
赤十字
救急法等講習会
◎救急基礎講習会（ベーシックライフ
サポート講習）
▪日時：1月15日㈯　午前9時～午後1
時、2月22日㈫　午後1時～5時
▪対象：15歳以上
▪定員：各16人
▪参加料：1,500円（教材費）
▪その他・場所・問　応募方法など詳し
くは、日赤大分県支部（千代町二丁目
☎534-2237）へ。

フラワー
アレンジメント教室
▪日時：1月21日㈮　午前10時～正午
▪対象：市内居住の60歳以上の女性
▪定員：15人（先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、市シルバー
人材センター（金池町三丁目　☎
538-5575）へ。

不用になったこいのぼりを
お譲りください
　津留地区まちづくり協議会では、地
域の活性化事業として、「桜花爛漫の裏
川に鯉が泳ぐ」をテーマに「鯉のぼりが
泳ぐまちづくり」を実施します。ご家
庭で、不用になったこいのぼりの提供
をお願いします。
▪募集期限：1月31日㈪
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
津留地区公民館（☎558-4014）へ。

女性のための
創業セミナー
▪日時：2月5日･12日･19日･26日（土
曜日・全4回）　午後1時～5時
▪場所：大分商工会議所5階（長浜町三
丁目）
▪定員：15人（先着順）
▪申込期間：1月1日㈯～21日㈮
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
大分商工会議所（☎536-3208）へ。

公証人による
無料相談会
　遺言や任意後見など、さまざまな公
正証書の作成を中心とした無料相談会
を各地区公民館で開催しています。参
加には事前申込みが必要です。詳しく
は、大分公証人合同役場（☎535-0888）
のホームページをご覧ください。

無料

無料

第29回
七瀬川どんど焼き大会
▪日時：1月8日㈯　午後5時30分～
　※雨天時は1月9日㈰
▪場所：七瀬川自然公園
▪内容：無病息災などを祈念し、正月飾
りやお守りに火を放ちます。
問　実行委員会�門脇（☎090-3012-
7870）

メディカルアロマテラピー
体験講座
▪日時：1月20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　1月19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。

県立盲学校高等部入学者募集
▪対象：視覚に障がいを有する中卒者
（普通科）・高卒者（専攻科…あんま
マッサージ指圧師、はり師など）
▪出願期間：2月14日㈪～18日㈮
　※願書は県立盲学校（金池町三丁目）
で配布
▪試験日：3月2日㈬・8日㈫
問　県立盲学校（☎532-2638）

「大分いのちの電話」
ボランティア電話相談員
養成講座（前期）および
カウンセリング公開講座
▪期間：4月5日㈫～8月2日㈫
▪日時：毎週火曜日　午後6時30分～8
時30分
▪場所：コンパルホール
▪対象：20歳以上
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問　電話で、3月31日㈭まで
に（福）大分いのちの電話事務局（☎
537-2488）へ。

検察審査会にご相談ください
　検察審査会は、検察官が被疑者を裁
判にかけなかったこと（不起訴処分）に
ついて審査しています。犯罪の被害に
遭った人や告訴・告発した人から申立
てがあったときに審査を始めます。秘
密は固く守られます。気軽にご相談く
ださい。
問　大分検察審査会事務局（☎532-
7161）

無料

無料

【11月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477,618人（－24）〈住民基本台帳人口〉

男 229,561人（－57） 女 248,057人（＋33） 世帯数 226,877世帯（＋90）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�シーラスメディカル株式会社
▪�原優梨子
▪�地球大好き！さくらグループ
▪�株式会社グロースライフ
▪�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
▪�秦野晃郎（大手町）/内田寛子（里）/宮﨑惠
美子（寒田北町）/地球大好き！さくらグ
ループ（横尾）
香典返し寄付
▪�大分地区　上野博（津守）/姫野憲司（田ノ
浦）/甲斐愼一（勢家町）/関文和（下郡北）/
綾部芳行（東大道）/多田きよみ（花高松）/
佐藤健二（羽田）/生野公子（上野丘西）/篠
田光正（城東町）/秋𠮷𠮷孝史（志手）/村山カ
ヨ子（弁天）/大石信子（今津留）/平田耕治
（明野北）
▪�鶴崎地区　三井力彌（森町）
▪�大在地区　高橋洋三（政所）/岡﨑厚子（政
所）/藤田イズコ（角子原）
▪�坂ノ市地区　高見久子（久原中央）/篠田
久子（久原中央）/大塚朝絵（浜中）/直野敏
晴（浜中）
▪�大南地区　鬼武豊（判田台北）/但馬哲郎
（辻）/日髙和彦（中戸次）
▪�稙田地区　後藤圭助（ふじが丘）
▪�野津原地区　波多野幸江（野津原）/加茂
公美（野津原）
� 以上11月16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！

4期目の市観光大使に就任したのは？�
●●●●さん

▪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、1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、新春セット（関あじめ
しの素・関さばめしの素）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。

12月1日号「市報クイズ」の答え
豊予交流　愛媛県松野町は、

「何の国」と呼ばれているでしょうか？�
「�森○�の国」
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悩まず どんとこい
労働相談週間
▪期間：2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・賃金未払いなどを含
めた労使間トラブルに関する相談
▪その他：来所相談の場合は、事前にご
連絡ください。
▪場所・問　〈専用ダイヤル〉☎536-
3650　〈来所〉県労働委員会事務局
（県庁舎本館3階）

点訳・音訳ボランティア　
養成講習会受講者募集
▪受講期間：4月～5年3月
▪日時：①点訳講習会…毎週金曜日
　午前10時～正午　②音訳講習会…
毎週火曜日　午前10時～正午
▪対象：講座終了後に、ボランティアと
して点訳・音訳作業ができる人
▪定員：①②15人程度（いずれも多数
時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきまたは
メールで、住所、氏名、年齢、電話番
号、講習会名、リモート受講の可否
を、3月15日㈫〈必着〉までに県点字
図書館（〒870-0043　中島東一丁
目2 -2 8　☎538 -0 3 9 9　 oita-
kenmou.tenjitoshokan@mbr.
nifty.com）へ。

大分体操教室生を
募集します
▪期間：4月9日㈯～5年3月（全24回）　
土・日曜日、祝日の午前中
▪場所：コンパルホール5階　体育室
または南大分体育館　※場所は、会
場確保の状況により異なる
▪対象：満4歳～新小学6年生
▪定員：50人程度（多数時は抽選）
▪参加料：入会金2,000円、年会費2万
円（スポーツ安全保険・手帳等を含
む）
▪申込み・問　往復はがき（複数人同一
はがき可）に、住所、参加者の氏名・性
別・生年月日・新学年（年中～新小学6
年生）、電話番号、保護者名を記入し、
1月21日㈮〈必着〉までに大分体操教
室�田島（〒870-0860　明磧町二丁
目5番7号　☎090-7151-0340）へ。

無料

無料

第33回豊の国ねんりんピック
シルバーふれあい
短歌・俳句・川柳募集
▪募集期間：1月1日㈯～31日㈪
▪募集点数：1人につき短歌1首、俳句2
句、川柳2句で、未発表のもの
▪応募資格：昭和38年4月1日以前に生
まれた県内居住の人
▪申込み・問　県社会福祉協議会（大津
町二丁目）または市社会福祉協議会
（J:COM�ホルトホール大分4階）、長
寿福祉課（本庁舎1階⑭番窓口）に備
え付けの申込用紙に記入し、県社会
福祉協議会（☎553-1150）へ。

「エコアクション21」
合同コンサルティング
▪内容：AコースとBコース（いずれも
全5回）があります。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
▪対象：県内の事業者
▪申込期限：1月31日㈪
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
エコアクション21特別基礎地域事
務局おおいた（☎504-3088）へ。

介護に関する入門的研修の
受講者募集
▪日時：2月12日・19日・26日、3月5日
〈土曜日・全4回〉　午前9時～午後4
時10分　※全4回受講する必要があ
ります
▪場所：県総合社会福祉会館（大津町二
丁目）
▪対象：介護に興味・関心がある人、介
護の仕事をしたい人など
▪定員：20人程度（多数時は抽選）
▪申込期限：1月28日㈮
▪その他・問　研修内容や申込方法な
ど詳しくは、県介護福祉士会ホーム
ページをご覧になるか、同会（☎551-
6555）へ。

4月1日から
一般事業主行動計画の
策定義務の対象が拡大されます
　一般事業主行動計画の策定・届出義
務および自社の女性活躍に関する情報
公表の義務の対象が、常時雇用する労
働者数が301人以上の事業主から101
人以上の事業主に拡大されます。詳し
くは、大分労働局雇用環境・均等室（☎
532-4025）へお問い合わせください。

無料

無料

無料

人権なんでも相談所
▪日時：①1月20日㈭　②2月3日㈭　
午前10時～午後3時
▪場所：①人権啓発センター（ヒューレ
おおいた）〈J:COM�ホルトホール大
分1階〉　②明治明野公民館
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ
ラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀損・
プライバシー侵害などの人権問題
▪相談員：人権擁護委員
問　大分地方法務局〈☎532-3161㈹〉

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
▪日時：1月29日㈯　午後1時～3時30
分（2部制）
▪場所：明治明野公民館
▪定員：①6組　②12組
　（いずれも先着順）
▪申込み・問　電話で、1月5日㈬から県
助産師会（☎534-0753）へ。

県立農業大学校
就農準備研修生募集
▪コース：①野菜長期　②野菜中期
　③畜産
▪対象：県内の農業法人などで就職を
希望する人、県内で新規就農を希望
する人
▪申込み・問　①③は2月16日㈬　②
は5月17日㈫までに県中部振興局農
山漁村振興部（☎506-5795）へ。

産業別最低賃金を
お知らせします
　鉄鋼業：981円　非鉄金属製造業：
936円　電子部品･デバイス･電子回
路、電気機械器具、情報通信機械器具製
造業：864円　自動車･同附属品製造
業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業：
894円　自動車（新車）小売業：872円　
これらに該当しない場合：822円　
※いずれも時間額
問　大分労働局賃金室（☎536-3215）
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無料

無料

18市報おおいた  R４.１.１


