
年金相談（予約制）
▪時◦月～金曜日（祝日を除く）　午前8時
30分～午後4時　※月曜日（祝日の場
合は、翌開所日）は午後6時まで　◦第
2土曜日　午前9時30分～午後3時
▪申・▪場・▪問直接または電話で、相談希望
日の1カ月前から前日までに、大分
年金事務所（東津留二丁目　☎552-
1211　音声案内①→②）へ。

銃砲刀剣類登録審査会
▪時5月11日、7月13日、9月7日、11月9
日、5年1月18日、3月8日（いずれも
水曜日）　午後1時～4時30分受付
▪場県庁舎別館13階　133会議室
▪問県文化課（☎506-5498）

消費税の適格請求書等
保存方式（インボイス制度）
説明会
▪時5月18日㈬・27日㈮、6月7日㈫・15日
㈬　午前10時～11時、午後2時～3
時　※要予約
▪場・▪問大分税務署（☎532-4171）

自死遺族のつどい
▪時6月2日㈭　午後2時～4時
▪他・▪問詳しくは、県こころとからだの相
談支援センター（☎541-6290）へ。

食品衛生責任者
養成講習会
▪時6月29日㈬　午前9時30分～午後4
時30分（午前9時受付開始）
▪場県教育会館（大字下郡）
▪申・▪問直接、6月1日㈬～7日㈫に、市食
品衛生協会（☎532-0010）へ。

無料

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
▪内沐

もくよく

浴実習、助産師への相談など
▪対初妊婦（33週未満）とその夫
▪定6組（先着順）
②孫育て応援教室
▪内昔と今の子育ての違いなど
▪対祖父母世代の人、子育てに関心のあ
る人
▪定17人（先着順）
▪時①5月25日㈬　午後1時～3時30分（2
部制）　②6月4日㈯　午後1時～4時
▪場①大分西部公民館
　②いきいき健康館（大手町）
▪申・▪問電話で、5月9日㈪から県助産師
会（☎534-0753）へ。

中途失明者自立生活のための
生活訓練受講者募集
▪時6月～5年3月（月2回）　午前10時～
午後3時
▪内点字・パソコン講習、歩行訓練、福祉用
具の使用法、日常生活動作訓練など
▪対市内居住の20歳以上で、中途失明者
および視覚を失う恐れのある人
▪申・▪問電話で、5月31日㈫までにむくど
り文庫（J:COM	ホルトホール大分内　
☎543-2033）へ。

4年度県調理師試験
▪時10月29日㈯　午後1時30分～3時
30分
▪申申請書配布場所：保健所保健総務課
　配布期間：5月9日㈪～6月3日㈮
▪他・▪問申請方法など詳しくは、（公社）調
理技術技能センターのホームページ
をご覧になるか、同センター（☎03-
3667-1815）へ。

無料

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�公益財団法人TOSみどり森・守財団
▪�原優梨子　▪�株式会社JECC
▪�大分府内ライオンズクラブ
▪�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
▪�大森康正（大手町）
香典返し寄付
▪�大分地区　田中勝治（椎迫）/木藪久義（明
野南）/櫻井隆（田中町）/武中章（曲）/井上
早苗（下郡山の手）/榊原光代（高崎）/赤松
成（東大道）/佐木昭夫（羽屋）/廣嶋敏一（南
生石東）/指原トミ子（花高松）/西田充男（錦
町）/浅井陽子（仲西町）/三浦芳和（三川上）/
玉井賢司（山津町）
▪�鶴崎地区　房前昌文（鶴崎）/中村憲一（三
佐）/児玉孝子（広内）/武藤怜子（森町）/
江藤幸子（小池原）/相澤ツギ子（乙津町）/
大津隆雄（迫）/山村博文（葛木）/御手洗剛
志（横尾）
▪�大在地区　畔津勝（政所）/土谷敏子（政
所）/水内淳（城原）
▪�坂ノ市地区　小西節子（小佐井）/平山健
一（恵比寿町）
▪�大南地区　衛藤真由美（下判田）/後藤淳
（下戸次）/姫野弘（中戸次）/伊東洋二（辻）
▪�稙田地区　太田英秋（敷戸東町）/秋岡綾
子（口戸）/渡辺幸男（旦野原）/門脇チエ子
（木上）/小野まゆみ（敷戸台）/次森彬（敷
戸南町）
▪ 佐賀関地区　和田佳代子（佐賀関）/上野
シマ子（佐賀関）/相浜睦子（志生木）/堺若
市（白木）/菅本長治（一尺屋）
▪�野津原地区　三宮信一（下原）/工藤高男
（太田）/澤野 成（竹矢）/奈須栄一（下原）
	 以上３月15日受付分まで

善意の泉 敬称略

【3月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 476,386人（－786）〈住民基本台帳人口〉

男 228,896人（－412） 女 247,490人（－374） 世帯数 227,321世帯（+507）

お詫びして訂正いたします
市報4月1日号5ページに掲載しました
「中小企業者向け融資制度」の申込先の
金融機関名が誤っていましたので、お
詫びして訂正いたします。

（誤）大分県信用金庫
（正）大分県信用組合

4月1日号「市報クイズ」の答え　  住民票の写しなどの不正取得の早期発見や不正請求の
抑止につながる制度は？　	登録型 本○人○通○知○	制度

○に入る言葉は何かな？

スマホ 	右の二次元コードから応募してください。
はがき 	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、5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。

市
報
ク
イ
ズ

大分市ホームページ内の
防災情報をまとめたページの名前は？

	「知っておきたい
OITA●●」

ヒントは、この市報の中にあります。

Q 正解者の中から抽選で、「大分のいちじく果肉ソース」と「佐賀
関あまなつジャム」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。

応
募
方
法

スマホからも応募できるようになりました！

スマホか
はがきで
応募！
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暮らしの情報

第33回豊の国ねんりんピック
◎美術展・シルバーふれあい短歌・俳
句・川柳展
▪時5月17日㈫～22日㈰　午前10時～
午後5時〈22日㈰は午後2時まで〉
▪場県立美術館3階　展示室B
▪問県社会福祉協議会（☎553-1150）
◎テニス交流大会出場者募集
▪時6月4日㈯　午前10時～
▪場豊後企画テニスコート
▪対◦60歳以上男子・女子ダブルス…昭
和38年4月1日以前に生まれた人　
◦65歳以上男子ダブルス…昭和33
年4月1日以前に生まれた人
▪料1組3,000円
▪申・▪問メールで、住所、氏名、生年月日、電
話番号、希望種目、所属クラブを、5月9
日㈪までに市テニス連盟	高瀬（☎080-
8110-1157 　 tournament.octf@
gmail.com）へ。
◎ミニバレーボール大会チーム募集
▪時6月上旬の日曜日午前中
▪場こうざき小学校　体育館
▪対◦男性…昭和38年4月1日以前に生
まれた人　◦女性…昭和40年4月1
日以前に生まれた人
※昭和44年4月1日以前に生まれた女
性は1チーム3人まで可
▪申期限：5月31日㈫
▪他・▪問申込方法など詳しくは、県ミニバ
レーボール連盟 加藤（☎090-8918-
3306）へ。

要約筆記者養成講座（手書き・
パソコンコース）受講者募集
▪時5月21日～5年1月21日（土曜日・全
21回）　午前10時～午後3時（初回の
み午前9時30分～）
▪定15人（先着順）
▪他申込方法、受講料など詳しくは、お問
い合わせください。
▪場・▪問県聴覚障害者協会（大津町一丁目　
☎551-2152）

人権なんでも相談所
▪時5月23日㈪　午前10時～午後3時
▪場南大分公民館
▪内相談内容：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）

無料

無料

生ごみ堆肥で
野菜づくり勉強会
▪時6月11日㈯　午後2時～3時30分
▪場鶴崎市民行政センター
▪定20人（多数時は抽選）　
▪申・▪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、5月23日㈪までに同課（☎
537-5687）へ。

市プレミアム付商品券の
お知らせ
▪内1万3,000円分のプレミアム付商品
券（紙･電子）を1万円で販売します。
▪申購入するためには、事前申込みが必
要です（多数時は抽選）。
　申込期間：5月9日㈪～18日㈬
▪他・▪問申込方法や使用期間など詳しく
は、大分商工会議所ホームページを
ご覧になるか、商品券コールセンター
（☎0120-959-366）〈午前9時～午後
5時　※土･日曜日、祝日を除く〉へ。

里親募集説明会
（要予約）
◎養子縁組・養育里親
▪時5月17日㈫･22日㈰･26日㈭、6月5
日㈰　午後2時～4時　※26日㈭は
午後7時～9時（養子縁組里親のみ）
▪場県子ども・女性相談支援センター（荏
隈町二丁目）
▪問県中央児童相談所（☎544-2016）
◎養育里親
▪時・▪場5月20日㈮　鶴崎市民行政セン
ター、6月17日㈮･7月3日㈰　稙田市
民行政センター、6月19日㈰　J:COM	
ホルトホール大分（時間はいずれも
午前10時～正午）
▪問NPO法人chieds（チーズ）〈☎585-
5400〉

さがのせきビーチ
クリーンアップ作戦
▪時5月29日㈰　午前9時～（雨天中止）
▪場佐賀関地区の海岸など
▪問実行委員会（稲生）〈☎576-0053〉

無料

街のホット情報

無料

障がい者の「着る」ことなんでも
相談＆ファッション講座
①基礎講座
▪時6月11日㈯　午前10時～正午、
　午後1時30分～4時30分
②アドバイザー養成講座
▪時6月～5年3月末（土曜日・全20回）
　午後1時～3時
▪料5,000円（材料費等を含む）
▪場①コンパルホール4階　400会議室　
②服は着る薬（府内町一丁目）
▪定①各30人　②6人（多数時は抽選）
▪申・▪問障害福祉課（本庁舎1階）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、5月20日
㈮までに同課（☎537-5785）へ。

上級救命講習
▪時6月18日㈯　午前8時30分～午後5
時15分（午前8時受付開始）
▪場中央消防署4階　講堂（舞鶴町一丁目）
▪内心肺蘇生法、AEDの使用方法、傷病
者管理、搬送法など
▪定60人（先着順）
▪申・▪問電話で、5月1日㈰～6月10日㈮に
消防局救急救命課（☎532-4199）ま
たは中央消防署（☎
532-2108）、東消防署
（☎527-2721）、南消防
署（☎586-1230）へ。　
※市ホームページから
電子申請も可

おおいたナイトスクール
▪時6月～5年2月（約30回）
▪対学齢期を超えている人など

時間
稙田
公民館

コンパル
ホール

鶴崎
公民館

火曜日 水曜日 木曜日

午後7時～
7時50分

英語
（中1程度）

英語
（中2程度）ふるさと

知ろう科
国際科

午後8時～
8時50分

国語
（中1程度）

国語
（中2程度）

数学
（中1程度）

▪他教科書代等は自己負担
▪申・▪問申込期間は、5月6日㈮～18日㈬。
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、社会教育課（☎537-5722）
へ。

講座＆教室

無料

▲電子申請は
　こちら

無料

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ

18市報おおいた  R４.５.１


