
第31回豊の国ねんりんピック
市予選会出場者募集
◎シルバー囲碁大会　
▪日時：6月28日㈰　午前10時～（午
前9時30分受付開始）
▪場所：コンパルホール3階
▪対象：市内居住のアマチュアで、昭和
36年4月1日以前に生まれた男性お
よび昭和46年4月1日以前に生まれ
た女性
▪参加料：2,000円
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名、電
話番号、段級位、生年月日を記入し、
6月26日㈮〈必着〉までに日本棋院大
分支部�木藤一弘（〒870-0926　加
納24組　☎090-2512-3737）へ。

◎剣道交流大会
▪日時：7月17日㈮　午後7時～
▪場所：サイクルショップコダマ大洲
アリーナ剣道場
▪対象：市内居住で、昭和36年4月1日
以前に生まれた人
▪申込み・問　電話で、6月26日㈮まで
に市剣道連盟事務局 佐藤（☎070-
2338-0207）へ。

２年度県調理師試験準備講習会
▪日時：◦7月7日㈫・8日㈬　◦8月25
日㈫・26日㈬　午前10時30分～午後
3時30分〈全2回〉
▪場所：県教育会館　201研修室（大字
下郡）　
▪受講料：1万円（テキスト代を含む）
▪その他：事前申込みは不要。会場での
受け付け時に受講料を徴収します。
問　（一社）県食品衛生協会（☎532-
0081）

独身障がい者「希望のつどい」
婚活日帰りバスツアー
▪日時：9月6日㈰　午前8時～
▪集合場所：大分駅上野の森口（南口）
広場
▪内容：北九州市内にて昼食後「いのち
のたび博物館」見学ツアー
▪対象：独身障がい者・開催趣旨に賛同
できる人
▪定員：男性20人、女性20人（先着順）
▪参加料：4,000円（バス料金、昼食料、
保険料含む）
▪申込み・問　電話またはファクスで、
7月31日㈮までに（一社）県身体障害
者福祉協会（☎・ 551-9775）へ。

無料

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：7月10日・24日、8月28日、9月
11日・25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、6月15日㈪から
裂き織りの会 小野（☎090-9582-
2838）へ。

「放送大学」10月入学生募集
▪出願期間：①6月10日㈬～8月31日
㈪、②9月1日㈫～15日㈫
▪申込み・問　放送大学大分学習セン
ター（☎0977-67-1191）へ。

公共職業訓練9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カ月間で習得
▪受講期間：9月2日㈬～3年2月26日
㈮
▪申込期間：7月1日㈬～28日㈫
▪その他・問　訓練コース説明会を7月
14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。

成人発達障がい者家族教室
▪日時：7月15日㈬、8月5日㈬〈全2回〉　
午後1時30分～4時
▪対象：発達障がい者の家族
▪内容：「働く」をテーマにした講義
▪申込み・場所・問　電話で、6月19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。

第26回市陸上競技選手権大会
▪日時：7月19日㈰　午前９時30分～
▪場所：市営陸上競技場（西浜）
▪対象：大分陸上競技協会登録者　
▪参加料：800円～1,400円（種目によ
り異なる）
▪申込期限：7月7日㈫〈必着〉
▪その他・問　種目、申込方法など詳し
くは、市陸上競技協会のホームペー
ジ（http：//www.oita-city-riku.
net）をご覧になるか、同協会（☎
558-0613）へ。

消防設備士試験
▪日時：8月23日㈰　午前10時～
▪場所：大分大学(大字旦野原)
▪申込み・問　（一財）消防試験研究セ
ンター県支部（長浜町）、県下各消防
本部（局）に備え付けの願書に記入
し、6月29日㈪～7月9日㈭に同セン
ター（☎537-0427）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）

「第21回ななせの火群まつり」の
開催を中止します
　「第21回ななせの火群まつり」につい
ては、7月25日㈯・26日㈰の2日間で開
催予定となっておりましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のため
開催の中止を決定いたしました。
問　ななせの火群まつり振興会事務局
（☎541-1234）

無料

▪�市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。 
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�ジェットグループ
▪株式会社マリーンパレス
▪KYOEIコーポレーション
▪旭化成メディカルMT株式会社
▪�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　縄田睦子(城南山手台)/首藤由
布子(羽屋）
▪�鶴崎地区　那賀玉德�(毛井)/阿部峻(森
町)/上杉惠子(森)/佐藤洋子(森町)
▪�大在地区　法華津光子(須賀)/水田寿美子
(大在中央)
▪�坂ノ市地区　小手川すま子(佐野)/東邦
彦(久原中央)/吉田正信(久原)
▪�稙田地区　上野敏明(田尻)/甲斐義明(鴛
野)/髙野清春(敷戸南町)
▪�佐賀関地区　長戸春美(佐賀関)
▪�市外　竹尾千恵美(臼杵市)
� 以上4月27日受付分まで
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初心者狩猟講習会
▪月日：◦わな猟…①7月12日㈰、②8
月30日㈰　◦第一種・第二種銃猟…
③7月18日㈯・19日㈰
▪時間：午前10時～午後4時30分　
▪場所：①②県教育会館（大字下郡）　
③県総合社会福祉会館（大津町二丁
目）
▪内容：法令、狩猟鳥獣の判別、猟具の
取り扱い、実技など
▪受講料：①②8,000円　③各1万2,000
円
▪申込方法：①③は6月23日㈫・30日
㈫、②は７月28日㈫、8月4日㈫・11
日㈫に、直接、市猟友会（顕徳町二丁
目6-13　☎538-1042）へ。　※毎週
火曜日のみ受け付け
▪その他・問　市内居住の農林水産物
を生産する者がわな猟を受講し、試
験に合格した場合は、市が受講料を
助成します。詳しくは、林業水産課
（☎585-6021）へ。

2020おおいた七夕
就職フェア
▪日時：7月6日㈪～12日㈰　午後1時
～4時（正午受付開始）　※10社×7
日間
▪場所：iichiko総合文化センター地下
1階　「県民ギャラリー」
▪内容：ブース形式による企業面談会
▪対象者：3年3月大学等卒業予定者、
インターンシップ情報希望学生
　※保護者も可
▪その他：事前予約優先。詳しくは、お
おいたde就職するねっとウェブサ
イトをご覧ください。
問　（公財）県総合雇用推進協会（☎
532-8486）

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て応援教室」
▪日時：7月11日㈯　午後1時～4時
▪場所：稙田市民行政センター
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐

もくよく

浴の
させ方、あそびとおもちゃ、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、6月16日㈫から
県助産師会（☎534-0753）へ。
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無料

無料

「n
な あ な

aanaの日交流会」
▪日時：7月30日㈭　午前10時30分～
正午
▪場所：九州電力大分支社1階　IH体
験コーナー（金池町二丁目）
▪内容：「親子クッキング」をテーマに
親子で簡単な料理を行います。
▪対象：市内居住の1歳～未就学の子
どもとその保護者
▪定員：10組程度（先着順）
▪申込期間：6月15日㈪～7月12日㈰
▪その他：料理内容や申込方法など詳
しくは、子育てサイト「n

な あ な

aana」をご
覧ください。
問　子ども企画課（☎574-6516）

情報学習センター教室
初級プログラミング道場
▪月日：①7月5日㈰、②7月12日㈰、③
7月19日㈰、④7月26日㈰　
▪時間：午前10時～正午
▪内容：①Scratch�Jr、②Lightbot、③
ビスケット、④コードモンキーを使
用してプログラミングを学びます。
▪受講料：初回のみ300円要
▪対象：幼稚園年長以上とその保護者
▪定員：各8組(多数時は抽選)
▪申込み・場所・問　直接または電話、E
メールで、住所、子どもの学年、子ども
と保護者の氏名、電話番号、日時、希望
するプログラミングの番号を、開校日
の1週間前までに情報学習センター
（〒870-0851　大石町一丁目3組　☎
545-8616　 omc@hyper.or.jp）
へ。

河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス」
▪日時：8月1日～10月24日（土曜日・
全10回）　午後1時～4時
▪対象：陶芸未経験者・初心者
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：4,190円　
▪申込み・問　はがき（1人1枚）に、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
陶芸歴を記入し、7月17日㈮〈必着〉
までに社会教育課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎537-5649）へ。
　※市ホームページで電子申請もでき
ます。

無料
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第46回大分市民音楽祭
参加団体募集
▪日時：３年2月28日㈰　午後1時～
▪場所：J:COM�ホルトホール大分　大
ホール
▪対象：市内で活動する音楽団体
▪参加料：1人1,000円　
▪申込み・問　社会教育課（第2庁舎4
階）、各支所、各地区公民館に備え付
けの申込書に記入し、6月15日㈪～7
月29日㈬〈必着〉に同課（☎537-
5722）へ。

パッケージデザインコンテストの
課題商品募集
▪対象：商品パッケージのリニューア
ルや新規開発を検討する市内の中小
企業など
▪募集件数：10件程度
▪募集期限：7月3日㈮
▪その他：申込方法など詳しくは、おお
いたデザイン・エイド2020ウェブサ
イトまたは市ホームページをご覧く
ださい。
問　商工労政課（☎585-6011）

おおいた人権
フェスティバル2020
▪日時：7月5日㈰　午前10時～午後3時
▪場所：イオンパークプレイス大分
▪内容：人権について学べる展示など
問　社会教育課（☎537-5722）
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無料
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