
大分県最低賃金が変わります
　大分県の最低賃金は、10月6日㈬か
ら1時間822円に変わります。詳しくは、
大分労働局賃金室（☎536-3215）へ。

里親募集説明会（要予約）
▪日時：10月3日㈰・8日㈮・13日㈬・24

日㈰・26日㈫、11月4日㈭・14日㈰　
午後2時～4時　※10月13日㈬、11
月4日㈭は午後7時～9時
▪場所：県こども・女性相談支援セン

ター（荏隈）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

県中央児童相談所（☎544-2016）へ。

大分税務署からのお知らせ
◎消費税の適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）説明会
▪日時：①10月13日㈬　②11月18日

㈭　③12月15日㈬　午前10時～11
時、午後2時～3時　※要予約
▪対象：事業者の人
▪定員：各25人
▪申込み・場所・問　電話で、①10月11

日㈪　②11月16日㈫　③12月13日
㈪までに大分税務署（☎532-4171）
へ。

豊肥本線の保守工事に伴い、
列車を運休します
　豊肥本線 宮地駅～中判田駅間にお
いて、10月21日㈭、11月18日㈭の2日
間、線路の保守工事のため午前9時～
午後3時頃の間、特急列車を含むすべ
ての列車を運休します。詳しくは、JR
九州大分支社営業課（☎538-2957）へ
お問い合わせください。

第71回菊花展
▪期間：10 月 29 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）

市社協だより音声版を
発行しています
　市社会福祉協議会では、希望者に「お
おいた市社協だより音声版（CD）」を発
行しています。
▪申込み・問　直接または電話で、市ボ

ランティアセンター（☎547-7419）へ。

無料

無料

無料人権なんでも相談所
▪日時：10月7日㈭　午前10時～午後

3時
▪場所：明治明野公民館（明野北四丁目）
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、

いじめ・体罰などの人権問題
▪相談員：人権擁護委員
問　大分地方法務局（☎532-3161〈代〉）

「ハロウィンジャンボ宝くじ」が
10月22日㈮まで発売されています
　賞金は、1等・前後賞合わせて5億円
です。この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われま
す。
問　（公財）大分県市町村振興協会（☎

574-9457）

成年後見・相続税等無料相談会
▪日時：10月23日㈯　午前10時～午

後4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階　

404会議室
▪内容：税理士による成年後見制度、相

続税、贈与税に関する相談会
問　南九州税理士会県連合会（☎532-

2974）

国民年金保険料の半年前納は
11月1日㈪までに
　国民年金保険料（10月～4年3月分）
を一括前納すると、98,850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）

（一財）日本防火・防災協会の
各種講習（☎03-6263-9903）
①甲種防火管理新規講習会
▪月日：11月16日㈫・17日㈬〈全2日〉
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪定員：85人（先着順）
▪受講料：8,000円（資料代など）
②甲種防火管理再講習
▪月日：12月15日㈬
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

302・303会議室
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：7,000円（資料代など）
▪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。

【8月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477,525人（－91）〈住民基本台帳人口〉

男 229,529人（－61） 女 247,996人（－30） 世帯数 226,564世帯（＋22）

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
▪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
▪�大分中央ライオンズクラブ/宮﨑惠美子
（寒田北町）

香典返し寄付
▪�大分地区　郡田正明（明野北）/佐藤守英
（碩田町）/柏敏宏（荏隈）/𠮷𠮷﨑陵雄（西春
日町）/副弘二（津守）/宮田敏行（羽屋）
▪�大在地区　和田正美（汐見）
▪�坂ノ市地区　木﨑達男（久原）/直野敏晴
（浜中）/猪原晴夫（坂ノ市中央）/幸康則
（細）/岡田陽介（坂ノ市中央）/髙橋マツ子
（坂ノ市南）
▪�大南地区　加来建次（竹中）/一番ヶ瀬美

和子（けやき台）/大島敏武（判田台南）
▪�稙田地区　古賀トナミ（旦野原）/佐藤香

惠子（富士見が丘東）
▪�佐賀関地区　安部照代（一尺屋）
▪�野津原地区　奈須修一（下原）/河野義一
（下原）

 以上8月17日受付分まで

善意の泉08 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！

大分市×帯広市 
姉妹都市締結●●周年を迎えます！

▪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、10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、ひじきセッ
トを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。

9月1日号「市報クイズ」の答え
9月1日は防災の日、 

9月9日は 救○ 急○ の日！

市報クイズ07
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ハッピーファミリー
応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪内容：沐

もくよく

浴実習、助産師への相談など
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
②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
▪月日・場所：10月16日㈯　稙田市民

行政センター、10月28日㈭　明治明
野公民館、11月11日㈭　鶴崎公民館

　※11月11日㈭は①のみ実施
▪時間：午後1時～3時30分（2部制）
▪定員：①各日6組　②各日12組
　（いずれも先着順）
▪申込み・問　電話で、10月4日㈪から

開催日前日までに県助産師会（☎534-
0753）へ。

第13回豊の国 YOSAKOIまつり
▪日時・場所：11月3日㈬　午前10時～

若草公園、お部屋ラボ 祝祭の広場、
JR 大分駅府内中央口広場　※3会場
で競演
問　事務局 須賀（☎090-4486-0211）

介護に関する
入門的研修受講者募集
▪日時：11月21日・28日、12月5日・12

日　（日曜日・全4回）　※各回4～6
時間
▪対象：介護未経験者で介護職の資格

を持たない人
▪定員：16人（先着順）
▪申込み・場所・問　申込書（県社会福

祉介護研修センターホームページで
ダウンロード可）に記入し、郵送また
はファクスで、10月29日㈮までに同セ
ンター（〒870-0161　明野東三丁目
4-1　☎552-7000　 552-7002）へ。

医療事務資格取得支援講座
▪期間：12月11日㈯～4年2月20日㈰
〈土・日曜日・全14回〉
▪時間：午前9時～午後4時
▪対象：ひとり親家庭の父・母　※所得

制限あり
▪定員：8人（先着順）
▪受講料：13,100円（教材費）
▪申込み・場所・問　10月12日㈫から直

接、ひとり親家庭支援プラザ（J:COM 
ホルトホール大分3階　☎576-8882）
へ。

無料
アートプラザワークショップ

「版画で年賀状をつくろう」
▪日時：11月3日㈬　①午前10時～正

午　②午後2時～4時
▪場所：アートプラザ2階　実技室
▪対象：①小学生～大学生（小学3年生

以下は保護者同伴）　②大人
▪定員：各6人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費込）
▪申込み・問　電話で、10月22日㈮午

後5時までにアートプラザ（荷揚町　
☎538-5000）へ。

生ごみ堆肥で野菜作り勉強会
▪日時：11月20日㈯　午後2時～3時

30分
▪場所：稙田市民行政センター
▪内容：生ごみ処理容器の使い方や生

ごみ堆肥の利用方法等を学ぶ
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪申込み・問　ごみ減量推進課（本庁舎

4階）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1日㈪までに
同課（☎537-5687）へ。

赤十字救急法等講習会
▪日時：10月8日㈮　午後1時～5時　

11月27日㈯　午前9時～午後1時
▪対象：15歳以上
▪定員：各16人（先着順）
▪受講料：各1,500円
▪申込み・場所・問　電話またはファク

スで、日赤大分県支部（〒870-0033　
千代町二丁目3-31　☎534-2237　

533-6795）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：10月中旬～4年1月上旬（週1回

90分・全10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10,000円（10回分）
▪その他：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。

街のホット情報06

河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス

11月～4年2月」
▪日時：11月7日～4年2月6日（日曜

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15日㈮〈必着〉
ま で に 社 会 教 育 課（〒 870-8504　
荷揚町2-31　☎537-5649）へ。

　※10月1日㈮から市ホームページで
電子申請も可。

男女共生セミナー
『自立した老後を目指す

シニアライフ講座』
▪日時：11月 12日・19日・26日　午前

10時～11時30分（金曜日・全3回）
▪講師：樋口 雅子氏 （シニアライフア

ドバイザー）
▪定員：20人（先着順）　
▪その他：託児は先着10人まで（要予

約）　※生後6カ月～就学前
▪申込み・場所・問　電話またはセン

ター窓口で、10月1日㈮から男女共
同参画センター（コンパルホール2
階　☎574-5577）へ。

平和市民公園能楽堂
「木のスプーンづくり

～自作のスプーンで
おいものパフェを食べよう～」
▪日時：11月27日㈯　午前10時～正午
▪定員：15人（先着順）
▪参加料：3,500円
▪申込み・場所・問　電話で、10月22日

㈮～11月5日㈮に平和市民公園能楽
堂（牧緑町　☎551-5511）へ。

講座＆教室05

無料

16市報おおいた  R３.10.１


