▪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。

県下一斉司法書士法律相談

無料

▪日時：10月3日㈯ 午前10時～午後
3時
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールームL、大在公民館
▪相談内容：相続・会社設立等の登記、
供託、訴訟、成年後見など
▪相談員：県司法書士会会員
問 県司法書士会（☎532-7579）

▪日時：9月19日㈯ 午前8時30分～
午後3時
▪場所：トキハわさだタウン フェス
タ広場（大字玉沢）
▪参加料：100円
▪その他：正午から各種イベントあり
問 スポーツチャンバラ実行委員会
阿部（☎090-3737-9656）

2年度後期技能検定試験

悩まず
どんとこい労働相談週間

▪実技試験実施期間：12月4日㈮～3年
2月21日㈰
▪学科試験実施日：3年1月24日㈰・31
日㈰、2月3日㈬・7日㈰・11日㈭・14
日㈰
▪職種：配管、建築大工など57職種
▪受付期間：10月5日㈪～16日㈮
問 県職業能力開発協会
（☎542-3651）

イベントの中止をお知らせします
市報9月1日号13ページに掲載しま
した「第12回中央通り歩行者天国」
とイベントカレンダーに掲載しま
した「塚野鉱泉健康まつり」は中止
となりました。

06
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ

▪明治明野商工振興協同組合

▪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 竹内亨(新栄町)/安部美智子(王
子中町)
▪鶴崎地区

土師弘美(毛井 )/佐藤敏男(猪

野)/土居多美子(葛木)/三浦通子(三佐)
▪大在地区

小野晃
（大在北）/姫野勝代(政

所)
▪坂ノ市地区 宇都宮典子(坂ノ市中央)
▪大南地区 麻生和宏(高江南)/村上義彰(下
戸次)
▪稙田地区 安東常晴(上宗方)/御手洗裕(光
吉新町)/姫野政生(富士見が丘東)
▪佐賀関地区 伊藤弥生(志生木 )/丸尾啓子
(白木)
▪市外 佐藤マユミ(三田市)
以上7月31日受付分まで
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剣道・スポーツチャンバラ大会
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無料

▪期間：10月1日㈭～7日㈬
▪時間：◦ 平 日 … 午 前9 時 ～ 午 後8 時
（来所受け付けは午後7時まで）
◦土・日曜日…午前9時～午後5時
（来所受け付けは午後4時まで）
▪相談内容：労使間トラブル
▪相談場所・問 県労働委員会事務局
（県庁舎本館3階）
〈専用ダイヤル（☎
536-3650）
〉

秋のファミリーパーク
～爽秋ののつはるを歩こう～
▪日時：11月7日㈯午前10時～8日㈰
午後1時30分
▪内容：野外調理、星空観察、紅葉ウオ
ーキングなど
▪対象：市内または豊後大野市大野町
居住の家族またはグループ
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：2,530円（食事代など）
※別途材料費として1家族（グループ）
500円必要
▪申込み・場所・問 電話で、9月15日
㈫～10月9日㈮正午に、のつはる少
年自然の家（大字荷尾杵 ☎5892212）へ。

裂き織り教室
「コースター作り」
▪日時：10月9日・23日、11月13日・27
日、12月11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（材料費）
▪申込み・問 電話で、9月15日㈫から
裂織の会 小野（☎090-9582-2838）
へ。

公共職業訓練11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カ月で習得
▪申込期限：9月30日㈬
▪その他・問 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。

県外国人総合相談センターを
無料
ご利用ください
▪受付時間：午前10時～午後5時（日曜
日、祝日、iichiko総合文化センター
休館日および年末年始を除く）
▪場所：iichiko総合文化センター地下
1階（高砂町）
▪対応言語：多言語コールセンターな
どを活用し全19言語
問 県外国人総合相談センター（おお
い た 国 際 交 流 プ ラ ザ 内 ☎5 2 9 7119
oisc@emo.or.jp）

05
認知症の人を介護する
家族のつどい～茶話会～

無料

▪日時：9月29日㈫ 午後2時～4時
（以降、毎月1回開催）
▪場所：県総合社会福祉会館3階 研
修室（大津町二丁目）
▪対象：認知症の人を介護している人
▪申込み・問 電話で、城東地域包括支
援センター（☎558-6285）
へ。

（一財）
日本防火・防災協会の
各種講習
（☎03-3591-7121）
①甲種防火管理新規講習
▪月日：11月18日㈬・19日㈭（全2回）
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪定員：160人(先着順)
▪受講料：8,000円
▪申込期間：10月7日㈬～14日㈬
②甲種防火管理再講習
▪月日：11月20日㈮
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪定員：80人(先着順)
▪受講料：7,000円
▪申込期間：10月5日㈪～12日㈪
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
（一財）日本防火・防災協会へ。

ちびっこ工作ルーム
「てとてとて」

無料

▪月日：10月～3年3月の第1金曜日
※1月は開催しません。
▪時間：午後1時～3時（受け付けは午
後2時30分まで）
▪対象：未就学児と保護者
※事前申込みは不要です。
▪場所・問 市美術館（☎554-5800）

人材育成システム
（3KMプログラム）
入門セミナー2020
▪日時：10月16日㈮ 午前10時～午
後4時40分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールーム
▪講師：中川 理巳氏〈㈱ブレイド・イ
ン・ブラスト代表取締役〉
▪定員：20人（先着順）
▪受講料：1,000円
▪ 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
15日㈫～10月12日㈪に同プラザ
（☎576-8879）
へ。

情報学習センターの各種教室
（☎545-8616）
①年金受給者のためのインターネット
で確定申告書作成
▪日時：10月28日㈬、11月26日㈭ 午
後2時～4時
▪定員：各15人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
②デジタル写真を整理しよう
▪日時：10月27日㈫・28日㈬ 午前10
時～正午
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：600円
③はじめてのAndroidタブレット
▪日時：10月27日㈫ 午後2時～4時
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
▪申込み・場所・問 直接または電話、
はがき、ファクス、Ｅメールで、住所、
氏名、電話番号、教室名、
日時を、①10
月14日㈬、②③10月13日㈫までに情
報学習センター（〒870-0851 大石
町 一 丁 目3 組 ☎5 4 5 -8 6 1 6
5 45-50 65
omc@hyper.or.jp）
へ。 ※情報学習センターホームペ
ージで申し込みも可。

関崎海星館の講座
①お月見講座
▪日時：9月27日㈰ 午後2時～3時
②わくわく惑星講座「火星」
▪日時：10月4日㈰ 午後2時～3時
▪定員：各10人（当日正午から先着順）
▪参加料：一般…420円、高校生…210
円、中学生以下…無料（資料が必要な
場合は１部100円）
▪場所・問 関崎海星館
（☎574-0100）

第10回ふれあい歴史体験講座
「籐芯かご編み」
▪日時：10月3日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各20人（先着順）
▪参加料：550円（材料費）
▪持参品：はさみ、古タオル2枚
▪申込み・場所・問 電話で、9月17日
㈭から歴史資料館（大字国分 ☎
549-0880）
へ。

02
再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集

無料

粗大ごみとして出されたタンスやテ
ーブルなどの家具と自転車（約50台）
を、修理や塗装などで再生して譲渡し
ます。
▪対象：市内または由布市に居住する
18歳以上の人
▪抽選方法：当分の間、抽選会は開催せ
ず、大分エコライフプラザ事務局に
て抽選。 ※当選者には同事務局か
ら電話で連絡します。
▪その他：自転車については、引き渡し
時に防犯登録料600円が必要です。
▪申込み・問 電話での申し込みはで
きません。9月25日㈮～10月4日㈰
正午に、直接、大分エコライフプラザ
（☎588-1410）
へ。

03
まちづくり情報カフェ

ハロウィンワークショップ
「フェルトでつくる
パンプキンバッグ」
▪日時：10月3日㈯ 午後2時～4時
▪対象：5歳以上の子どもとその保護
者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、9月25日
㈮午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）
へ。

男女共生セミナー
「50代からの仲間づくり」

無料

▪日時：10月16日㈮ ①午後2時～4
時、②午後7時～9時
▪場所：コンパルホール3階 多目的
ホール
▪対象：市内または由布市に居住・通勤
する50歳以上の人
▪定員：各50人（先着順）
▪申込み・問 電話で、9月15日㈫～
10月10日㈯にたぴねす（男女共同参
画センター ☎574-5577）
へ。

無料

▪日時：10月2日㈮ 午後6時～7時30
分（午後5時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階
302会議室
▪内容：大分市の街並みを見つめて～
写真で見る大分市の移り変わり～
▪講師：栗林 信幸氏
▪定員：36人（当日先着順）
問 まちづくり情報プラザ（☎5445613）

04
ふるさとの歴史再発見講座
「民俗・文化史のコース」
▪日時：1 0 月3 1 日、1 1 月7 日、1 2 月5
日・19日（土曜日・全4回） 午後2時
～3時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：300円（資料代）
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住
所、氏名、電話番号、講座名を記入し、
10月2日㈮〈消印有効〉までに歴史資
料館（〒870-0864 大字国分960-1
☎549-0880）
へ。
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