大分市テレビ広報番組

毎週日曜日

午前11時45分～11時50分

TOSテレビ大分

（市内のケーブルテレビ局でも放送中）

ボランティア相談窓口を
ご利用ください

無料

▪日時：月～土曜日（第2・第4月曜日〈祝
日の場合は火曜日〉
および祝日、年末
年始を除く） 午前9時～午後6時
▪内容：活動をしてみたい人や、ボラン
ティアに来てもらいたい人などの相
談受付
▪場所・問 市ボランティアセンター
（J:COM ホルトホール大分4階 ☎
547-7419）

年金相談
（予約制）

無料

▪受付時間：●月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後4時30分 ※週
初めは午後6時30分まで ●第2土曜
日 午前9時30分～午後3時30分
▪申込み・問 直接または電話で、相談
希望日の1カ月前から大分年金事務
所（東津留二丁目 ☎552-1211音声
案内①→②）
へ。

善意の泉

敬
称
略

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪株式会社セルモ
▪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
▪宮崎恵美子(寒田北町)/三ヶ㞍毎汎(荷揚
町)/稲生亨(本神崎)

香典返し寄付
▪大分地区 堤アケミ(中津留)/栗山修二
(日岡)/多田太(新栄町)/姫野スヱ子(城
南西町)/牧民子(牧)/原裕司(牧)/成良郁
子(錦町)/塩月清(高松東)
▪鶴崎地区 渋 谷 豊(森 町)/小 野 信 子(皆
春)/佐藤祐治(松岡)/安部泰任(小池原)
▪大在地区 藤野仙一(竹下)/中野和彦(須
賀)
▪坂ノ市地区 安部和則(屋山)/直野誠(佐
野)
▪大南地区 上原俊一(下判田)/芝田友紀
(中戸次)
▪稙田地区 尾䑓順子(田尻)/木下正德(サ
ンシャインしきど)/安部加寿子(ふじが
丘)/小野義孝(宮苑)/石城悦尚(国分)/川
嶋健二(ふじが丘)
▪佐賀関地区 飯塚清子(本神崎)/八坂昇
一(木佐上)
▪野津原地区 佐藤次夫(下原)
以上4月1日受付分まで

17

市報おおいた H30.５.15

大分地方法務局からのお知らせ
（☎532-3161）
◎無料人権なんでも相談所
▪日時：5月24日㈭ 午前10時～午後3時
▪場所：明治明野公民館
▪相談員：人権擁護委員
◎「人権擁護委員の日」に特設人権相談
無料
所を開設します
▪日時：6月1日㈮ 午前10時～午後3時
▪場所：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〉
▪相談員：人権擁護委員
▪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

ハッピーファミリー応援教室

無料

①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：新生児の育児講座、妊婦体験、
もくよく
沐浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：12組（先着順）
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪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
▪定員：17組（先着順）
▪月日・場所：●6月2日㈯…大分南部公
民館 ●6月23日㈯…稙田市民行政
センター
※①②参加者の交流会もあります。
▪申込み・問 電話で、5月21日㈪から
県助産師会（☎534-0753）
へ。

介護職員初任者研修講座
▪月日：6月9日㈯～8月19日㈰〈土・日
曜日の全16回〉
▪場所：稙田公民館ほか
▪定員：20人（先着順）
▪受講料：58,000円
（テキスト代を含む）
▪申込み・問 電話で、
5月29日㈫まで
スマイス
へ。
にNPO法人SMIS（☎547-0152）

30年度県調理師試験
▪日時：10月13日㈯
3時30分

午後1時30分～

▪申請書配布場所：保健所保健総務課
▪配布期間：5月14日㈪～6月25日㈪
▪その他：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。

おおいたホームタウン推進協議会
臨時職員募集
▪任用期間：6月1日㈮～31年3月31日
㈰ ※更新可
▪内容：協議会の運営、関係団体等との
連絡調整など
▪定員：1人
▪対象：パソコン操作ができる人など
▪報酬（日額）
：6,890円
▪申込期限：5月23日㈬
※選考方法や提出書類など詳しくは、
おおいたホームタウン推進協議会事
務局（☎537-5979）
へ。

お父さん応援教室
▪日時：6月3日㈰ 午前10時～正午
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階
キッチンスタジオ
▪内容：パパと子どもで簡単なおやつ
作り
▪対象：3歳児～6歳児（未就学児）とそ
の父
▪定員：15組（先着順）
▪参加料：1組300円
（材料費）
▪申込み・問 直接または電話で、5月
15日㈫から〈21日㈪を除く〉地域子
育て支援室（J:COM ホルトホール大
分2階 ☎576-8245）
へ。

防災管理新規講習会
▪月日：6月14日㈭
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪定員：80人（先着順）
▪受講料：6,500円
▪申込み・場所・問 （一財）県消防設備
安全協会、消防局予防課、
各消防署に
備え付けの申込書に記入し、5月15
日㈫～22日㈫に同協会（長浜町二丁
目 ☎537-3125）
へ。

在宅障がい児（者）の療育相談
日時・場所

無料

実施施設

毎週火曜日
大分療育センター
午前10時～午後3時
☎080-1737-9082
稙田市民行政センター2階
随時
午前9時30分～午後3時30分 大分こども発達
大在市民センター
支援センター
つばさ学園
月2回
午前9時30分～午後3時30分 ☎557-0114
保健所3階

▪対象：市内居住で、在宅の重症心身障
がい児（者）、知的障がい児（者）
、
身体
障がい児（者）、発達障がい児（者）
お
よびその家族
▪申込み・問

電話で、各施設へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：6月26日㈫ 午前9時30分～午
後4時30分（受付は午前9時～）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者で、調
理師、
栄養士などの資格を持たない人
▪定員：160人（先着順）
▪申込み・問 受講料8,000円（食品衛
生協会員は5,000円）を添えて、
6月
1日㈮～7日㈭に直接、市食品衛生協
会（荷揚町6-1 保健所2階 ☎5320010）へ。

少年少女手話教室

無料

ホ
ッ
ト

◎ふれあい歴史体験講座「土笛作り」
▪日時：6月2日㈯ 午前9時30分～、午
後2時～
▪定員：各70人
（先着順）
▪受講料：各70円
（材料費）
▪申込み・場所：電話で、5月17日㈭か
ら同館へ。
「歴史のコース」
◎ふるさとの歴史再発見
▪日時：7月7日・21日、
8月4日、
9月8日・
22日（土曜日・全5回） 午後2時～3
時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：70人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
（資料代）
▪申込み・場所：往復はがきに、住所、
氏名、電話番号、講座名を記入し、6
月15日㈮〈消印有効〉までに同館（〒
870-0864 大字国分960-1）
へ。

能楽サロン vol.1
～お囃子ワークショップ～
はや

▪日時：7月7日～9月22日（8月11日、
9
月15日を除く）
〈毎週土曜日・全10回〉
午前10時～正午
▪場所：コンパルホール2階 201会議室
▪対象：小学4年生～中学生
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・問 はがきに、住所、氏名、年
齢、電話番号、教室名を記入し、
6月8日
㈮〈必着〉までに障害福祉課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5786）
へ。

街の

歴史資料館の講座
（☎549-0880）

情報

し

▪日時：6月30日㈯ 午後1時30分～4時
▪講師：相原 一彦氏、古田 寛二郎氏、
白坂 信行氏、
田中 達氏
（能楽師）
▪対象：小学生以上 ※小学3年生以下
は保護者同伴
▪定員：40人（先着順）
▪参加料：1,620円
（小・中学生は540円）
▪申込み・場所・問 電話またはファク
ス、
Eメールで、
住所、
氏名、
電話番号、
参加人数、講座名を、
5月29日㈫から
平和市民公園能楽堂（☎551-5511
551-5512
info@nogaku.jp）
へ。

さがのせきビーチ
クリーンアップ作戦

食生活改善推進員養成講座

▪日時：5月27日㈰
（雨天中止）

▪期間：7月～31年3月（全8回） 原則
火曜日（月1回）

午前9時～

▪場所：佐賀関地区の海岸など
（10カ所）
▪持参品：軍手
問 実行委員会
（稲生）
〈☎576-0053〉

▪時間：午前9時30分～午後3時
▪内容：講義と調理実習
▪対象：講座終了後、食生活改善推進員
として地域で活動できる人

シルバー将棋大会
（当日受付）

▪定員：各センター10人程度（多数時
は抽選）
▪受講料：1回500円程度（調理実習材
料費）

▪日時：6月17日㈰ 午前10時～（午前
9時30分から受付）
▪場所：稙田公民館
▪対象：市内居住で、昭和34年4月1日
以前に生まれた人
▪参加料：2,000円
（昼食代含む）
県将棋連合会事務局
080-3994-3588）
へ。

問

七蔵司（☎

▪ 申 込 み・問 電 話 で、5月15日 ㈫ ～
31日㈭に中央保健センター（☎5362517）、東部保健福祉センター（☎
527-2143）
、西部保健福祉センター
（☎541-1496）
へ。

イベント
0歳からOK！
親子で楽しむコンサート

無料

▪日時：6月23日㈯ 午前11時～、午後
1時30分～
（開場はいずれも30分前）
▪場所：J:COM ホルトホール大分 小
ホール
▪出演：川瀬麻由美
（バイオリン）
ほか
▪対象：0歳児～未就学児とその保護
者
（小学生のきょうだい可）
、
妊婦
▪定員：各200人（6月2日㈯午前10時
～11時に先着順でJ:COM ホルトホ
ール大分 大ホールホワイエにて入
場整理券を配布。1家族5枚まで）
問 J:COM ホルトホール大分（☎5768877）

講座＆教室
地域ビジネスのための
デザイン入門講座
▪日時：6月20日・27日（水曜日・全2回）
午後6時30分～8時
▪講師：松坂 洋三氏（県立芸術文化短
期大学教授）
、松本 康史氏
（同大学専
任講師）
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：200円（資料代） ※交流会
の参加者は各回別途300円
▪申込み・場所・問 産業活性化プラザ
（J:COM ホルトホール大分2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
15日㈫から同プラザ（☎576-8879）
へ。

家族で楽しもう！ラベンダー教室
▪日時：6月23日㈯午前10時～24日㈰
午後1時30分
（1泊2日）
▪内容：ハーブを使った小物作りと「ラ
ベンダー観賞祭」参加、星空観察
▪対象：市内・豊後大野市大野町居住の
家族またはグループ
▪定員：60人
（多数時は抽選）
▪参加料：1人2,400円
（食事、シーツク
リーニング代など） ※別途材料費
1セット500円必要
▪申込み・場所・問 電話で、
5月15日㈫
～6月8日㈮正午にのつはる少年自然
の家
（大字荷尾杵 ☎589-2212）
へ。
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