈯～26日㈬に同プラザ（☎576-
8879）へ。

無料

無料

中村 哲医師記録映像
「アフガニスタン干ばつの大地に
用水路を拓く」上映会
▪日時：2月18日㈫　午後7時～9時15

分（午後6時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分　小

ホール
▪定員：200人（先着順）
▪その他：JICAおよびペシャワール会

による現地レポートも行います。
▪申込み・問　電話またはEメールで、

参加者氏名を、2月3日㈪から国際化
推進室（☎537-5719　 kokusai@
city.oita.oita.jp）へ。

世界腎臓デー2020 in 大分
「守ろうあなたの腎臓～聞いて納得！
生活習慣病のはなし～」
▪日時：3月1日㈰　午後1時～3時
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪定員：500人（先着順）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、

市ホームページの申込み専用フォー
ムに、氏名、電話番号、事前質問を記入
し、2月21日㈮〈必着〉までに保健所健
康課（〒870-8506　荷揚町6-1　☎
547-8219　 532-3250）へ。

のつはるウオーキング大会
▪日時：3月22日㈰　午前9時45分～

午後2時（午前8時30分受付開始）
▪コース：平成森林公園セラピーロー

ド（大字荷尾杵）　※約8kmのコース
▪定員：150人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの申込み専用フォームに、参
加者全員の氏名・年齢・性別、代表者
の住所・電話番号、お弁当の要否（500
円税込み）を記入し、3月6日㈮〈必着〉
までに林業水産課（〒870-8504　荷
揚町2-31　☎585-6013）へ。

第16回ふれあい歴史体験講座
「勾玉作り」
▪日時：2月15日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：250円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、2月3日㈪

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

無料

無料

無料

講座＆教室
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暮らしの情報 ▲


