
セカンドライフを応援！
からだ測定会
　体力・記憶力・個性などを測定します。
▪月日：9月22日㈬
▪場所：コンパルホール　多目的ホール
▪対象：市内に居住する60歳以上の人
▪定員：50人（先着順）
▪申込期間：9月1日㈬～10日㈮
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

株式会社　大宣（☎090-1360-5658）
へ。

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2日㈯・30日㈯ 法令
10月3日㈰・31日㈰ 物理化学

▪時間：午前10時～午後5時
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪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。

3年度後期技能検定試験
▪実技試験実施期間：12月3日㈮～4年

2月13日㈰
▪学科試験実施日：4年1月23日㈰、30

日㈰、2月2日㈬、6日㈰
▪職種：配管、建築大工など50職種
▪受付期間：10月4日㈪～15日㈮
問　県職業能力開発協会（☎542-3651）

無料
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
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし

方、新生児の育児講座、沐
もく

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
▪定員：各日6組（先着順）
◎親子スキンシップ教室
▪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：各日12組（先着順）
▪日時：9月18日㈯、10月2日㈯　午後

1時～3時30分（2部制）
▪場所：鶴崎公民館（東鶴崎一丁目）
▪申込み・問　電話で、9月2日㈭から

県助産師会（☎534-0753）へ。

県障がい者（児）「秋の交歓会」
▪日時：9月25日㈯　午前10時～午後

2時30分
▪場所：大分いこいの道広場
▪内容：ステージイベント、味のコー

ナー
問　県障害者社会参加推進センター
（☎558-8797）

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。

全国一斉不動産相談会
▪日時：10月1日㈮　午前10時～午後

4時
▪場所：アミュプラザおおいた　JR お

おいたシティ タイムズスクエア
▪相談内容：賃貸・売買など不動産取引

について
問　（公社）全日本不動産協会大分県本

部（☎534-3839）

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：10月8日・22日、11月12日・26

日、12月10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。

無料

無料

【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 477,616人（－26）〈住民基本台帳人口〉

男 229,590人（－6） 女 248,026人（－20） 世帯数 226,542世帯（＋58）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪有限会社キムラ・コーポレーション
▪株式会社木村洋行
▪株式会社西日本洋行
▪株式会社ケイプラス
▪大分みらい信用金庫
▪株式会社新鮮マーケット
▪株式会社SYSKEN
▪元屋印刷株式会社
▪佐賀関地区食品衛生組合
▪株式会社エーアンドエーマテリアル
　朝日珪酸工業株式会社
▪原優梨子
▪�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
▪�板井真一（青葉台）/宮﨑惠美子（寒田北町）
香典返し寄付
▪�大分地区　髙橋弘子（錦町）/戸開祐馬（羽

田）/河野国子（花津留）/内梨哲哉（中島中
央）/稲田和代（下郡山の手）/多田きよみ

（花高松）/合澤利一（明野南）
▪�鶴崎地区　安部政信（皆春）/渋谷憲二（小

池原）/森正德（法勝台）/三宮烈（森）/井
筒幸男（松岡）
▪�坂ノ市地区　河野光子（坂ノ市南）/板井

靖子（市尾）/飛髙栄二（市尾）/實﨑正和
（屋山）
▪�大南地区　安東新一（ひばりケ丘）/松田

幸子（中戸次）
▪�稙田地区　大野加代子（田尻中央）/佐々

木恵子（松が丘）
▪�佐賀関地区　相澤謙吾（一尺屋）/姫野竜
（佐賀関）/瀧川啓二（大平）/姫野忠一（佐
賀関）
▪�野津原地区　舞京子（竹矢）/佐藤ヤチヨ
（野津原）/藤原廣美（下原）/工藤高男（太
田）/仲村英一（竹矢）
▪�市外　渡邉達生（豊後大野市）
 以上7月15日受付分まで

善意の泉09 敬称略

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

9月1日は防災の日、 
9月9日は●●の日！

▪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、高崎山自然動物園ペ
ア入園券とたかもんグッズをセットにし
て3人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
「大分市シェイクアウト2021」の日時は？ 

9月  １○  日㈬　午前11時45分～

市報クイズ08

日程の変更をお知らせします
市報8月1日号5ページに掲載しま
した「スポーツフェスタ　実践護身
武道空手道」の日程が変更になりま
した。

変更前…10月31日㈰
変更後…11月21日㈰

中止になりました

中止になりました
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メディカルアロマテラピー
体験講座
▪日時：9月16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　9月15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（☎080-9062-3334）へ。

悩まず どんとこい
労働相談週間
▪期間：10月1日㈮～7日㈭
▪時間：◦平日…午前9時～午後8時
（来所受付は午後7時まで）　◦土・

日曜日…午前9時～午後5時（来所受
付は午後4時まで）
▪相談内容：解雇・賃金未払い・労働条

件などの労使間トラブルに関すること
▪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）〉

ノルディックウオーキング教室
入門コース
▪日時：10月6日 ･20日、11月10日・24

日、12月1日・15日（水曜日・全6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：3,000円（傷害保険料含む・

全6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。

弓道教室「初級コース」
▪日時：10月14日㈭～12月19日㈰の

毎週月・木曜日（祝日を除く）〈全20
回〉　※最終回のみ日曜日　◦昼の
部…午後1時30分～3時　◦夜の部
…午後6時30分～8時
▪場所：大洲総合運動公園内弓道場
▪対象：中学生以上の初心者
▪定員：◦昼の部…20人　◦夜の部…

40人（いずれも先着順）
▪参加料：9,000円
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏

名、生年月日、性別、電話番号、希望の
部、足袋のサイズを記入し、10月4日
㈪〈消印有効〉までに市弓道クラブ　
高野（〒870-0267　城原1734-44　
☎593-2096）へ。

無料

無料

人権なんでも相談所
▪日時：9月16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

・プライバシー侵害を受けたなど
の人権問題
▪相談員：人権擁護委員
問　大分地方法務局（☎532-3161）

認知症の人を介護する家族の
つどい～茶話会～
▪日時：9月28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。

アビリンピックおおいた2021
（第21回県障害者技能競技大会）
▪日時：11月27日㈯　午前9時30分～
▪場所：サイクルショップコダマ大洲

アリーナ（青葉町）
▪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）、ビ
ルクリーニング（チャレンジコース

〈モップ部門・ダスタークロス部門〉）
…各5人　◦ワープロ、喫茶サービス、
ビルクリーニング、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（3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29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。

母子家庭等就業・自立支援センターを
ご利用ください
　母子家庭の母などを対象に、専門の
支援員が就労相談や職業紹介を行って
います。
▪受付日時：月～金曜日（祝日を除く）、

日曜日　午前8時30分～午後6時
　※月・日曜日は午後5時まで
▪場所・問　母子家庭等就業・自立支援

センター（県総合社会福祉会館3階
〈大津町二丁目〉　☎552-3313）

無料

無料

無料

無料

危険物取扱者試験
▪日時：11月21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

ター大分県支部、消防局予防課、各消
防署に備え付けの願書に記入し、9
月28日㈫～10月7日㈭に同センター
へ。　※9月25日㈯～10月4日㈪に
同センターホームページから電子申
請も可。
問　消防局予防課（☎532-3199）

読み聞かせ会
▪日時：9月11日㈯　午後2時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問　電話で、9月10日㈮まで

に大分おはなしボランティア協会（☎
070-6670-0721）へ。

消防設備士法定講習会
▪受講対象者：平成31年度・令和元年

度に免状交付を受けた消防設備士、
平成28年度に法定講習を受けた消
防設備士、法定期限内に法定講習を
受けていない消防設備士
▪申込み：受講対象者には、受講申請書

用紙を郵送します。受講申請の受付
期限は、9月17日㈮です。
▪その他・問　日時や申込方法など詳

しくは、（一財）県消防設備安全協会
（☎537-3125）へ。

OITAものづくり展2021
「ものづくり体験教室」
▪月日：10月2日㈯・3日㈰
▪内容：ドローンプログラミング、一輪

挿しの製作など
▪定員：各10人程度（多数時は抽選）
▪申込期限：9月16日㈭
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

OITA ものづくり展2021公式ホー
ムページをご覧になるか、同展実行
委員会（☎569-1234）へ。

試　験06

街のホット情報07

無料
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