
【2月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478,193人（－136）〈住民基本台帳人口〉

男 229,833人（－33） 女 248,360人（－103） 世帯数 225,067世帯（－13）

読み聞かせ会
▪日時：4月10日㈯　午後2時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：20人
▪申込み・問　電話で、4月9日㈮まで
に大分おはなしボランティア協会
（☎070-6670-0721）へ。

市民参加の花公園
　おかばる花公園（大字横尾字岡原）
で、チューリップは4月上旬ごろまで、
花菱草とネモフィラは4月下旬ごろま
で楽しめます。ぜひ見に来てください。
問　NPO法人�岡原花咲かそう会（☎
520-2764）

メディカルアロマテラピー
体験講座
▪日時：4月15日㈭　午後1時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・問　4月14日㈬までに、
NPO法人日本メディカルアロマテ
ラピー協会�川野（☎090-3986-
1237）へ。

留学生が教える語学教室
（サテライトキャンパス
実施事業）
▪期間：4月下旬～8月上旬（週1回90
分･全15回）
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
会議室など
▪内容：英語、中国語、韓国語、タイ語、
スペイン語の語学教室
▪定員：各教室15人程度
▪受講料：各教室1万5,000円（15回
分）
▪その他・問　初回のみ無料見学可。申
込方法など詳しくは、NPO法人大学
コンソーシアムおおいた（☎578-
7400）へ。

第24回市近郊小学生
陸上競技記録会
▪日時：5月23日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（西浜）
▪参加料：1人600円（リレーは1チー
ム1,400円）
▪申込期限：5月14日㈮
▪その他・問　種目など詳しくは、市陸
上競技協会ホームページをご覧にな
るか、同協会（☎558-0613）へ。

無料

無料

市営陸上競技場の教室
①親子体操教室
▪日時：4月～7月（月曜日･全8回）
　午前10時～11時30分
▪対象：2～4歳児とその保護者
▪参加料：4,000円（保険料含む）
②ピラティス教室
▪日時：4月～7月（金曜日･全8回）
　午前10時30分～11時30分
▪対象：50歳以上
▪参加料：3,600円（保険料含む）
③体幹バランスボール教室
▪日時：4月～7月（金曜日･全12回）　
午後1時30分～2時30分
▪対象：50歳以上
▪参加料：5,400円（保険料含む）
▪定員：①20組　②③15人（いずれも
先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、4月1日㈭
から市営陸上競技場（西浜　☎558-
0613）へ。

おおいた勤労者
サービスセンター会員募集
　中小企業等で働く人の福利厚生のた
めの事業です。月々わずかな掛け金で
余暇活動、健康、自己啓発、慶弔などの
サービスを受けることができます。
▪入会金：1人300円
▪月会費：1人800円
問　（一財）おおいた勤労者サービスセ
ンター（☎548-5500）

石綿による疾病の補償・救済を
行っています
　肺がんや中皮腫などを発症し、それ
が労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因であると認められ
た場合は、労災保険法に基づく各種の
労災保険給付や石綿救済法に基づく特
別遺族給付金が支給されます。詳しく
は、大分労働局（☎536-3214）または
大分労働基準監督署（☎535-1514）へ
お問い合わせください。
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情報学習センターの各種教室
①親子のはじめてのアーテックロボプ
ログラミング
▪日時：4月17日㈯　午後2時～4時
▪対象：パソコン操作に慣れている小･
中学生とその保護者
▪定員：10組（先着順）
②はじめてのネットショッピング
▪日時：4月28日㈬　午後2時～4時
▪対象：パソコンを使ったインターネ
ットの基本操作ができる人
▪定員：15人（先着順）
③はじめてのインターネット
▪日時：5月7日㈮･14日㈮　午前10時
～正午
▪対象：パソコンの基本操作ができる
人
▪定員：15人（先着順）
④親子のプログラミング道場
▪日時：○ア第1･4日曜日　○イ第2･3日曜
日　午前10時～正午
▪内容：○アScratch、micro:bit　○イアー
テックロボ、二輪走行ロボットを利
用して、親子が各課題を解く。
▪対象：小学1年生～中学3年生の子ど
もとその保護者
▪定員：各10組（先着順）
▪受講料：①大人300円･子ども200円　
②300円　③600円　④無料（初回
登録料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4月
3日㈯、②は4月14日㈬、③は4月23日
㈮、④は希望する開講日の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　
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。

男女共生セミナー「こどもの日は
家族でコミュニケーション」
　夫婦・お子さんとのコミュニケーシ
ョンについて考えるセミナーです。
▪日時：5月5日㈬���午前10時～11時30分
▪定員：20人（先着順）
▪講師：幸野 晋也氏（おおいたパパく
らぶ共同代表）
▪申込み・場所・問　電話で、4月5日㈪
～25日㈰に男女共同参画センター
（たぴねす）〈コンパルホール2階　
☎574-5577〉へ。
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市民図書館協議会
委員候補者を公募します
▪募集期間：4月1日㈭～15日㈭
▪募集人数：2人
▪その他・問　応募資格や応募方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、市民図書館（☎576-
8241）へ。

商工業振興計画策定委員会の
委員を公募します
▪募集期間：4月1日㈭～14日㈬
▪募集人数：1人
▪その他・問　応募資格や応募方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、商工労政課（☎585-6011）
へ。

J:COM�ホルトホール大分
「ホルとも」会員募集
▪会員特典：一部公演チケットの優先
予約･割引販売、季刊誌送付など
▪料金：入会金500円、年会費1,000円
▪その他・問　概要や申込方法など詳
しくは、J:COM�ホルトホール大分
（☎576-8877）へ。

「就労ピアサポートサロン
おおいた」参加者募集
▪日時：毎月第3日曜日　4月～9月は
午前10時～正午、10月～4年3月は
午後1時～3時　※当日受付
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
障がい者交流室
▪内容：障がいがある人同士の就労に
関する相談･交流･情報交換など
問　障害福祉課（☎537-5658）

戸次本町にぎわい創出
ワークショップ参加者募集
▪日時：4月25日㈰　午前10時～正午、
5月15日㈯・29日㈯　午後6時～8時
▪場所：大南市民センター
▪内容：戸次本町のまちづくりについ
て、自由に意見を出し合い、共有しま
す。
▪定員：30人程度
▪申込み・問　電話で、4月16日㈮まで
にまちなみ整備課（☎537-5637）
へ。
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無料

平和市民公園能楽堂
開館記念事業「おさらい会」
　流派・会派を問わず能楽のお稽古に
精進する皆さんによる発表会です。
▪日時：4月4日㈰　午前10時～午後4
時30分（予定）〈午前9時30分開場〉
▪場所・問　平和市民公園能楽堂（牧緑
町　☎551-5511）

磯崎新パネル展
　市出身の世界的建築家･磯崎新氏の
業績を紹介する展覧会です。
▪日時：4月9日㈮～25日㈰　午前10
時～午後5時
▪場所･問　アートプラザ（☎538-5000）

実践ビジネスプラン
〈春季〉講座2021+SDGs
▪日時：5月13日･20日･27日（木曜日・
全3回）　午後6時30分～8時30分
▪内容：事業計画や資金計画の立て方、
SDGsをツールとしてビジネスに活
用するヒントを学ぶ
▪講師：岩﨑�美紀氏（中小企業診断
士）、山下�茎三氏（おおいたNPOデ
ザインセンター代表理事）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・場所・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、4
月1日㈭～5月11日㈫に同プラザ
（J:COM�ホルトホール大分2階　☎
576-8879）へ。

アクアフィットネス講座
▪日時：6月3日･10日･17日･24日、7月1日
･8日（木曜日･全6回）　午後3時～4時
▪場所：南大分温水プール
▪対象：市内に居住･通勤する18歳以
上の人（高校生は不可）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪申込み･問　南大分体育館に備え付
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、4月30日㈮
までに同体育館（☎546-7010）へ。
※市ホームページで電子申請も可。
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無料

無料
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無料

でんぐり紙で作る
カラフルモビール
▪日時：4月18日㈰　午後2時～4時
▪対象：3歳以上の子どもとその保護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪参加費：500円（2個制作）
▪申込み・場所・問　電話で、4月9日㈮
午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

カラーサンドとミニチュアで
つくる！カラフルジオラマ
　展覧会鑑賞（学芸員の解説付き）とワ
ークショップを楽しめます。
▪日時：4月24日㈯　午後1時30分～3
時30分（午後1時受付開始）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加費：制作者1人につき500円（高校
生以上は別途特別展観覧料が必要）
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・場所・問　往復はがきに、教
室名、参加者全員の氏名、代表者の住
所･電話番号を記入し、4月1日㈭～4
月10日㈯〈消印有効〉に市美術館（〒
870-0835　大字上野865　☎554-
5800）へ。

ＩＴボランティア養成講座
▪日時：5月13日・20日・27日、6月3日・
9日（木曜日・4回　※6月9日のみ水
曜日）　午後2時～4時
▪対象：パソコンでのメールのやりと
りができ、講座終了後、情報学習セン
ターや公民館などでパソコン指導や
ITボランティア活動が可能な人
▪定員：20人(多数時は抽選)
▪その他：全5回の講義・実技の後、1～
2回の実習と修了式があります。
▪申込み・場所・問　Ｅメールで、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、講座名を、
5月6日㈭〈必着〉までに情報学習セン
ター(大石町一丁目3組　☎545-
8616　 omc@hyper.or.jp)へ。

無料
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