
ジャパンラグビートップリーグ
が開催されます
▪日時：3月15日㈰　午後1時～（午前
10時開場）
▪場所：昭和電工ドーム大分
▪対戦チーム：キヤノンイーグルス�対�
サントリーサンゴリアス
▪その他・問　チケットは現在発売中。
詳しくは、県ラグビーフットボール
協会（☎511-3901）へ。

食品衛生責任者
養成講習会
▪日時：3月24日㈫　午前9時30分～
午後4時30分（午前9時受付）
▪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、3月2
日㈪～6日㈮に直接、市食品衛生協
会（保健所2階　☎532-0010）へ。

ボランティアグループなどの
登録を受け付けています
　ボランティア活動に取り組んでいる
グループや個人の登録を受け付け、活
動の支援をしています。
　なお、令和2年度のボランティア活
動保険等は3月2日㈪から受け付けま
す。
問　市ボランティアセンター（☎547-
7419）

点訳ボランティア
養成講座
▪日時：4月16日～令和3年3月11日
（木曜日・全45回）　午後1時30分～
4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分4階　
ボランティアルーム
▪対象：講座終了後に、点訳ボランティ
アの活動ができる市民
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：無料（テキスト代1,000円程
度は自己負担）
※3月4日㈬午後1時30分～3時に行う
事前説明会に必ず参加してくださ
い。（要申込み）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
市ボランティアセンター（☎547-
7419）へ。

　
令和2年度自衛官

（一般幹部候補生）採用試験
▪受付期間：3月1日㈰～5月1日㈮
▪試験日・場所：5月9日㈯・10日㈰
　市内会場（試験会場は、別途各人へ通
知）　※10日㈰は飛行要員のみ。
問　自衛隊大分地方協力本部大分募集
案内所（☎546-2177）

事業承継・事業継続計画（BCP）
に関するセミナー
▪日時：3月3日㈫　午後4時～5時30分
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワ
ー5階�孔雀の間（高砂町）
▪演題：事業継続計画（BCP）策定の真意
～経営基盤強化のための取り組み～
▪講師：佐藤�雅信氏（事継舎代表）
▪定員：100人（先着順）
▪申込み・問　電話で、3月2日㈪まで
に市工業連合会（☎569-1234）へ。

手話講習会に参加しませんか
課程 日　　時 場所

入門
4/3～9/25
（毎週金曜日）
午後6時30分～8時30分

県総合社会
福祉会館
（大津町）

入門・
基礎

4/2～令和3年3/25
（毎週木曜日）
午後6時30分～8時30分

県総合社会
福祉会館
（大津町）

4/3～令和3年3/26
（毎週金曜日）
午前10時～正午

県聴覚障害
者センター
（大津町）

4/4～令和3年3/27
（毎週土曜日）
午前10時～正午

県総合社会
福祉会館
（大津町）

▪受講料：無料（テキスト代は自己負
担）
▪申込み・問　往復はがきまたはファ
クス、Eメールで、住所、氏名、電話番
号、受講希望曜日を、3月8日㈰〈必着〉
までに県聴覚障害者協会（〒870-
0907　大津町一丁目9-5　☎551-
2 1 5 2　 55 6 -0 5 5 6　 info@
toyonokuni.jp）へ。

シルバー人材センターの
会員になりませんか
　働く意欲のあるおおむね60歳以上
の人を募集しています。店舗の商品管
理、施設利用者の送迎、商品の配送、駐
車場管理、家事援助、剪定、草刈り、草取
りなどの仕事を提供します。
※毎月10日・20日に入会説明会を開催
します。
問　シルバー人材センター（☎538-
5575）

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
▪�菱甲産業株式会社
▪�茶道裏千家さざんかの会
▪�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
▪�首藤郁代(羽屋)/B・F・Cコーポレーショ
ン株式会社

香典返し寄付
▪�大分地区　堤伊佐子(西新地)/上田裕之
(下郡)/日高玲子(金池町)/時松正治(御幸
町)/古城奈緒美(元町)/三田貞子(三川下)/
堤克美(仲西町)/岩田公子(下郡山の手)/川
邊賀久二(椎迫)/星野富幸(田ノ浦)
▪�鶴崎地区　竹永敏郎(皆春)/藤本保(横尾
東町)/相馬京子(横尾)
▪�坂ノ市地区　丸山通美(久原南)/太田安
子(細)/寺井正典(屋山)/渡辺豊(細)/江
藤光雄(丹生)/河野孝司(坂ノ市中央)/末
光薫(一木)
▪�大南地区　今村輝子(竹中)/油布正光(中
戸次)/後藤有希(竹中)/佐藤博𠮷𠮷(上戸次)

▪ 稙田地区　吉田明(光吉)/安部トミヨ(松
が丘)/佐藤正博(横瀬)/池見康信(ふじが
丘)/土居由美子(宗方台東)
▪�野津原地区　釘宮貞二(下原)/和田文夫(今
市)/佐藤久人(福宗)
▪ 佐賀関地区　八條義孝(本神崎)
� 以上1月5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）

2020おおいた
春の就職フェア
▪日時：3月9日㈪・10日㈫　午前10時
30分～午後5時30分
▪場所：トキハ会館5階　ローズ・カト
レアの間（府内町二丁目）
▪対象：令和3年3月大学等卒業予定者
▪その他・問　参加企業は160社です。
詳しくは、（公財）県総合雇用推進協
会（☎532-8486）へ。

検察審査会にご相談ください
　検察審査会は、検察官が被疑者を裁
判にかけなかったこと（不起訴処分）に
ついて審査しています。犯罪の被害に
遭った人や告訴・告発した人から申立
てがあったときに審査を始めます。秘
密は固く守られます。気軽にご相談く
ださい。
問　大分検察審査会事務局（☎532-
7161）へ。

無料
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アライグマ防除講習会
▪日時：3月11日㈬　午前10時～11時
30分
▪場所：本庁舎4階　401会議室
▪内容：アライグマの被害対策や防除
方法など
▪定員：20人程度（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、住所、氏名、電話番号、講
習会名を、2月28日㈮〈消印有効〉まで
に環境対策課（〒870-8504　荷揚町
2-31　☎537-5758　 538-3302　
kankyotai5@city.oita.oita.jp）

へ。

産業活性化プラザセミナー
「宇宙教室
～月に行こう！！～」
▪日時：3月14日㈯　午前10時～11時
10分、午後1時30分～2時40分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
セミナールーム
▪対象：市内居住の小学5・6年生
▪講師：髙山�久信氏
（宇宙ビジネスナビ
ゲーター）
▪定員：各30人（先着
順）
▪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、2月15日㈯～3月10日㈫
に同プラザ（J:COM�ホルトホール大
分2階　☎576-8879）へ。

能楽サロン
「狂言ワークショップ」
▪日時：3月22日㈰　午後1時～3時
▪講師：深田�博治氏（能楽師和泉流狂
言方）
▪対象：小学生以上（小学3年生以下は
保護者同伴）
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：1,800円（小・中学生は550円）
▪申込み・場所・問　電話またはファク
ス、Ｅメールで、住所、氏名、電話番
号、参加人数を、3月3日㈫までに平
和市民公園能楽堂（牧緑町　☎551-
5 5 1 1　 55 1 -5 5 1 2　 info@
nogaku.jp）へ。

講座＆教室
無料

無料

公共職業訓練コース説明会を
開催します
▪日時：2月18日㈫　午前9時30分～
午後4時30分
▪場所・問　大分職業能力開発促進セ
ンター（ポリテクセンター大分）〈大
字皆春　☎529-8615〉へ。

民事介入暴力集中相談所を
開設します
　暴力団などが関係した被害や不当要
求などの困り事について、面接または
電話による相談を行います。
▪日時：2月25日㈫　午前10時～午後
4時
▪場所：コンパルホール3階　309会議
室
▪相談員：弁護士、暴力団担当警察官、
暴力追放相談委員
問　（公財）暴力追放大分県民会議（☎
538-4704）

発達障がい啓発活動
inライフパル
▪日時：3月1日㈰・15日㈰　午前10時
～午後4時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪内容：子ども向け「アンガーマネジメ
ント教室」、「青」をテーマにしたバザ
ーや発達障がい団体による販売など
問　「100年の樹」ブルーライトアップ
実行委員会�岩川（☎090-4350-
1711）

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・問　相談は無料で、秘密は厳
守します。連絡先などは、大分地方法
務局（☎532-3368）へお問い合わせ
ください。

無料

大友氏遺跡
史跡ボランティアガイドによる
大友氏ミニ歴史講座
▪月日：①2月22日㈯　②3月15日㈰　
③3月22日㈰
▪時間：①午後1時～、1時45分～、2時
30分～　②③午後1時～、1時45分～
▪場所：南蛮BVNGO交流館（顕徳町三
丁目）
▪内容：大友氏や大友宗麟についての
30分程度の講話（内容は各回異なり
ます。）
▪定員：各30人（当日先着順）
問　文化財課（☎537-5682）

春の陶芸体験講座
▪日時：3月11日㈬・14日㈯・15日㈰・
18日㈬・21日㈯・22日㈰・25日㈬　
午前9時30分～11時30分
▪場所：河原内陶芸楽習館（大字河原内）
▪内容：茶碗や湯飲みなどの作陶体験　
※完成品は後日引き取りに来ていた
だきます。
▪定員：各15人（多数時は抽選）
▪参加料：530円（材料費）
▪その他：受講は1人1回まで
▪申込み・問　はがきに、参加者全員の
氏名（ふりがな）・年齢、代表者の住
所・電話番号、受講希望日（第2希望
まで）を記入し、2月15日㈯～28日
㈮〈必着〉に社会教育課（☎537-
5649）へ。　※2月15日㈯から市ホ
ームページで電子申請も可。

耳の日市民公開講座
▪日時：3月1日㈰　午前10時～11時
30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
201・202会議室
▪内容：耳鳴り、補聴器についての講演
問　日本耳鼻咽喉科学会大分県地方部
会（☎586-5913）

無料

街の ホ
ッ
ト情報

無料
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暮らしの情報 ▲


