
「エコアクション21」の
説明会
▪日時：4月10日㈮　午後2時～
▪場所：市役所本庁舎地下1階　B15会
議室
▪申込期限：4月3日㈮
▪その他・問　詳しくは、県うつくし作
戦推進課（☎506-3033）へ。

災害ボランティアに
登録しませんか
　災害が発生した際、ボランティア活
動を迅速に行うため「災害ボランティ
ア」の事前登録者を募集しています。災
害時に、被災家屋の片付けや避難所で
の支援、災害ボランティアセンターの
運営補助などの役割を担っていただき
ます。
問　市ボランティアセンター（☎547-
7419）

ボランティア相談窓口を
ご利用ください
▪日時：月～土曜日（第2・第4月曜日〈祝
日の場合は火曜日〉および祝日、年末
年始を除く）　午前9時～午後6時
▪内容：活動をしてみたい人や、ボラン
ティアに来てもらいたい人などの相
談受付
▪場所・問　市ボランティアセンター
（☎547-7419）

おおいた勤労者サービス
センター会員募集
　中小企業等で働く人の福利厚生のた
めの事業です。月々わずかな掛金で余
暇活動、健康、自己啓発、慶弔などのサ
ービスを受けることができます。
▪入会金：1人当たり300円
▪月会費：1人当たり800円
問　（一財）おおいた勤労者サービスセ
ンター（☎548-5500）

令和2年度前期技能検定試験
▪実技試験実施期間：6月8日㈪～9月
13日㈰
▪学科試験実施日：7月12日、8月23日・
30日、9月6日（日曜日）
▪職種：園芸装飾、機械加工、鉄工、家具
製作など44職種
▪受付期間：4月6日㈪～17日㈮
問　県職業能力開発協会（☎542-
3651）

無料

無料

裂き織り教室
「コースター作り」
▪日時：4月10日・24日、5月8日・22日、
6月12日・26日（金曜日）　午前10時
～正午、午後1時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：各5人（先着順）
▪受講料：400円
▪申込み・問　電話で、3月15日㈰から
裂織の会�小野（☎090-9582-2838）
へ。

建設業退職金共済制度を
ご利用ください
　建設現場で働く皆さんのための退職
金制度です。事業主が変わっても、退職
金は企業間を通算して計算されます。
▪加入できる事業主：建設業を営む人
▪対象となる労働者：建設業の現場で
働く人
▪その他：掛金（日額310円）は、事業主
の負担で、損金または必要経費とし
て扱われます。
▪申込み・問　建退共県支部（荷揚町　
☎536-4800）へ。

石綿による疾病の補償・
救済を行なっています
　肺がんや中皮腫などを発症し、それが
労働者として石綿ばく露作業に従事して
いたことが原因である場合は、労災保険
法に基づく各種の労災保険給付や石綿
救済法に基づく特別遺族給付金が支給
されます。詳しくは、大分労働局（☎536-
3214）または大分労働基準監督署（☎
535-1514）へお問い合わせください。

おおいた消防団応援の店募集
　県では、地域防災の要である消防団
の活動支援のため、消防団員を割引サ
ービスなどで優遇する「消防団応援の
店」を募集・登録しています。詳しくは、
県消防保安室（☎506-3158）へ。

地域ふれあいサロンを
ご利用ください
　地域ふれあいサロンは、市内約300
カ所で、高齢者が住み慣れた地域で元
気に暮らすために、仲間づくりや介護
予防の場として、地域のボランティア
などの協力により運営されています。
詳しくは、市社会福祉協議会（☎547-
7418）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
▪�株式会社マルミヤストア
▪�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　
香典返し寄付
▪�大分地区　芦原眞哉(萩原)/眞方清彦(住吉
町)/塩月ひろ子(明野高尾)/白瀧信久(大石
町)/佐藤邦彦(明野西)/池邉森人(仲西町)/
秋月正明(羽田)/小川幸代(田中町)/大多和
萬紀子(古国府東)/杉田好枝(上野丘西)
▪�鶴崎地区　姫野和之(横尾東町)/柴田和
己(迫)/宮本良子(森町)/松村啓二(松岡)
▪�大在地区　中山信恵(曙台)
▪�坂ノ市地区　直野秀昭(佐野)/荻本麻子
(坂ノ市中央)/大石剛士(久原中央)/高野
洋文(小佐井)
▪�大南地区　後藤義昭(竹中)/油布哲夫(中
戸次)/甲斐繁明(中戸次)/吉良語(宮尾)
▪ 稙田地区　朝久野富博(光吉)/小翠一巧(上
宗方)
▪�野津原地区　宮本博継(入蔵)/佐藤亨憲(竹
矢)/奈須友宏(下原)/羽田野久照(今市)/矢
野多美子(野津原)
▪ 市外　渕野育男(福岡市)
� 以上1月30日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

出張労働相談
▪日時：3月18日㈬　午後1時～4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
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（☎5 3 2 -
3040）へ。

JICA海外協力隊募集
　自分の知識や技術、経験を開発途上
国の人々のために生かしてみません
か。活動分野が多岐にわたるJICA海外
協力隊を募集します。
▪募集期限：3月30日㈪　正午まで
▪その他・問　詳しくは、JICAホーム
ページをご覧になるか、JICAデスク
大分(☎533-4021)へ。

無料

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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市政に対するアイデア募集
▪募集分野：①市民福祉の向上　②教
育・文化の振興　③防災安全の確保　
④産業の振興　⑤都市基盤の形成　
⑥環境の保全　※特に、子育て支援
の充実、災害に強いまちづくり、魅力
ある観光の振興など
▪内容：次に該当し、提案者の創意によ
る具体的かつ建設的なもの　◦市民
サービス向上につながる新たな施策
に関するもの　◦市の活性化に関わ
るもの　◦市政運営の改善に役立つ
もの
▪その他：提出方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、企画課
（☎537-5603）へ。

出張します!介護予防のための
健康教室 受講団体募集

◎お口の健康教室
▪内容：歯科衛生士によるお口の健康
を保つための講話・体操など

◎食べていきいき教室
▪内容：管理栄養士による栄養バラン
スのとれた食事の講話など
▪対象：おおむね65歳以上の市民で構
成する5人以上の団体
▪その他・問　日時、申込方法など詳し
くは、長寿福祉課（第2庁舎2階　☎
537-5746）へ。

ITボランティア養成講座
▪日時：5月13日・20日・27日、6月3日・
11日（水曜日・全5回　※6月11日の
み木曜日）　午後1時30分～4時
▪対象：パソコンでのメールのやりと
りができ、講座終了後、情報学習セン
ターや公民館などでパソコン指導や
ITボランティア活動が可能な人
▪定員：30人(多数時は抽選)
▪その他：全5回の講義・実技の後、1～
2回の実習と修了式があります。
▪申込み・場所・問　Ｅメールで、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、講座名
を、5月7日㈭〈必着〉までに情報学習
センター(大石町一丁目　☎545-
8616　 omc@hyper.or.jp)へ。

募集

無料

講座＆教室
無料

「障がいがある人と障がいに
理解がある人の結婚相談所」を
ご利用ください
　結婚を真剣に考えている障がいのあ
る人や、障がいに理解のある人を対象
に、お見合いや県内各地でのイベント
などを行っています。詳しくは、県身体
障害者福祉協会（☎551-9775）へ。

「歌声ひろば教室」と
「童謡・唱歌の会」
▪期間：5月～10月（月2回・全11回）

場　　所 週 曜日 定員
① 大在公民館A・B

第1・3

月

各60人

② 明治明野公民館B 55人

③ 大分西部公民館A・B 各55人

④ 大分南部公民館

火

60人

⑤ 南大分公民館A・B 各48人

⑥ 大南公民館 45人

⑦ 佐賀関公民館 水 42人

⑧ 童謡・唱歌の会Ｂ（コンパルホール内）

第2・4

火
70人

⑨ コンパルホールC 70人

⑩ 童謡・唱歌の会Ａ（コンパルホール内）
水

70人

⑪ コンパルホールA・B 各70人

⑫ 大分東部公民館A・B 各40人

⑬ 明治明野公民館A 木 55人

⑭ 鶴崎公民館A・B

金

各60人

⑮ 稙田公民館A・B 各75人

⑯ 野津原市民センター 40人

※②⑫⑬は駐車場利用台数に制限あり
▪時間：①A・⑤A・⑭A・⑮Aは午前9時
30分～10時45分、④・⑦・⑩・⑫A・⑬
は午前10時～11時15分、⑤B・⑮Bは
午前11時～午後0時15分、①B・⑭B
は午前11時15分～午後0時30分、
②・③A・⑥・⑧・⑪A・⑯は午後1時～
2時15分、⑫Bは午後1時30分～2時
45分、③B・⑨・⑪Bは午後2時30分～
3時45分
▪対象：60歳以上の市民（4月1日現在）　
※多数時は抽選
▪参加料：4,000円（資料代、保険料を
含む）
▪申込み・問　往復はがき（1人1枚）に
希望場所、住所、氏名（ふりがな）、生
年月日、電話番号、駐車場利用の有無
を記入し、3月31日㈫〈必着〉までに
音楽福祉支援センター（〒870-0839　
金池南一丁目5-1　J:COM�ホルトホ
ール大分4階　☎547-8695）へ。

ペーパーナプキンでつくる
ウェルカムリース
▪日時：4月3日㈮～5日㈰　午後2時～
4時
▪対象：小学生（保護者同伴）
▪定員：各20組（多数時は抽選）
▪参加料：1組
　500円
▪申込み・場所・
問　電話で、
3月27日㈮午
後6時までに
アートプラザ
（☎538-5000）へ。

大分年金事務所からのお知らせ
（☎552-1211自動音声案内2→2）
◎国民年金保険料の納め忘れはありま

せんか
　毎月の国民年金保険料は、翌月末ま
でに納めることになっています。納め
忘れると、将来、老齢基礎年金が減額さ
れたり、場合によっては、障害基礎年金
や遺族基礎年金が支給されないことも
あります。また、一部免除の承認を受け
ている人も、納期限までに減額された
保険料を納めないと、未納と同じ扱い
になります。
◎国民年金保険料の追納制度をご存じ

ですか
　国民年金保険料免除・納付猶予およ
び学生納付特例の承認を受けた人が、
将来の年金額を増やすため、免除など
の承認を受けた期間について保険料の
全部または一部を、10年前の分までさ
かのぼって納付できる制度です。詳し
くは、お問い合わせください。

第9回ノルディック
ウオーキング教室

（初級コース）
▪日時：4月3日・10日・24日、5月8日・
15日・22日、6月5日・12日・19日（金
曜日・全9回）　午前9時30分～正午
▪対象：50歳以上
▪定員：40人（先着順）
▪参加料：4,500円（保険料を含む）
▪申込み・場所・問　電話で、3月15日
㈰～29日㈰に市営陸上競技場（☎
558-0613）へ。

街の ホ
ッ
ト情報
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暮らしの情報 ▲


