
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�株式会社平和建設
▪�大分市次世代モビリティ研究会
▪�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
▪�B・F・Cコーポレーション株式会社
香典返し寄付
▪�大分地区　吉田圭二（新春日町）/ 阿南正

利（下郡南）/ 東名奉子（古ケ鶴）/ 牧慎治
（三川下）/川野勝子（王子西町）/藤田エイ

子（金谷迫）
▪�鶴崎地区　山下悦代（毛井）/ 小野幸四郎
（三佐）/奥谷陽一（公園通り）
▪�大在地区　江頭綾子（横田）/園田宏子（角

子原）/藤澤裕治（大在北）
▪�坂ノ市地区　三重野正巳（坂ノ市南）/ 仲

築間洋介（坂ノ市中央）
▪�大南地区　井俣幹男（辻）/松田キミ子（下

戸次）/ 三原徹（高江南）/ 坂口和代（下判
田）/丸山博子（中判田）/甲斐雅彦（端登）/
沓掛孝巳（中戸次）
▪�稙⽥地区　山先寛美（富士見が丘東）/ 瀬

立昌生（雄城台）/堤憲一郎（サンシャイン
しきど）
▪ 佐賀関地区　尾﨑俊（本神崎）
▪�野津原地区　工藤千津代（太田）
 以上6月15日受付分まで

善意の泉 敬称略 司法書士会による無料相談
▪時8月1日㈪～31日㈬　午前9時～午後

4時〈15日㈪、土･日曜日、祝日は除く〉
▪場各司法書士事務所
▪内相談内容：遺産分割、遺言、相続分な

ど相続に関する問題と登記手続き
▪問県司法書士会（☎532-7579）

2022おおいた
夏の就職フェア
▪時8月15日㈪　午前11時～午後4時（午

前10時30分受付開始）
▪場トキハ会館5階「ローズ・カトレアの間」
▪対UIJ ターン希望者、5年3月大学等卒

業予定者、35歳未満若年求職者など
（保護者の参加も可）
▪申期限：8月8日㈪
▪問（公財）県総合雇用推進協会（☎532-

8486）

自死遺族のつどい
▪時9月1日㈭　午後2時～4時
▪内参加者の気持ちの分かち合い
▪申・▪場・▪問電話で、8月25日㈭までに県

こころとからだの相談支援センター
（大字玉沢　☎541-6290）へ。

「市⺠健康づくり運動指導者」
「介護予防サポーター」
養成講座
①市⺠健康づくり運動指導者養成講座
▪時9月12日㈪～12月12日㈪〈全15回〉
②介護予防サポーター養成講座
▪時9月12日㈪～10月17日㈪〈全6回〉　

午後1時30分～4時30分
▪場大南支所
▪定①②合わせて30人（先着順）
▪他・▪問申込みは、8月26日㈮まで。詳し

くは、大分市民健康づくり運動指導
者協議会（☎514-3622）へ。

無料

無料

無料

無料

【6月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477,086人（+9）〈住民基本台帳人口〉

男 229,294人（+35） 女 247,792人（－26） 世帯数 228,832世帯（+212）

わさだ新都心真夏のカーニバル
▪時8月6日㈯　正午～午後8時
▪場トキハわさだタウン　フェスタ広場
▪内フラダンスショー、キッズダンスショー、

盆踊り大会など　※雨天時中止
▪問わさだ新都心協議会 足立（☎090-

1871-1133）

食品衛生責任者養成講習会
開催日 申込期間

①9月22日㈭ 8月15日㈪～19日㈮

②9月30日㈮ 9月1日㈭～7日㈬
※3日㈯、4日㈰を除く

▪場県教育会館（大字下郡）
▪対食品関係営業者・従事者および従事

予定者で、調理師、栄養士などの資格
を持たない人
▪定100人程度（先着順）
▪申・▪問受講料1万円（食品衛生協会員は

6,000円）を添えて、直接、市食品衛
生協会（荷揚町6-1　保健所2階　☎
532-0010）へ。

シルバー人材センターの会員に
なりませんか
　働く意欲のある60歳以上の人を募
集しています。店舗の商品管理、商品
の配送、駐車場管理、家事援助、剪定な
どの仕事を提供します。
▪他・▪問入会方法など詳しくは、シルバー

人材センター（☎538-5575）へ。

7月1日号
「市報クイズ」の答え

○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、8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

「猿丸太夫」と「左衛門」の
２つからなる、大分の代表的な

踊りといえば？
「●●踊」

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、大葉を使った加工品セットを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。

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！

  九州アジアリーグに所属し、2020年に県内初のプロ野球チームとなった
表紙の球団名は？　 大分 B○ －○リ○ン○グ○ス○ 

大分市平和都市宣言
　世界の恒久平和は、人類共通の願いである。
　しかるに、近年、核軍備の拡張は依然として続けられ、世界平和と人類の生存に深刻な脅威を
もたらしている。
　我が国は世界最初の核被爆国であり、広島、長崎のあの惨禍を再び繰り返さないように、核兵
器の恐ろしさ、核兵器の廃絶を全世界の人々に訴え続けていかなければならない。
　大分市は、日本国憲法に掲げられている恒久平和の理念に基づき、非核三原則を守り、大分市
民の平和と安全のため全力を尽くすことを誓い、ここに「平和都市」とすることを宣言する。
 昭和59年12月24日告示
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暮らしの情報

夏の労働相談会
①まちなか労働相談会
▪時8月17日㈬　午後1時～3時30分
②巡回特別労働相談
▪時8月18日㈭　午後1時～4時
③夏の集中労働相談会
▪時8月19日㈮　午前8時30分～午後8

時、8月20日㈯・21日㈰　午前9時～
午後6時
▪場①② J:COM ホルトホール大分3階　

303会議室　③県労政･相談情報セ
ンター（県庁舎本館7階）
▪他・▪問電話による相談は、同センター（☎

532-3040）へ。

おんせん県おおいた
就農・就業応援フェア
▪時8月20日㈯　午後1時～4時30分
▪場コンパルホール3階　多目的ホール
▪問県新規就業・経営体支援課（☎506-

3586）

大分市プレミアム付商品券の
使用期限は8月31日㈬までです！
　9月1日㈭以降は使用できません。ま
た、未使用分の商品券は返金や換金等
できませんのでご注意ください。
▪問商 品 券 コ ー ル セ ン タ ー（☎ 0120-

959-366）

朗読ボランティア養成講座
▪時9月～5年1月の原則毎月第2・4金曜日
（全10回）　午後1時30分～3時30分
▪場 J:COM ホルトホール大分
▪定15人（多数時は抽選）
▪申・▪問往復はがきに、住所、氏名、年齢、

電話番号、志望動機を記入し、8月15
日㈪〈必着〉までに市ボランティアセ
ンター（〒870-0839　金池南一丁
目5-1　☎547-7419）へ。

第22回県障害者技能競技大会
（アビリンピックおおいた
2022）
▪時10月1日㈯　午前9時30分～
▪場大分東部公民館（日吉町） 
▪対15歳以上の県内居住者で、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
▪他・▪問申込期限は、8月10日㈬まで。競

技種目や申込方法など詳しくは、高
齢・障害・求職者雇用支援機構大分支
部（☎522-7255　 522-7256）へ。

無料

無料

無料

無料

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次の
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　◦鶴崎地区
…阿部三四子、寳珠典隆、太田博子、軸丸
良子　◦大南地区…伊東祥子、後藤智博　
◦稙田地区…佐藤豊、杉村幸三、池永雅
典、麻生和紀　◦大在地区…姫野眞知子　
◦坂ノ市地区…藤本理恵　◦佐賀関地
区…上野和夫　◦野津原地区…工藤美
智子　◦明野地区…溝口晴美
▪他相談は無料で、秘密は厳守されます。

連絡先などは、大分地方法務局へ。
▪問大分地方法務局（☎532-3161）

県統計グラフコンクール作品募集
　小学生以上の皆さんから、統計グラ
フの作品を募集します。応募資格や応
募方法など詳しくは、県ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。
▪問県統計調査課（☎506-2493）

ときめき出会いプロジェクト2022
◎婚活力アップセミナー
▪時8月28日㈰、10月10日㈪
◎実践イベント
▪時10月2日㈰、11月3日㈭・23日㈬、12

月4日㈰･25日㈰
▪料1,000～3,000円
▪場ソレイユ（中央町四丁目）
▪問NPO法人大分情報化推進ネットワー

ク「ナコウド」（☎574-6120）

秋季市⺠テニス講習会
▪時10月5日㈬から毎週水曜日（全8回）

午前9時15分～10時45分
▪場豊後企画テニスコート
▪定30人（多数時は抽選）
▪料5,000円（保険料含む）
▪他・▪問申込方法など詳しくは、市テニス

連盟ホームページをご覧になるか、
同連盟中川（☎070-8405-2527）へ。

医薬品の県登録販売者試験
▪時12月11日㈰　午前10時30分～午後

4時
▪場 J:COM ホルトホール大分ほか
▪他・▪問受験手数料、必要書類など詳しく

は、県薬務室（☎506-2650）へ。

無料

中小企業のための
IT化促進セミナー＆相談会
▪時8月17日㈬　午前10時～、午後3時～　

21日㈰　午後3時～
▪場 J:COM ホルトホール大分3階　大

会議室
▪定各30人（先着順）
▪他・▪問申込方法など詳しくは、商工労政

課(☎585-6011)へ。

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
▪時11月6日㈰　午前10時15分～午後0

時30分
▪場 J:COM ホルトホール大分3階　大

会議室
▪料受験料：5,000円
▪申・▪問上下水道局営業課（城崎町一丁

目）に備え付けの申込書に記入し、8
月 29 日 ㈪ ～ 9 月 9 日 ㈮ に 同 課（☎
537-5641）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
③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
▪時・▪場①②8月20日㈯　鶴崎市民行政

センター、①8月31日㈬　大分南部
公民館、③9月3日㈯　鶴崎市民行政
センター　①②は午後1時～3時30
分（2部制）　③は午後1時～4時
▪定①各日6組　②12組　③17人
　※いずれも先着順
▪申・▪問電話で、8月2日㈫から県助産師

会（☎534-0753）へ。

講座＆教室

無料

試　験

街のホット情報
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
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