
新春！さがのせき朝市
▪日時：1月27日㈯　午前8時30分～10
時(予定)
▪場所：県漁協佐賀関支店周辺
▪内容：●朝市　●佐賀関地区の特産
品などが当たる「お楽しみ抽選会」
（500円以上の買い物につき抽選券1
枚。景品がなくなり次第終了）　●ク
ロメ（冷凍）の販売（1,000本予定、当
日午前8時30分から販売）
問　実行委員会（☎575-1000）

オストメイト医療相談会
▪日時：1月27日㈯　午後1時～3時30分
▪場所：大分医師会立アルメイダ病院
研修会館５階
▪内容：ストーマ造設術を伴う消化器
疾患と治療についての講演など
問　日本オストミー協会大分県支部　
　迫野（☎0978-42-5621）

おおいた花育2018�夢一輪運動
▪日時：2月10日㈯　午前9時30分～午
後4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
　大会議室
▪内容：押し花体験教室（1月15日㈪か
ら予約受付・先着順）など
問　県園芸活性化協議会（☎544-0392）

無料

無料

無料人権なんでも相談所
▪日時：1月25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、法務局職員
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ
ラ・パワハラ、その他の人権問題
問　大分地方法務局（☎532-3161）

県立聾学校幼稚部入学者募集
▪募集期間・時間：2月1日㈭～14日㈬
〈土・日曜日、12日㈪を除く〉　午前9
時～午後4時
▪対象：24年4月2日～27年4月1日生ま
れで、聴覚に障がいを有する人
▪入学希望者の面接：2月下旬
▪願書請求・問　県立聾学校（〒870-
0823　東大道二丁目5-12　☎543-
2047　 546-2111）へ。

2018長崎ランタンフェスティバル
バスツアー
◎日帰りコース
▪日時：2月23日㈮・24日㈯・25日㈰、3
月2日㈮・3日㈯・4日㈰　午前9時30
分～午後10時
▪参加料：6,500円～
　（小学生以下は4,800円～）　※昼食付
◎１泊2日コース
▪日時：3月2日㈮午前9時30分～3日㈯
午後10時
▪参加料：1万1,400円（3人1室の場合）
～　※昼食1回、朝食1回付
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
▪定員：各45人（先着順）
▪申込み・問　電話で、1月15日㈪から
長崎国際観光コンベンション協会
（☎095-823-7423）へ。

大分体操教室
▪日時：4月～31年3月（全24回）
　土・日曜日、祝日の午前中
▪場所：コンパルホール5階体育室ま
たは南大分体育館
▪対象：満4歳～新小学6年生
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪参加料：入会金2,000円（傷害保険料
など）、年会費1万5,000円
▪申込み・問　往復はがきに、住所、参加
者の氏名・性別・生年月日・電話番号、保
護者名を記入し、2月2日㈮〈必着〉までに
大分体操教室　田島（〒870-0857　明
磧町9組2の西　☎090-7151-0340）へ。

大分城址公園仮想天守
イルミネーション関連イベント
◎ランヨガ�in�府内城参加者募集
▪日時：1月21日㈰　午前9時～午後5時
▪内容：ヨガなどの体験イベント
▪定員：各15人（多数時は抽選）
▪申込期限：1月19日㈮
▪その他・問　詳しくは、ランヨガホ
ームページ(https://runyogafesta.
jimdo.com/)をご覧になるか、水岡
（☎090-4019-6961）へ。
◎府内城下町楽市楽座出店者募集
▪出店期間：2月10日㈯・11日㈰
▪出店の対象：飲食・小物関連など
▪募集期限：1月31日㈬〈必着〉
▪その他・問　出店者は書類審査の上
決定します。詳しくは、遊

あ そ び よ ん

BIYON実行
委員会ホームページ(http://chimee
nta.main.jp/asobiyon/)をご覧にな
るか、柏原（☎090-1364-0002）へ。

悩まず��どんとこい労働相談
▪期間：2月1日㈭～7日㈬
▪時間：〈平日〉午前9時～午後8時（来所受
付は午後6時30分まで）��〈土・日曜日〉午前
9時～午後5時（来所受付は午後4時まで）
▪相談内容：解雇・賃金未払いなどの労
使間トラブル
▪場所・問　〈専用ダイヤル〉☎536-3650　
〈来所〉県労働委員会事務局（県庁舎
本館7階）

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：2月9日・23日、3月9日・23日（金曜
日）　午前10時～正午、午後1時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：各5人（先着順）
▪受講料：各400円
▪申込み・問　電話で、1月26日㈮～28日
㈰に裂織の会　小野（☎090-9582-
2838）へ。

陶芸教室受講者募集
▪期間・時間：4月～31年3月（金曜日・
月2回）　午前10時～午後2時
▪対象：60歳以上の人
▪定員：14人（多数時は抽選）
▪受講料：月2,000円（教材費は別途負担）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢
を記入し、3月10日㈯〈必着〉までに楽
陶会　上田（〒870-0048　碩田町三
丁目5-11　☎090-2510-9198）へ。

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
▪�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
▪�地球大好き！さくらグループ/大分市
役所フラッグ杯一同/得丸綾子(鶴瀬)/
宮崎恵美子(寒田北町)
香典返し寄付
▪�大分地区　中村美佐男(浜の市)/衛藤八
重子(荏隈)/豊田誠治(東八幡)/奈須フキヱ
(東大道)/首藤優弥(片島)/菅淳一(上野丘)/
堤雄一(中島中央)/末綱ヤス子(田ノ浦)
▪�鶴崎地区　齋藤淑子(皆春)/加藤秀之(家
島)/甲斐敏美(皆春)
▪�大在地区　園田文治(横田)/佐藤裕作(須賀)
▪�坂ノ市地区　御手洗立身(一木)/丹生
義成(坂ノ市南)
▪�大南地区　廣川一彦(上戸次)/植木敬�
(下戸次)
▪�稙田地区　中西律子(富士見が丘東)/
藤柴正文(敷戸東町)/山本忠夫(寒田北
町)/久保敏明(富士見が丘西)/指原正治
(木上)/山下哲史(星和台)
▪市外　岩田俊三(福津市)
� 以上11月30日受付分まで

善意の泉（敬称略）

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）

大分市テレビ広報番組
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おうちでフレンチ！地産地消料理教室
▪日時：2月6日㈫　午前10時～午後1時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
　キッチンスタジオ
▪講師：大久保�智尚氏（Tomo�Clover
大久保食堂）
▪定員：25人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪その他：参加者は地産地消サポータ
ーの登録が必要（登録無料）
▪申込み・問　往復はがき（1枚につき4
人まで）に、参加者全員の住所・氏名・電
話番号を記入し、1月15日㈪～26日㈮
に農政課（本庁舎　☎537-7025）へ。

屋外広告物講習会
▪日時：2月14日㈬　午前10時～午後5時
▪場所：コンパルホール3階　300会議室
▪内容：屋外広告物に関する法令の解
説など
▪受講料：2,000円（テキスト代など）
▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁
舎7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、1月15日㈪～2月2日㈮に同課
（☎537-5968）へ。

男女共生セミナー
「子どものサインに気づいて
あげられますか？」
▪日時：2月22日㈭　午後2時～3時30分
▪内容：いじめ、自殺、犯罪、虐待、デー
トDVなどに対する子どものSOS
▪講師：関根�剛氏（県立看護科学大学
准教授）
▪対象：市内または由布市に居住・通勤
している子どもを指導する立場の人
など
▪定員：30人（先着順）　※生後6カ月～
就学前の無料託児あり（予約制・先着10人）
▪申込み・場所・問　電話で、1月20日㈯
～2月15日㈭に男女共同参画センター
（コンパルホール2階��☎574-5577）へ。

県立農業大学校就農準備研修生募集
▪研修期間：4月6日㈮～31年3月5日㈫
▪対象：県内で就農を希望する人
▪定員：20人
▪申込期限：2月19日㈪
問　県中部振興局(☎506-5796）

無料

街のホット情報

スタインウェイ（ピアノ）を
弾きませんか
▪日時：2月27日㈫・28日㈬　午前10
時～午後8時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
　大ホール
▪対象：市内に居住または通勤・通学し
ている小学生以上
▪参加料：30分1,000円
▪申込み・問　直接または電話で、2月
3日㈯午前9時からJ:COM�ホルトホ
ール大分（☎576-8877）へ。

ふれあい歴史体験講座
「折り紙雛作り」
▪日時：2月3日㈯　午前9時30分～、�
　午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：各300円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、1月17日
㈬から歴史資料館（☎549-0880）へ。

市民図書館「電気教室」
▪日時：2月10日㈯　午前10時30分～
正午
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
　201・202会議室
▪内容：発電の方法や原理を学び、電気
を作る実験を行う
▪対象：市内居住の小学4年生～6年生
▪定員：30人(先着順)
▪申込み・問　�直接または電話で、1月
15日㈪午前9時から市民図書館（J:C
OM�ホルトホール大分2階　☎576-
8241）へ。

情報学習センター
電子メール入門
▪日時：3月2日・9日（金曜日・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：30人（多数時は抽選）
▪受講料：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、2月16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。

講座・教室・講習会

無料

歴史資料館テーマ展示Ⅲ
「大分の刀剣」
　かつて大分は刀剣の一大産地として
知られていました。本展では、郷土の刀
剣を歴史の流れに沿って紹介します。
▪会期：1月27日㈯～4月2日㈪
▪開館時間：午前9時～午後5時（入館
は午後4時30分まで）
▪休館日：1月29日㈪、2月6日㈫・13日
㈫・19日㈪・26日㈪、3月6日㈫・12日
㈪・19日㈪・22日㈭・26日㈪
▪観覧料：大人200円、高校生100円
　※中学生以下、身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳提示
者とその介護者は無料。
▪その他：2月11日㈰午後2時から展示
解説講座があります（講座参加者は
観覧料無料）。
▪場所・問　歴史資料館（☎549-0880）

大分都市広域圏就農相談会
（農業・林業・水産業）
▪日時：2月3日㈯　午後1時～4時30分
▪場所：コンパルホール３階　多目的
ホール
問　農政課（☎537-5628）

第24回大分市芸能まわり舞台
▪日時：2月4日㈰　午前10時～
　（開場は午前9時30分～）
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
　大ホール
▪内容：能、民踊、長唄、琵琶、日舞、子ど
も発表、三曲、洋舞、民謡、詩吟、大正
琴
▪定員：1,201人（先着順）
▪料金：1,400円（前売券は1,200円）
▪その他：全席自由。前売券はJ:COM�
ホルトホール大分、トキハ会館で、
当日券はJ:COM�ホルトホール大分　
大ホール前で販売。
問　社会教育課（☎537-5722）

催 し催 し

「神狐丸」府内藩刀工（8代）��冨田�盛利��作
（市指定有形文化財）

無料

市役所���本庁舎���〒870-8504　荷揚町2-31

暮らしの情報
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