
佐賀関地区空き家利活用

無料相談会・セミナー

①空き家利活用セミナー　

▪日時：1月21日㈰　午前10時～11時

▪内容：豊田雅子氏（NPO法人「尾道空

き家再生プロジェクト」代表理事）に

よる講演「尾道空き家再生術～尾道

のまちの特性と建物の魅力や空き家

の利活用事例について～」

▪定員：50人（先着順）

▪その他：参加には電話での事前申込

みが必要です。

②空き家利活用無料相談会

▪日時：1月21日㈰　午前11時～正午、

午後1時～3時　※当日先着順

▪対象：佐賀関地区に空き家を所有し

ている人

▪内容：宅地建物取引士や弁護士などに

よる空き家の管理やリフォーム相談

▪場所：佐賀関市民センター2階　研修

室

問　佐賀関空き家再生プロジェクト

（☎547-7089）

税理士会の確定申告相談

▪期間：1月22日㈪～2月28日㈬〈土・

日曜日、祝日を除く〉

▪その他：相談は無料、書類作成は有料

です。相談場所はお尋ねください。

▪申込み・問　電話で、1月4日㈭から

南九州税理士会大分支部（☎532-

2974）へ。

第44回県民冬山登山教室

▪日時：2月4日㈰　午前7時

▪集合場所：要町貸切バス駐車場

▪目的地：くじゅう山系中岳

▪定員：25人（先着順）　

▪参加料：8,000円（小学生以下7,000円）

▪申込み・問　電話で、1月4日㈭～28

日㈰に県山岳連盟　伊東（☎537-

3333）へ。

老齢基礎年金は繰り上げ支給と

繰り下げ支給があります

　老齢基礎年金は、原則として65歳か

ら受けられますが、希望すれば60歳以

降いつからでも受けられます。ただし、

64歳以前から受けると減額され、66歳

以降から受けると増額されます。一度

減額、増額された支給率は、生涯変わり

ません。詳しくは、大分年金事務所(☎

552-1211)へ。

無料

第26回七瀬川どんど焼き大会

▪日時：1月13日㈯　午後5時30分

▪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　実行委員長　門脇（☎090-3012-

7870）

赤十字救急法等講習会

コース 日　時 参加料

① 赤十字救急法
　基礎講習会

1/18㈭、2/17㈯、
3/9㈮
午前9時～午後3
時

各1,500
円

② 赤十字救急法
　救急員
　養成講習会

⃝1/19㈮・20㈯
⃝3/10㈯・11㈰
午前9時
～午後5時30分

各1,700
円

③赤十字救急法
　救急員
　資格継続
　研修会

2/1㈭
午前10時～午後
3時

800円

④乳幼児の
　応急・救命
　手当講習会

2/7㈬
午前10時～正午

無料

⑤ 赤十字幼児
　安全法支援員
　資格継続
　研修会

2/21㈬
午前10時～午後
3時

800円

▪対象：15歳以上（②は基礎講習修了

者で2日間とも参加できる人、③⑤

は資格取得後2年以上経過した人）

▪定員：各30人（④は20人）

▪申込み・場所・問　電話またははがき、

ファクスで、日赤大分県支部（〒870-

0033　千代町二丁目3-31　 ☎534-

2237　 533-6795）へ。

人権・行政困りごと相談所

▪日時：1月18日㈭　午前10時～午後3時

▪場所：鶴崎市民行政センター

▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員

▪相談内容：差別・セクハラ・パワハラ・

いじめ・体罰などの人権問題、行政の

手続き・サービスについて困ってい

ること

問　大分地方法務局（☎532-3368）

第16回ななせ川凧
たこ

揚げ大会

▪日時：1月20日㈯　午前10時

　※雨天時は1月27日㈯

▪場所：七瀬川自然公園

▪対象：小学生以下

▪内容：子どもと指導員が一緒に凧を

作り、凧揚げをします。※申込み不要

問　実行委員会　永冨（☎541-0350）

無料

無料

　○に入る言葉は何かな？ヒント

は、この市報の中にあります！

大分市の広報企画は 

「●●●●PRIDE！ プロジェクト」

▪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3人に、

大分の魅力を詰め込んだ特産品セット

6,000円相当をプレゼントします。　

※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

大分市王子中町で生まれ、 

「漣」や「雨」などで知られる日本画家

「　福○　田○　平○　八○　郎○　」

市報クイズ

善意の寄付が相次いでおります。

お礼申し上げます。

市へ
▪地球大好き！さくらグループ

社会福祉協議会へ　

篤志寄付
▪昭和37年度野津原中学校卒業生同級会

香典返し寄付
▪ 大分地区　橋本喜世一(西大道)/竹上

正江(中島西)/井上ミヨ子(豊町)/篠原

恵美子(上田町)/畑田弘子(高崎)/古賀

精治(岩田町)/渡部正賢(下郡北)/堤康裕

(萩原)/舩石治美(高崎)/園田一男(志手)

▪ 鶴崎地区　筒井昌治(松岡)/平野みつ子

(北鶴崎)/三宮貴三(小池原)/林明美(小

中島)/佐藤哲昭(小中島)

▪ 大在地区　野口雅朗(横田)/嶋田佐知

代(大在北)

▪ 坂ノ市地区　原利明(細)/石山優一(久

原南)/白石康男(佐野)/荻本トキヨ(坂

ノ市南)

▪ 稙田地区　惠良洋子(寒田南町)/沢田

浩志(賀来)/池邉直美(松が丘)/安東静

馬(木上)/安部和子（中尾）

▪ 佐賀関地区　姫野千恵子(佐賀関)/野上

隆廣(馬場)/山﨑清治(志生木)/杉山茂

(佐賀関)/比永米男(志生木)

▪野津原地区　猪原孝広(福宗)

▪市外　阿部正勝(川崎市)

 以上11月15日受付分まで

善意の泉（敬称略）

【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 479,528人（＋101）〈住民基本台帳人口〉

男 230,323人（＋53） 女 249,205人（＋48） 世帯数 218,573世帯（＋44）
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第29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

▪申込み・問　県社会福祉協議会また

は市社会福祉協議会、長寿福祉課に

備え付けの申込用紙に記入し、県社

会福祉協議会（☎553-1150）へ。

おもちゃ病院inライフパル

▪日時：1月7日㈰　午前10時～午後3時

▪内容：壊れて動かないおもちゃの修理

▪診察代：無料(部品必要時は要相談)

問　大分おもちゃ病院　寺司(☎090-

7459-0915)

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

▪時間：午後1時～4時

▪内容：新生児の育児講座、妊婦体験、

沐
もく

浴
よく

実習など

▪対象：初妊婦とその夫

▪定員：12組（先着順）

▪持参品：母子健康手帳

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）

▪持参品：母子健康手帳、バスタオル、

おむつシート

▪月日：1月20日㈯　

▪場所：鶴崎市民行政センター

　※①②の教室参加者の交流会もあり。

▪申込み：電話で、1月4日㈭から県助

産師会（☎534-0753）へ。

第34回大分かるた競技大会

▪日時：1月28日㈰　午前9時～午後5時

▪場所：コンパルホール

▪内容：小倉百人一首の競技（有段者・無

段者・初心者の級別、3人1組の団体戦）

▪参加料：1人1,000円

▪その他：1人での申込みも可（主催者

側でチームを作ります）

▪申込み・問　電話または郵送、ファ

クスで、参加者全員の氏名・段の有

無、代表者の電話番号を記入し、1月

19日㈮〈必着〉までに県かるた協会　

玉井（〒870-0943　片島12組の2　

☎・ 569-8963）へ。

無料

無料

第14回ふれあい歴史体験講座

▪日時:1月20日㈯　午前9時30分～、

午後2時～

▪内容：粘土はにわ作り体験

▪定員：各70人（先着順）

▪参加料：各230円（材料費）

▪申込み・場所・問　電話で、1月5日㈮

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

情報学習センターの各種教室

①Windows（ウインドウズ）入門

▪日時：2月21日・28日（ 水 曜 日・全2

回）　午前10時～正午

②デジカメ写真を整理しよう

▪日時：2月27日㈫・28日㈬〈全2回〉　

午後2時～4時

▪対象：パソコンの基本操作ができる人

▪定員：各30人（多数時は抽選）

▪受講料：各600円

▪申込み・場所・問　電話またははがき、

ファクス、Eメールで、住所、氏名、電

話番号、教室名を記入し、①は2月7日

㈬、②は2月13日㈫〈必着〉までに情報

学習センター（〒870-0851　大石町

一 丁 目3組　 ☎545-8616　 545-

5065　 omc@hyper.or.jp）へ。

手をつなぐ育成会成人祝賀会

　知的障がいのある新成人を祝い、式

典やアトラクションなどを行います。

▪日時：1月8日㈪　午前9時45分～午

後0時30分

▪場所：ホルトホール大分　大ホール

▪定員：250人（当日先着順）

問　(一社)大分市手をつなぐ育成会(☎

551-1821)

公証人による無料相談会

　遺言や任意後見など、さまざまな法

的問題に関する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）へ。

街のホット情報

無料

コンパルホールBOSAI訓練DAY

▪日時：1月8日㈪　午前10時～午後4時

▪内容：災害時に活躍する車の展示、消

火体験、防災クイズなど

▪場所・問　コンパルホール（☎538-

3700）

府内城ボランティアガイドツアー

▪日時：1月20日㈯　①午後3時～

　②午後4時30分～　※②はイルミネ

ーションも見ることができます。

▪集合場所：大分城址公園　大手門

▪定員：各100人（先着順）

▪申込み・問　電話で、1月4日㈭から

まちなみ企画課（☎585-6004）へ。

笑顔ひろがる折り紙教室

▪日時：1月31日㈬　午前10時～正午

▪定員：20人（先着順）　

▪参加料：500円（材料費）

▪申込み・場所・問　電話で、1月4日㈭

からライフパル（☎573-3770）へ。

応急手当普及員講習

▪日時：2月1日㈭・2日㈮・3日㈯〈全3回〉 

午前8時30分～午後5時15分

▪場所：消防局4階　講堂（舞鶴町）

▪定員：50人（先着順）

▪申込み・問　 電 話 で、1月5日㈮ ～31

日㈬に消防局警防課（☎532-2199）

または中央消防署(☎532-2108)、東

消防署(☎527-2721)、南消防署(☎

586-1230）へ。

円滑な事業継承のための

中小企業支援講座2018

▪日時：2月7日・14日・21日（水曜日・

全3回）　午後6時30分～8時30分

▪講師：県事業引継ぎ支援センター担当者

▪定員：45人（先着順）

▪受講料：500円（資料代）　※交流会

参加者は各回別途300円

▪申込み・問　産業活性化プラザ（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）に必要事項を記入し、1月4日㈭～2

月2日㈮に同プラザ（☎576-8879）へ。

催 し催　し催 し

無料

無料

講座・教室・講習会

無料

暮らしの情報
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