▪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。

第10回風景写真展

無料

①写真展
▪日時：12月7日㈪～13日㈰
※7 日は正午～午後5時、8～12日は
午前9時～午後5時、13日は午前9
時～午後4時
②パネルディスカッション
▪日時：12月7日㈪ 午後1時～2時
▪内容：風景写真家が現場で考えるこ
と、撮影秘話！
③萩原史郎のRAW現象へのお誘い
▪日時：12月8日㈫ 午前10時～11時
▪場所：アートプラザ
▪定員：②③各30人（先着順）
▪申込み・問 ②③については、電話ま
たはファクス、Eメールで、氏名、電
話番号を12月5日㈯までに日本風景
写 真 協 会 大 分 支 部 大 沼（ ☎0 8 0 5 2 1 7 -6 6 7 1
5 6 0 -0 6 9 1
oonuma0316@icloud.com）へ。
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善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪大
 分みらい信用金庫
大分みらい信用金庫信友会
▪榊原哲雄
▪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 野仲昌子(原新町)/小野治美(萩
原)/川野二朗(高城新町)/青木博美(千歳)/
村上ケサエ(浜の市)/安部寶 (金池南)/内
田純子(明野東)
▪鶴崎地区

得丸定子(鶴瀬 )/椎原眞澄(宮

河内)/鳴瀬章(松岡)/房﨑明美(家島)
▪大在地区 樋口稔(政所)/北川和生(政所)
▪坂ノ市地区 河野威(坂ノ市中央 )/江川順
二(久原中央)
▪稙田地区 渕野幸(賀来南)/和田いくみ(賀
来北)/佐藤郁子(木上)/上原弘延(ふじが丘)
▪佐賀関地区 稲生信子(本神崎 )/梶原美千
子(志生木)
▪野津原地区 福岡尚司(廻栖野)/藤塚勇(竹
矢)
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以上9月30日受付分まで
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チューリップの球根を
植えませんか

無料

▪日時：11月22日㈰ 午前10時～
※雨天時は11月29日㈰に延期
▪場所：おかばる花公園（大字横尾）
問 岡原花咲かそう会 木津（☎5202764）

公共職業訓練
2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
▪申込期間：11月26日㈭～12月25日
㈮
▪その他・問 訓練コース説明会を12
月15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。

ミツバチの飼育には
届け出が必要です
養蜂業者や、趣味でミツバチを飼育
している人は、飼育届の提出が必要で
す。詳しくは、県中部振興局農山漁村振
興部（別館4階 ☎506-5732）
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〉
）
◎国民年金保険料は全額が社会保険料
控除の対象です
国民年金保険料は、所得税、市・県民
税などの社会保険料控除の対象となり
ます。控除できる金額は、2年中に実際
に支払った金額の全額です。
社会保険料控除の適用については、
国民年金保険料を支払ったことを証す
る書類「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」
（ 日本年金機構から11月
上旬または3年2月初旬に送付されま
す）を年末調整や確定申告時に添付す
る必要があります。
なお、
「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」を紛失した場合は、大分年
金事務所で再発行できます。
◎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。

無料人権なんでも相談所

出張労働相談

▪日時：12月3日㈭ 午前10時～午後
3時
▪場所：大南公民館
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ
き
ラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀
そん
損・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）

▪日時：11月26日㈭ 午後1時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階
408会議室
▪相談内容：労働問題全般に関するこ
と
▪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（☎5323040）

職場の活力を高める
リーダーシップ講座
▪月日：3年1月15日、2月5日・26日（金
曜日、全3回）
▪場所：J:COMホルトホール大分
▪定員：15人（先着順）
▪受講料：29,000円
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
中小企業大学校直方校（☎0949-281144）へ。

県立農業大学校
農学部学生募集
▪出願期間：11月30日㈪～12月14日
㈪
▪試験日：3年1月21日㈭
問 県 立 農 業 大 学 校（ ☎0 9 7 4 -2 2 7582）

陸上自衛隊高等工科学校
生徒の採用試験
▪一次試験：3年1月23日㈯
▪応募資格：15歳以上17歳未満の男子
で中学校卒業者（3年3月卒業見込み
の人を含む）
▪受付期限：3年1月6日㈬
問 自衛隊大分地方協力本部大分募集
案内所（☎546-2177、夜間・休日は
☎536-6271）

消防設備士試験
▪日時：3年1月31日㈰ 午前10時～
▪場所：IVY大分高度コンピューター
専門学校（東春日町）、県教育会館（大
字下郡） ※試験会場選択不可
▪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ま
たは（一財）消防試験研究センターの
ホームページから、書面申請は11月
30日㈪～12月10日㈭に、電子申請
は11月27日㈮～12月7日㈪に同セ
ンター県支部（☎537-0427）
へ。

自死遺族のつどい

無料

無料

▪日時：12月3日㈭ 午後2時～4時
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問 電話で、11月26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 ☎5 4 1 6290）へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：12月22日㈫ 午前9時30分～
午後4時30分（午前9時受付開始）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者および
従事予定の人で、調理師・栄養士など
の資格を持っていない人
▪定員：100人程度（先着順）
▪申込み・問 受講料10,000円（食品
衛生協会員は6,000円）を添えて、12
月1日㈫～4日㈮に直接、市食品衛生
協会（荷揚町6-1 保健所2階 ☎
532-0010）
へ。

甲種防火管理新規講習
▪月日：3年1月14日㈭・15日㈮
〈全2回〉
▪場所：J:COMホルトホール大分
▪定員：85人（先着順）
▪受講料：8,000円（事前振り込み）
▪申込期間：12月2日㈬～9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（☎036263-9903）
へ。

消防設備点検資格者講習
▪種別と期間：◦第1種…3年2月3日㈬
～5日㈮ ◦第2種…3年2月17日㈬
～19日㈮
▪場所：J:COMホルトホール大分
▪定員：各20人
▪受講料：区分毎32,300円
▪申込期間：12月16日㈬～25日㈮
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
（一財）県消防設備安全協会（☎5373125）へ。

男女共生セミナー
「当事者が話す！性的少数者と
呼ばれる人のコトVol.4」 無料
▪日時：12月13日㈰ 午前10時～11
時30分
▪講師：奥結香氏〈SOGIE(LGBT）サ
ポートチーム ココカラ！共同代表〉
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・場所・問 電話または市ホー
ムページ申込みフォームで、12月5
日㈯までにたぴねす（男女共同参画
センター）
〈 コンパルホール2階 ☎
574-5577〉
へ。

市民食品衛生講座

無料

▪日時：12月21日㈪ 午前10時30分
～11時30分
▪場所：保健所6階 大会議室
▪内容：冬に気をつけたい食中毒
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪申込み・問 直接または電話で、11
月16日㈪～12月10日㈭に保健所衛
生課（荷揚町 ☎536-2704）
へ。

冬休みキッズ米粉料理教室
▪日時：12月25日㈮ 午前10時～午後
1時
▪場所：コンパルホール 調理実習室
▪対象：5歳～小学生の子どもとその
保護者
▪定員：8組16人（多数時は抽選）
▪参加料：1人500円（材料費）
▪申込み・問 農政課または各支所に
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、
11月30
日㈪〈必着〉までに同課（〒870-8504
荷揚町2-31 ☎537-7025）
へ。
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県立盲学校幼稚部入学者募集
▪対象：平成27年4月2日～30年4月1
日生まれで、視覚に障がいを有する
人
▪願書配布：3年1月4日㈪から県立盲
学校事務室で配布
▪出願期間：3年1月4日㈪～15日㈮
▪入学希望者の面接：3年1月18日㈪～
21日㈭
▪願書請求・問 県立盲学校（〒8700026 金池町三丁目1-75 ☎5322638
532-2636）
へ。

05
情報学習センターの
各種教室
①女性のためのはじめてのExcel
▪日時：12月22日㈫ 午前10時～正午
②女性のためのはじめてのWord
▪日時：12月23日㈬ 午前10時～正午
③ シ ニ ア の は じ め て のAndroidタ ブ
レット
▪日時：12月24日㈭ 午後2時～4時
▪対象：①②パソコンの基本操作がで
きる人 ③Androidタブレットを扱
ったことのないシニアの人
▪定員：①②各20人 ③10人（いずれ
も多数時は抽選）
▪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、月日を、①は
12月8日㈫、②は12月9日㈬、③は12
月10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 4 5 -5 0 6 5
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。

ふるさとの歴史再発見
「古文書のコース」
開講
▪日時：3年1月23日、2月13日・27日、
3月6日・20日（土曜日・全5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）
▪受講料：300円（資料代）
▪申込み・問 往復はがきに、住所、氏
名、電話番号、講座名を記入し、12月
15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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