
河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス11月～3年2月」
▪日時：11月7日～3年2月6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　※道具代、材料費
は別途必要です。
▪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、10月28日㈬〈必着〉
までに社会教育課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎537-5649）へ。
　※10月15日㈭から市ホームページ
で電子申請も可。

産業活性化プラザのセミナー
（☎576-8879）

①「実践ビジネスプラン〈秋季〉講座
2020」
▪日時：11月19日・26日（木曜日・全2
回）　午後6時30分～8時30分
▪内容：11月19日…『事業計画の作り
方』～もうかるしくみの作り方～、
11月26日…『資金計画の作り方』～
プランニングから調達まで～
▪講師：岩﨑	美紀氏（中小企業診断士）
②「地域課題解決！コミュニティビジ

ネスセミナー2020」
▪日時：12月2日・9日（水曜日・全2回）　
午後6時30分～8時30分
▪内容：12月2日…「持続可能な、より
良い社会にするためのコミュニティ
ビジネスとは」、12月9日…「SDGsを
意識した地域課題解決！コミュニ
ティビジネス立ち上げワーク」
▪講師：山下	茎三氏（特定非営利活動
法人おおいたNPOデザインセンタ
ー代表理事）
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
セミナールーム
▪定員：各20人（先着順）
▪受講料：①200円　②300円（資料
代）
▪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、10月
15日㈭～①11月13日㈮、②11月27
日㈮に同プラザ（J:COM	ホルトホー
ル大分2階）へ。
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ARTPLAZA 
U－40建築家展2020
　九州にゆかりのある40歳未満の若手
建築家による合同作品展で、「距離感」
をテーマに12組の作品を展示します。
▪期間：11月3日㈫～8日㈰　午前10
時～午後6時
▪場所：アートプラザ2階　アートホー
ル
問　アートプラザ（☎538-5000）

まちづくり情報カフェ
▪日時：11月5日㈭　午後2時～3時30
分（午後1時45分開場）
▪場所：J:COM	ホルトホール大分3階　
302会議室
▪演題：だれもが自由にどこへでも行
けるまちづくり～バリアフリーから
見る大分市の現在（いま）～
▪講師：豊田	昭知氏（市身体障害者福
祉協議会連合会スポーツ部会副会
長）
▪定員：36人（当日先着順）
問　まちづくり情報プラザ（☎544-
5613）

男女共同参画センター
『たぴねす』愛称決定
記念講演会
▪日時：11月15日㈰　午前9時30分～
午後0時30分
▪場所：コンパルホール1階　文化ホ
ール
▪内容：認知症の母と介護する父のド
キュメンタリー映画「ぼけますから、
よろしくお願いします。」の上映と監
督による講演
▪講師：信友	直子氏（映画監督）
▪定員：200人（当日先着順）
▪その他：託児はありません。
問　男女共同参画センター（たぴねす）
〈☎574-5577〉
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児童手当を振り込みました
　10月期の児童手当（6～9月分）を10月
15日㈭に振り込みました。該当者で振り
込みのない人はお問い合わせください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

指定ごみ袋減免対象者へ
指定ごみ袋を送付します
　家庭ごみ有料化制度に伴う負担軽減
措置として、紙おむつやストーマ用装
具を使っている人、生活保護世帯を対
象に、3年10月までの1年分を11月中
に発送します。
※対象者で届かなかった人は、ごみ減
量推進課（☎537-5703）へお問い合
わせください。

高崎山のニホンザル個体数調査
ボランティア募集
▪調査期間：11月24日㈫～27日㈮・30日
㈪　午前7時30分～正午
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加条件：◦期間中、毎日調査に参加
できる人
　◦11月中で
都合のよい
7日間、サル
の識別（年
齢・性別）研
修に参加できる人　※山の中を歩け
る人　◦全員研修に参加できる人
〈11月4日㈬予定〉
▪申込み・問　電話で、10月15日㈭～
31日㈯に高崎山自然動物園（☎532-
5010）へ。

コンパルホールで展示する
市民作品募集
▪内容：絵画・写真・短歌・俳句など、平
面に画びょうで固定できるもの
▪展示期間：3年1月6日㈬～30日㈯
▪展示場所：コンパルホール3 階 マル
チスポット、4階子どもギャラリー
▪申込み・問　コンパルホールに備え
付けの申込書に記入し、10月16日㈮
～11月30日㈪に同ホール（☎538-
3700）へ。
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第13回新都心わさだの祭り
▪日時：10月17日㈯・18日㈰　午後0時
30分～
▪場所：トキハわさだタウン　フェス
タ広場(大字玉沢)
▪内容：キッズダンス、ストリートダン
ス、ベリーダンス、神楽ほか
問　実行委員会(☎541-0001)

出張労働相談
▪日時：10月22日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分　4階
　410会議室
▪相談内容：労働問題全般
▪相談員：弁護士、労働基準監督官など　
問　県労政・相談情報センター（☎
532-3040）

関埼灯台を一般公開します
▪日時：11月1日㈰　午前10時～午後
3時
▪場所：関埼灯台（大字佐賀関）
▪内容：灯台内部公開、機器展示、海上
保安庁制服試着など
問　大分海上保安部交通課（☎523-
2197）

遺言・遺産相続等
無料相談会
▪日時：10月21日㈬　午後1時～4時
▪場所：県住宅供給公社ビル3階　県
行政書士会
▪内容：行政書士による遺言や遺産相
続、契約書・内容証明作成、生活の困
りごとなどに関する相談
問　県行政書士会（☎537-7089）

無料
人権なんでも相談所
▪日時：10月22日㈭　午前10時～午
後3時
▪場所：佐賀関公民館（大字佐賀関）
▪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）

プロから学ぶ若返り術
「食と美容のビューティー
講座」参加者募集
▪日時：10月28日㈬　午後2時～4時
▪場所：コンパルホール3階　300会議
室
▪対象：市内に居住している60歳以上
の人
▪定員：40人（先着順）
▪申込み・問　電話で、10月22日㈭ま
でに市シルバー人材センター（☎
538-5575）へ。

国民年金保険料の半年前納は
11月2日㈪までに
　国民年金保険料（10月～3年3月分）
を一括前納すると、98,430円（810円
の割引）となります。なお、納付書を持
っていない人は請求してください。
問　大分年金事務所（☎552-1211　
自動音声案内2→2）

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て教室」
▪日時：11月14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

浴
よく

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：17人（先着順）
▪申込み・問　電話で、10月19日㈪か
ら県助産師会（☎534-0753）へ。

無料

無料

情報学習センターの各種教室
（☎545-8616）

①はじめてのドローン
▪日時：11月29
　日㈰　午前
　10時～正午
▪定員：10人
　（多数時は抽
選）
▪受講料：300円
②【シニア】はじめてのiPad
▪日時：12月1日㈫　午前10時～正午
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
③はじめてのパソコン操作
▪日時：12月2日㈬・9日㈬　午後2時
～4時
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪受講料：600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、①11
月15日㈰、②11月17日㈫、③11月18
日㈬までに情報学習センター（〒
870-0851　大石町一丁目3組　
545-5065　 omc@hyper.or.jp）
へ。
　※情報学習センターホームページで
申込みも可。

第30回全国産業教育フェア
大分大会
▪日時：10月24日㈯　午前9時～午後
3時
▪場所：ビーコンプラザ（別府市）
▪内容：全国の専門高校等の学習の取
り組み紹介・展示、学習成果発表およ
びデモンストレーションなど
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
大会ホームページをご覧になるか、
実行委員会事務局（☎506-5613）
へ。

第70回菊花展
▪期間：10月30日㈮～11月10日㈫　
午前9時～午後5時
▪場所：県護国神社（大字牧）
▪内容：菊の展示・品評会
問　市花き園芸大会実行委員会 後藤
（☎090-5021-0772）

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
▪�	株式会社ユニクロ
▪�	こくみん共済	coop大分推進本部
▪�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
▪�	谷村智彦(久原中央)
香典返し寄付
▪ 大分地区　安森幹世(金池南)/大嶋和子(上
野町)/首藤ミドリ(明野北町)
▪ 鶴崎地区　井上けい子(猪野)/竹内一博(三
佐)
▪ 大在地区　中尾俊孝(横田)
▪ 坂ノ市地区　伊東 哉(細)
▪ 稙田地区　櫻井佳子(緑が丘)/佐 福代(賀
来)
▪ 佐賀関地区　淺川久德(馬場)/後藤八重子
(志生木)/須川隆広(白木)
▪ 市外　牧章司(神戸市)
	 以上8月31日受付分まで
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▪	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。
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