
衛生管理者試験
受験準備講習会

講習日 時間

二種 6月29日㈬・30日㈭
午前8時30分～
午後4時30分

一種 7月1日㈮・2日㈯8月23日㈫・24日㈬

▪他・▪場・▪問受講料や申込方法など詳しく
は、県労働基準協会（由布市挾間町　
☎583-4686）へ。

介護に関する
入門的研修
▪時7月2日・9日・16日・23日（土曜日・全
4回）　午前9時～午後4時10分
▪場県総合社会福祉会館（大津町二丁目）
▪申・▪問申込書（県介護福祉士会ホーム
ページからダウンロード可）に記入
し、6月21日㈫までに県介護福祉士
会（☎551-6555　 547-9936）へ。

サテライト・ゼミin大分市
「若手リーダー養成研修
（新任管理者・係長・
主任向け）」
▪時8月1日㈪・2日㈫・26日㈮〈全3回〉
▪場 J:COM�ホルトホール大分2階　セ
ミナールームL+S
▪他・▪問詳しくは、中小企業大学校直方校
（☎0949-28-1144）へ。

消防設備士試験
▪時8月28日㈰　午前10時～
▪場大分大学(大字旦野原)
▪申・▪問（一財）消防試験研究センター県
支部（都町一丁目）、県下各消防本部
（局）に備え付けの願書に記入し、7
月5日㈫～14日㈭に同センター（☎
537-0427）へ。

無料

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）

第33回豊の国ねんりんピック
市予選会出場者募集
◎シルバー将棋大会　
▪時6月19日㈰　午後0時30分～（正午
受付開始）
▪場稙田公民館1階　大研修室
▪対市内居住のアマチュアで、昭和38年
4月1日以前に生まれた人
▪料1,500円
▪申・▪問当日受付。詳しくは、県将棋連合
会事務局�宗岡（☎090-4581-8312）
へ。
◎シルバー囲碁大会　
▪時6月26日㈰　午前10時～（午前9時
30分受付開始）
▪場コンパルホール3階　303会議室
▪対市内居住のアマチュアで、昭和38年
4月1日以前に生まれた男性および
昭和48年4月1日以前に生まれた女
性
▪料2,000円
▪申・▪問はがきに、住所、氏名、電話番号、
段級位、生年月日を記入し、6月17日
㈮〈必着〉までに日本棋院大分支部�
小山隆司（〒870-0927　北下郡11-
5B　☎568-1101）へ。
◎剣道交流大会
▪時7月15日㈮　午後7時30分～
▪場青竜館（大字細）
▪対市内居住で、昭和38年4月1日以前に
生まれた人
▪申・▪問電話で、7月8日㈮までに市剣道
連盟事務局 髙橋（☎567-1413）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
▪�NPO法人子育て応援レストラン
▪�キクチ種苗株式会社
▪�宗教法人福相寺
▪�有限会社池田商店
▪�原優梨子
▪�有限会社日本ビルサービス
▪�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
▪�三ヶ㞍每汎（荷揚町）/高江自主防犯パト
ロール隊
香典返し寄付
▪�大分地区　佐藤直子（牧）/西村美恵（長浜
町）/麻生髙典（中島東）/髙山美津子（大道
町）/西山房子（金池町）
▪�鶴崎地区　首藤敏子（種具）/山田素親
（森）/椎原新二（横尾）/三浦嗣登（葛木）
▪�大在地区　池邉進（横田）/石川加代子（須
賀）/姫野洋子（大在浜）/幸久美子（須賀）/
穴見俊雄（城原）/田中彰（竹下）
▪�坂ノ市地区　仲村桂二郎（坂ノ市中央）
▪�大南地区　諏訪博文（志津留）/一万田道
弘（中戸次）/足立敬典（中戸次）/岩本学（下
判田）/釘宮咲子（上判田）
▪�稙田地区　湯浅啓子（東野台）/溝邉伸彦
（国分）/仲興一（宮崎台）/小原秀子（緑が
丘）
▪	佐賀関地区　石原美鈴（志生木）/村上清
子（佐賀関）/渡邊又計（佐賀関）/須川強
（一尺屋）
▪�野津原地区　定野正春（竹矢）/三雲健司
（竹矢）/佐藤安生（下原）/後藤トシコ（荷
尾杵）/和田盛義（上詰）
▪�市外　佐伯裕志（川崎市）
� 以上4月14日受付分まで

善意の泉 敬称略

【4月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 476,737人（+351）〈住民基本台帳人口〉

男 229,108人（+212） 女 247,629人（+139） 世帯数 228,155世帯（+834）

5月1日号「市報クイズ」の答え　		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�防○ 災○�」

○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、6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

今号で紹介しているレシピの材料と
して使われているカリウムやβカロ
テンなどが豊富に含まれているおお
いたの香り野菜はなんでしょう？

●●●
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、高崎山入園券＆たかもんグッズをペ
ア３組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

「放送大学」10月入学生募集
▪申期間：①6月10日㈮～8月31日㈬
　②9月1日㈭～13日㈫
▪他・▪問詳しくは、放送大学大分学習セン
ター（☎0977-67-1191）へ。

ステップアップカヌー講習会
▪時6月12日、7月10日、8月28日、9月25
日、10月9日（日曜日・全5回）
▪場「リバーパーク犬飼」カヌー場
▪料1万7,000円（受講料）
▪他 ･▪問詳しくは、市カヌー協会のホー
ムページをご覧になるか、同協会�藤
原（☎545-7662）へ。

人権擁護委員制度をご存じですか
　市には法務大臣から委嘱された人権
擁護委員がいます。困り事、悩み事を
気軽にご相談ください。
◦大分中央地区…石井久子、市ヶ谷洋
子、武宮陽子、河野みどり、中山陽介、植
木義章、和田京子、岡野忠雄、佐藤絵里
子　◦明野地区…溝口晴美　◦稙田地
区…佐藤豊、杉村幸三、池永雅典、麻生
和紀　◦鶴崎地区…阿部三四子、寳珠
典隆、太田博子、軸丸良子　◦大在地区
…姫野眞知子　◦坂ノ市地区…藤本理
恵　◦大南地区…伊東祥子、後藤智博　
◦佐賀関地区…上野和夫　◦野津原地
区…工藤美智子
▪他相談は無料で、秘密は厳守します。
連絡先などは、大分地方法務局（☎
532-3368）へお問い合わせくださ
い。

裂き織り教室「コースター作り」
▪時7月8日・22日、8月12日・26日、9月9
日・23日（金曜日）　午前10時～正
午、午後1時～3時
▪場ライフパル（府内町三丁目）
▪定各5人（先着順）
▪料400円
▪申・▪問電話で、裂き織りの会 小野（☎
090-9582-2838）へ。

消防設備士　試験準備講習会
▪時7月24日㈰　午前9時40分～午後5
時
▪場 J:COM�ホルトホール大分
▪申期間：6月20日㈪～7月15日㈮
▪他・▪問受講料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。

国際理解推進講座
「トルコの英雄　宮崎淳さんから
学ぶ『国際協力』と『共助』」
▪時7月23日㈯　午後2時～3時20分
▪場コンパルホール3階　多目的ホール
▪定100人（先着順、要事前申込）
▪申・▪問電話または市ホームページの電
子申請フォームで、国際課（☎537-
5719）へ。

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
②親子スキンシップ教室
▪内ベビーマッサージなど
▪対生後3～5カ月児とその父母
▪時・▪場①②6月18日㈯　稙田市民行政
センター、①6月29日㈬　鶴崎市民
行政センター　時間はいずれも午後
1時～3時30分（2部制）
▪定①各日6組　②12組
　（いずれも先着順）
▪申・▪問電話で、6月3日㈮から県助産師
会（☎534-0753）へ。

第28回市陸上競技選手権大会
▪時7月3日㈰　午前9時30分～
▪場ジェイリース�スタジアム（西浜）
▪対大分陸上競技協会登録者　
▪料800円～1,400円（種目により異なる）
▪申・▪問期間：6月17日㈮〈必着〉
　申込方法など詳しくは、市陸上競技
協会のホームページをご覧になるか、
同協会（☎558-0613）へ。

大分トリニータホームゲーム
「大分市ホームタウンDAY
（ファジアーノ岡山戦）」
　下記の試合に大分市民を無料招待し
ます。
▪時7月10日㈰　午後7時～
▪場昭和電工ドーム大分
▪対市内居住者
▪申・▪問往復はがきまたは大分トリニータ
公式ホームページ専用フォームで、６
月１日㈬～19日㈰に大分トリニータ（☎
554-2250）へ。

無料

街のホット情報

無料

おでかけEnglish
～留学生と英語で遊ぼう～
▪時6月～5年3月
▪対市内の幼稚園、保育所（園）、認定こど
も園、地域のこども会など
▪内交流内容：英語で歌やダンス、読み聞
かせなど
　派遣回数：各団体原則1回（年度内）
　派遣人数：留学生5人程度、大学コン
ソーシアムおおいた職員2人程度
　交流時間：1時間程度
▪他・▪問申込方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、国際課（☎
537-5719）へ。

屋外広告物講習会
▪時7月8日㈮　午前10時～午後5時
▪場 J:COM�ホ ルトホール大分 3 階　
302・303会議室
▪定60人程度（先着順）
▪料2,000円（受講料）
▪申・▪問直接、まちなみ企画課に備え付け
の申込書（市ホームページでダウン
ロードも可）に記入し、6月24日㈮ま
でに同課（☎537-5968）へ。

夏休みキッズ
米粉料理教室
▪時7月29日㈮　午前10時～午後1時
▪場公設地方卸売市場　管理棟1階　調
理実習室
▪対5歳～小学生の子どもとその保護者
▪定8組16人（多数時は抽選）
▪料1人500円（材料費）
▪申・▪問農政課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、6月21日㈫〈必
着〉までに同課（〒870-8504　荷揚
町2-31　☎537-7025）へ。

講座＆教室

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
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