
30年度銃砲刀剣類登録審査会

▪日時：5月～31年3月の奇数月第2水

曜日　午後1時～4時30分受付

▪場所：県庁舎別館8階　84会議室

問　県文化課（☎506-5498）

善意の寄付が相次いでおります。

お礼申し上げます。

市へ
▪ あすらんの子どもたち

社会福祉協議会へ　

香典返し寄付
▪ 大分地区　橋本シヅ子(太平町)/児屋野誠

(原新町)/廣瀬善朗(王子町)/管一博(金谷

迫)/藤原當美子(岩田町)/柴尾ヱミ子(曲)/

竹谷孝子(豊饒)/佐藤栄昭(長浜町)

▪ 鶴崎地区　武内玉子(南鶴崎)/首藤義文

(迫)/河野小三(森町)

▪ 大在地区　西川絹代(志村)/工藤數子（曙

台)

▪ 坂ノ市地区　亀井孝子(坂ノ市南)/尾渡

行雄(王ノ瀬)/斎藤裕二(久土)/板井真知

子(久土)/内田吉信(坂ノ市中央)/小手川

徹(佐野)

▪ 大南地区　山﨑秀雄(上戸次)/森道雄(けや

き台)/大戸光男(福良)/山本忠相(杉原)/甲

斐剛(梅が丘)/植木章生(中戸次)

▪ 稙田地区　甲斐洋子(ふじが丘) /小田芳

子(富士見が丘東)/森田政美(小野鶴)/津

久間昭子(国分新町)

▪ 佐賀関地区　林満子(一尺屋)/髙橋泰枝(志

生木）

▪ 野津原地区　池邉勝哉(廻栖野）
 以上3月15日受付分まで

5月は赤十字運動月間です

◎赤十字レッドライトアッププロジェ

クト2018

▪日時：5月7日㈪～11日㈮ 午後7時～9時

▪内容：大分城址公園の外壁を赤く照

らします。

◎赤十字体験パーク

▪日時：5月12日㈯　午前10時30分～

午後3時30分

▪場所：トキハわさだタウン1階

　フェスタ広場

▪内容：赤十字の仕事を体験できる参

加型イベント

問　日赤大分県支部（☎534-2236）

無料人権なんでも相談所

▪日時：5月10日㈭　午前10時～午後3時

▪場所：南大分公民館

▪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、その他の人権問題

問　大分地方法務局（☎532-3161）

空き家・空きビル・空き店舗活用

シンポジウム

▪日時：5月19日㈯　午後6時30分～9時

（午後6時開場）

▪場所：J:COM ホルトホール大分

　小ホール

▪定員：200人（先着順）

▪申込み・問　電話またはファクス、E

メールで、NPO法人空き家サポートお

おいた事務局（☎578-8782　 578-

8784　 info@akiya-oita.com）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

▪時間：午後1時～4時

▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし

方、新生児の育児講座、妊婦体験、

沐
もくよく

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：5月19日㈯…明治明野公

民館

※①②の参加者の交流会もあり。

▪申込み・問　電話で、5月2日㈬から

県助産師会（☎534-0753）へ。

無料

無料

無料

要約筆記者養成講座（手書き・

パソコンコース）受講者募集

▪日時：6月2日～11月17日（土曜日・

全21回）　午前10時～午後3時

▪定員：20人（先着順）

▪その他：申込方法、受講料など詳しく

は、お問い合わせください。

▪場所・問　県聴覚障害者協会（大津町

一丁目　☎551-2152）

第29回豊の国ねんりんピック

出場者・チーム募集

①ミニバレーボール大会

▪日時：6月3日㈰　午前9時30分　

▪場所：こうざき小学校　体育館　

▪対象：⃝男性…昭和34年4月1日以前

に生まれた人　⃝女性…昭和37年4

月1日以前に生まれた人　※昭和40

年4月1日以前に生まれた女性は1チ

ーム3人まで可

▪その他：1チーム10人以上

▪申込み・問　電話で、5月27日㈰まで

に県ミニバレーボール連盟　加藤

　（☎090-8918-3306）へ。

②テニス交流大会

▪日時：6月23日㈯　午前10時　

▪場所：市営駄原テニスコート　

▪対象：●60歳以上男子・女子ダブルス

…昭和34年4月1日以前に生まれた

人　●65歳以上男子ダブルス…昭和

29年4月1日以前に生まれた人　

▪参加料：1組3,000円　

▪申込み・問　ファクスで、5月22日㈫

までに市テニス連盟　高瀬（☎090-

2502-8033　 544-3303）へ。　

自死遺族のつどい

▪日時：6月7日㈭　午後2時～4時

　（午後1時30分受付開始）

▪内容：参加者の気持ちの分かち合い

▪申込み・場所・問　電話で、5月31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。　

※予約制

検察審査会にご相談ください

　検察審査会は、検察官が被疑者を裁

判にかけなかったこと（不起訴処分）に

ついて審査しています。犯罪の被害に遭

った人や告訴・告発した人から申立てが

あったときに審査を始めます。秘密は固

く守られます。気軽にご相談ください。

問　大分検察審査会事務局（☎532-7161）

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！

高崎山自然動物園の入り口と

サル寄せ場を結ぶモノレールは

 「●●●●レール」

▪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、5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、市美術館特別
展「アートになった猫たち展」ペアチケ
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。

4月1日号「市報クイズ」の答え

大分トリニータの
2018年のスローガンは

「　勇○　往○　邁進」

【3月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.38㎢ 人　口 478,222人（－1,023）〈住民基本台帳人口〉

男 229,604人（－587） 女 248,618人（－436） 世帯数 218,643世帯（＋209）

善意の泉
敬
称
略

市報クイズ
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能楽堂の各種教室

①こども能楽教室

▪期間：6月～10月の各月2回（8月は1回）

▪対象：幼稚園年長～中学生

②能楽初心者教室

▪期間：6月～9月の各月2回（8月は1回）

▪対象：高校生以上

▪定員：①25人　②15人（いずれも先

着順）

▪参加料：①4,320円　②7,560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、年齢（学

年）、性別、保護者氏名、電話番号、講

座名を、5月2日㈬～25日㈮に平和市

民公園能楽堂（☎551-5511　 551-

5512　 info@nogaku.jp）へ。

看護の日・看護週間

「看護フォーラム」

▪日時：5月13日㈰　午後1時～3時

▪場所：県看護研修会館（大字豊饒）

▪内容：看護を詠む作品の発表、原千晶氏

（女優）による特別講演「大切にしたい自

分の体～2度の子宮がんを経験して～」

問　県看護協会（☎574-7117）

大分川のんびりカヌー教室

▪日時：5月20日、6月3日、7月1日、8月

26日、9月16日（日曜日・全5回）　午前

10時～正午

▪場所：舞鶴橋下流「ハウス大分川」前

▪対象：高校生～70代

▪定員：20人程度（先着順）

▪受講料：1万2,000円（保険料含む）

▪申込み・問　電話で、5月1日㈫～18

日㈮に市カヌー協会事務局　藤原

（☎545-7662）へ。

中途失明者自立生活のための

生活訓練受講者募集

▪日時：6月～31年3月（月2回）　午前

10時～午後3時

▪内容：点字・パソコン講習、歩行訓練、

福祉用具の使用法、日常生活動作訓

練など

▪対象：市内居住の20歳以上で、中途失

明者および視覚を失う恐れのある人

▪申込み・問　電話で、5月31日㈭まで

にむくどり文庫（J:COM ホルトホー

ル大分内　☎543-2033）へ。

街の
ホ
ッ
ト情報

無料

無料

リバスタ親子教室

▪日時：5月25日～10月26日（月2回程

度・金曜日・全10回）　午前10時～

11時30分

▪内容：季節遊びなど

▪対象：1歳～3歳児とその保護者

▪定員：25組（先着順）

▪受講料：4,000円（傷害保険料含む）

▪申込み・場所・問　電話で、5月1日㈫

～10日㈭に市営陸上競技場（☎558-

0613）へ。

ふれあい歴史体験講座「土偶作り」

▪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：180円（材料費）

▪申込み・場所・問　電話で、5月3日㈭

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

夏の美術教室「フェイスペイント

で猫になっちゃお！」

▪日時：6月9日㈯　午後1時30分～3時

30分

▪場所：市美術館　研修室・企画展示室

▪内容：特別展「アートになった猫たち

展」を鑑賞後、専用の絵の具で顔や腕

などにペイントをします。

▪定員：40人（多数時は抽選・小学生以

下は保護者同伴）

▪参加料：500円（別途特別展観覧料）

▪申込み・問　往復はがき（1枚につき1

家族）に、講座名、住所、参加者全員の

氏名（ふりがな）・年齢、電話番号、必要

な材料数を記入し、5月1日㈫～15日㈫

〈消印有効〉に市美術館（〒870-0835　

大字上野865　☎554-5800）へ。

生ごみ処理容器普及講習会

▪日時：6月10日㈰　午後1時～5時

▪定員：20人（多数時は抽選）

▪集合場所：鶴崎市民行政センター玄

関前

▪申込み・問　ごみ減量推進課（本庁舎

4階）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、5月31日㈭までに

同課（☎537-5687）へ。

無料

笑顔ひろがる折り紙教室

▪日時：5月30日㈬　午前10時～、

　午後1時～（各2時間）

▪定員：各15人（先着順）

▪参加料：500円（材料費）

▪申込み・場所・問　電話で、5月2日㈬

からライフパル（☎573-3770）へ。

親子クッキング教室

▪日時：6月16日、7月14日、8月25日（土

曜日・全3回）　午前10時～午後1時

▪場所：野津原公民館

▪対象：未就学児（4歳以上）と父母ま

たは祖父母

▪定員：12組（多数時は抽選）

▪参加料：1組1回につき700円（材料費）

▪申込み・問　電話またははがきで、住

所、保護者氏名・続柄、子どもの氏名

（ふりがな）・生年月日、電話番号を5

月22日㈫〈必着〉までに多世代交流

プラザ（〒870-1203　大字野津原

800　☎588-1151）へ。

おおいたナイトスクール

▪期間：6月～31年2月（約30回）

▪対象：学齢期を超えている人

▪時間・場所・開催曜日・科目

時間
（午後）

稙田
公民館

コンパル
ホール

鶴崎
公民館

火曜日 水曜日 木曜日

7時～
7時50分

ふるさと
知ろう科

英語
（中1程度）

英語
（中2程度）

8時～
8時50分

数学
（中1程度）

国語
（中1程度）

国語
（中2程度）

▪その他：教科書代等は自己負担

▪申込期間：5月1日㈫～16日㈬

▪申込み・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、社

会教育課（☎537-5722）へ。

豊後府内経営者塾2018

▪日時：6月の毎週木曜日（全4回）

　午後6時30分～8時30分

▪講師：中小企業診断士ほか

▪定員：25人（先着順）

▪受講料：4,000円（4回分・資料代含む）

▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ

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1日

㈫～6月4日㈪に同プラザ（J:COM ホル

トホール大分2階　☎576-8879）へ。

講座＆教室

無料
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