
消防設備士法定（義務）講習会
▪月日と種類：⃝10月14日㈬…避難設

備・消火器（5類・6類）　⃝10月15日
㈭…警報設備（4類・7類）　⃝10月
16日㈮…消火設備（1類・2類・3類）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：⃝30年度に消防設備士の免状

を取得した人（2年目講習）　⃝27年
度に消防設備士法定講習を受けた人

（5年目講習）　⃝法定期限内に消防
設備士法定講習を受けていない人
▪申込み・問　（一財）県消防設備安全

協会、消防局予防課、各消防署に備え
付けの受講申請書に記入し、講習手
数料（7,000円の県収入証紙を貼付）
を添えて、9月1日㈫～18日㈮〈必着〉
に同協会（☎537-3125）へ。

アビリンピック
おおいた2020
（第20回県障害者技能競技大会）
▪日時：10月24日㈯　午前9時30分～
▪場所：大分東部公民館（日吉町）
▪競技種目・定員：⃝電子機器組立、喫

茶サービス（チャレンジコース）…各
5人　⃝ワープロ、喫茶サービス、ビ
ルクリーニング（一般の部・チャレン
ジコース）、オフィスアシスタント、
表計算、洋裁、製品パッキング…各
10人
▪対象：15歳以上（2年4月1日現在）の

県内居住者で、身体障害者手帳また
は療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳所持者
▪申込み・問　10月2日㈮までに高齢・

障害・求職者雇用支援機構大分支部
（☎522-7255　 522-7256）へ。

朗読ボランティア
養成講座
▪日時：10月～3年2月の原則毎月第2・

4木曜日（全10回）　午後1時30分～3
時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪対象：受講後、朗読ボランティアとし

て活動ができる市民
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏

名（ふりがな）、年齢、電話番号、志望
動機を記入し、9月14日㈪〈必着〉ま
でに市ボランティアセンター（〒
870-0839　金池南一丁目5-1　☎
547-7419）へ。

無料

無料

人権
なんでも相談所
▪日時：9月17日㈭   午前10時～午後3時
▪場所：稙田市民行政センター
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ

ラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀
き

損
そん

・その他の人権問題
▪相談員：人権擁護委員
問　大分地方法務局(☎532-3161)

ノルディックウオーキング教室
入門コース
▪日時：10月 7日 ･21日、11月 4日・18

日、12月 2日・16日、3年 1月 6日・20
日、2月 3日・24日、3月 3日・17日（水
曜日・全12回）　午後2時～3時30分
▪場所：市営陸上競技場ほか
▪対象：50歳以上の人
▪定員：15人（先着順）
▪参加料：6,000円（傷害保険料含む・

全12回分）
▪申込み・問　電話で、9月1日㈫～10日

㈭に市営陸上競技場（☎558-0613）
へ。

OITAものづくり展2020
ものづくり体験教室
（事前申込制）
▪月日：10月10日㈯
　※オンラインで実施
▪内容：プラネタリウム作りなど
▪対象：小・中学生
▪定員：各10人程度（多数時は抽選）
▪その他：体験教室の実施内容や申込

方法など詳しくは、OITAものづく
り展ホームページをご覧ください。
問　実行委員会事務局(☎569-1234)

雇用シェア（在籍型出向）を
活用して従業員の雇用を守る
企業を支援します
　（公財）産業雇用安定センターでは、
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、一時的に雇用過剰となった企業が
従業員の雇用を守るために、人手不足
等の企業との間で雇用シェア（在籍型
出向）を活用しようとする場合に、双方
の企業に対して出向のマッチングを行
っています。
▪事業内容：企業間での出向に関する

情報提供・相談などの支援
問　（公財）産業雇用安定センター大分

事務所（☎538-0512）

無料

無料

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

厚生労働省が配信している新型コロナ
ウイルス接触確認アプリの略称は？

「●●●●●」

▪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、9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、市美
術館特別展「美を競う　肉筆浮世絵の
世界」ペアチケットを3組にプレゼント
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。

8月1日号「市報クイズ」の答え
まちなかと美術館など各所を結ぶ
中心市街地循環バスの名前は？
「 大分 き○ ゃ○ ん○ バ○ ス○ 」
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【7月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478,102人（+167）〈住民基本台帳人口〉

男 229,737人（+125） 女 248,365人（+42） 世帯数 224,210世帯（+228）

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
▪�宮﨑惠美子（寒田北町）

香典返し寄付
▪�大分地区　藤田正幸（金谷迫）/阿部裕造
（王子西町）/坂井明子（原新町）/小野千鶴
子（勢家町）/植木一夫（城崎町）/増野忠治

（豊饒）
▪�鶴崎地区　合澤道徳（森町）/釘宮栄治（森

町）/忠願寺一郎（常行）/岡本チヨ（横尾）/
相馬楢英（松岡）/髙野早智子（小池原）/江
藤勝己（丸亀）
▪�大在地区　佐藤祥子（大在中央）
▪�坂ノ市地区　内田毅（久原中央）/岡本久

枝（坂ノ市中央）/吉村昇（坂ノ市中央）/釘
宮知佳子（屋山）/柴北洋子（細）
▪�稙田地区　成安聖司（市）/小野英則（光

吉）/藤森壽喜（敷戸北町）/亀井博志（富士
見が丘東）
▪�佐賀関地区　須川豊子（志生木）
 以上7月15日受付分まで
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危険物取扱者試験準備講習会
種別 月日 講習内容

乙種
10月4日㈰・25日㈰ 法令
10月11日㈰、11月1日㈰ 物理化学

▪時間：午前9時30分～午後4時30分
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪その他：受講料・テキスト代が必要
▪申込み・問　申込方法など詳しくは、

(一社)県危険物安全協会のホームペ
ージをご覧になるか、消防局予防課

（☎532-3199）へ。

危険物取扱者試験
▪日時：11月15日㈰　午前10時～
　（乙種4類のみ午後2時～）
▪場所：大分大学（大字旦野原）
▪受験手数料：甲種…6,600円、乙種…

4,600円、丙種…3,700円
▪申込み：（一財）消防試験研究センター

県支部、消防局予防課、各消防署に備
え付けの願書に記入し、9月9日㈬～
18日㈮〈消印有効〉に同センターへ。　
※9月6日㈰～15日㈫に同センターの
ホームページから電子申請も可。
問　消防局予防課（☎532-3199）

ハッピーファミリー応援教室
◎プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし

方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
もく

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：8組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳
◎親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：12組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳、バスタオル、

おむつシート
▪月日・場所：9月19日㈯…鶴崎市民行

政センター、10月3日㈯…大分南部
公民館
▪申込み・問　電話で、9月2日㈬から県

助産師会（☎534-0753）へ。
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無料

文化・芸術講座　
「竹風鈴と、浮世の短冊づくり」
▪日時：10月3日㈯　午後1時30分～3

時30分
▪講師：下平 千夏氏（現代芸術家）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円
▪申込み・場所・問　往復はがきに、参

加者全員（1枚につき2人まで）の氏
名（ふりがな）、代表者の住所・電話番
号、講座名を記入し、9月1日㈫～15
日㈫〈消印有効〉までに市美術館（〒
870-0835　大字上野865　☎554-
5800）へ。

産業活性化プラザの各種講座
（☎576-8879）
◎おおいた経営塾
▪日時：10月6日・13日・20日・27日（火曜

日・全4回）　午後6時30分～8時30分
▪講師：中小企業診断士
▪定員：20人（先着順）
▪受講料：4,000円（全4回分・資料代含

む）
◎女性のためのリーダー育成塾2020
　“withコロナVer.”
▪日時：10月7日・14日（水曜日・全2

回）　午後6時30分～8時30分
▪講師：飯田 裕美氏
▪定員：20人（女性限定・先着順）
▪受講料：100円（資料代・全2回分）
▪申込み・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、9月1日㈫～
25日㈮に同プラザへ。

親子
クッキング教室
　ハロウィンやクリスマスの料理を作
ります。
▪日時：10月24日、11月28日、12月19

日（土曜日・全3回）　午前10時～午
後1時
▪場所：野津原公民館（大字野津原）
▪対象：未就学児（4歳以上）と父母ま

たは祖父母
▪定員：12組（多数時は抽選）
▪参加料：1組1回につき700円（材料

費）
▪申込み・問　電話で、9月24日㈭まで

に多世代交流プラザ（☎588-1151）
へ。

第9回ふれあい歴史体験講座
「紙かご作り」
▪日時：9月19日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各20人（先着順）
▪参加料：150円（材料費）
▪持参品：洗濯ばさみ5個前後、はさ

み、木工用ボンド
▪申込み・場所・問　電話で、9月3日㈭

から歴史資料館（大字国分　☎549-
0880）へ。

シニアのための
ワークライフセミナー
▪日時：9月26日㈯　午前10時～正午
▪場所：コンパルホール3階　303会議

室
▪演題：人生 100年シナリオ～老後の

働き方・暮らし方・資産形成～
▪講師：三木 誠治氏（ファイナンシャ

ルプランナー）
▪対象：市内に居住のおおむね50歳以

上の人
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問　電話で、9月1日㈫～23

日 ㈬ ま で に 商 工 労 政 課（ ☎5 3 7 -
5964）へ。

秋の美術教室
「キラキラきら刷りポチ袋」
▪日時：10月17日㈯　午後1時30分～

3時30分
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪材料費：材料1つにつき500円
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・場所・問　往復はがき（1枚に

つき1家族）に、住所、参加者全員（付
き添いは2人まで）の氏名（ふりが
な）・年齢（または学年）、電話番号、制
作人数、講座名を記入し、9月1日㈫～
15日㈫〈消印有効〉に市美術館（〒
870-0835　大字上野865　☎554-
5800）へ。

0305

無料
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