
健康講座「げんき教室」
▪日時：6月27日㈬　午後2時～3時30分
▪場所：県看護研修会館大研修室(大字
豊饒)

▪内容：講話「笑って元気！」ほか、個別
健康相談、血圧測定など

▪その他：申込不要
問　県看護協会(☎574-7117)

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：7月13日・27日、8月24日、9月
14日・28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：400円（材料費）
▪申込み・問　電話で、6月29日㈮～
7月1日㈰に裂き織りの会 小野（☎
090-9582-2838）へ。

無料 「放送大学」10月入学生募集
▪出願期間：6月15日㈮～9月20日㈭
〈必着〉
▪申込み・問　放送大学大分学習セン
ター（☎0977-67-1191）へ。

30年度県調理師試験準備講習会
▪日時：⃝7月4日㈬・5日㈭　⃝7月30
日㈪・31日㈫　午前10時30分～午後
3時30分〈全2回〉

▪場所：県教育会館　201研修室（大字
下郡）　

▪受講料：10,000円（テキスト代を含む）
▪その他：事前申込は不要。会場での受け
付け時に受講料を徴収します。
問　（一社）県食品衛生協会（☎532-
0081）

BUILD OITAトークイベント
～第2回けんせつ小町座談会～
▪日時：7月6日㈮　午後2時～4時30分
▪場所：コンパルホール3階　多目的
　ホール
▪内容：土木・建築分野で活躍する女性
技術者と工業高校生による座談会

▪定員：200人（当日先着順）
問　（公財）県建設技術センター（☎
552-3255）

はり灸マッサージふれあいフェスタ
▪日時：7月8日㈰　午後1時～3時30分
▪場所：コンパルホール3階
▪内容：⃝演題「家族でできるツボ療
法」　⃝あんま・はり体験コーナー

▪定員：60人(先着順)
▪参加料：500円(資料代)
▪申込み・問　電話で、市鍼灸マッサー
ジ師会 麻生(☎567-3951)へ。

独身障がい者「希望のつどい」
ふれあい交流会
▪日時：9月30日㈰　午前9時～
▪集合場所：大分駅上野の森口広場
▪内容：青の洞門(中津市)、双葉の里
(宇佐市)を巡るバスツアー

▪対象：独身障がい者・介助者・開催趣
旨に賛同できる人

▪定員：90人（先着順）
▪参加料：2,500円（バス料金、昼食代、
保険料含む）

▪申込み・問　電話またはファクスで、6
月15日㈮～8月20日㈪に（一社）県身体
障害者福祉協会（☎・ 551-9775）へ。

無料

大分赤十字病院健康講座
▪日時：6月25日㈪　午後2時～3時30分
▪演題：炎症性腸疾患について
▪講師：都甲	和美氏(消化器内科医師)
▪その他：申込不要
▪場所・問　大分赤十字病院5階 大会
議室（☎532-6181)

新規大卒者向け合同企業説明会
▪日時：6月25日㈪・26日㈫　午後1時
～4時　※就職支援セミナーは午前
11時～正午

▪場所：トキハ会館5階	ローズの間
　(府内町)
▪対象：大学などの31年3月卒業予定者
問　(公財)県総合雇用推進協会(☎
548-5771)

無料労働相談
▪日時：6月28日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
201会議室

▪相談員：弁護士、社会保険労務士など
▪相談内容：賃金、労働時間、労災、労働
保険など

▪その他・問　電話による相談は県労
政・相談情報センター(フリーダイヤ
ル〈☎0120-601-540〉または携帯電話
用ダイヤル〈☎097-532-3040〉)へ。

第24回市陸上競技選手権大会
▪日時：7月22日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場
▪対象：大分陸上競技協会登録者　
▪参加料：600円～1,200円（種目によ
り異なる）

▪申込期限：7月10日㈫〈必着〉
▪その他：種目、申込方法など詳しくは、
市陸上競技協会のホームページ（http：
//www.oita-city-riku.net）をご覧に
なるか、同協会（☎558-0613）へ。

聞こえとことばの教育相談
▪日時：7月27日㈮　午前9時30分～
　午後3時30分
▪内容：聞こえやことばが気になる子
どもの教育に関する相談など

▪対象：聞こえやことばが気になる18
歳以下の子どもおよび保護者または
関係者

▪申込み・場所・問　電話またはファクス
で、7月13日㈮までに県立聾学校(東大
道　☎543-2047　 546-2111)へ。

無料

無料

無料

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

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�HOKO株式会社
▪�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
▪�堀吉孝(明野東)/宮崎恵美子(寒田北町)
香典返し寄付
▪�大分地区　牧野政子(上野丘)/藤田千秋
(東八幡)/堤陽子(津守)/栁井秀朗(米良)/

吉永勝子(中島東)/坂下和弘(仲西町)/是

永佑一(上野丘)

▪�鶴崎地区　岩本務(横尾)/坂口順一(森
町)/岩﨑洋子(三佐)/今村幸重(宮河内)/

蔭山誠(南鶴崎)

▪�大在地区　池永順一(角子原)/上田智子
(政所)

▪�大南地区　後藤通晴(けやき台)
▪�稙田地区　安部博之(横瀬)/坂本久子(市)/
安部貴洋(賀来)/高見美津子(賀来北)/鈴木

美枝子(二豊団地)/久保圭子(小野鶴)

▪�佐賀関地区　髙見実(本神崎)
▪�野津原地区　佐藤信昭(下原)
▪�市外　今富京子(国東市)/平田正行(神戸
市)

	 以上4月30日受付分まで

善意の泉 敬
称
略
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保護者向け合同企業説明会
企業理解を深める絶好の機会
　高校生や大学生などの子どもがいる
保護者へ向けた企業説明会です。
▪日時：7月1日㈰　午後2時～6時
▪場所：トキハ会館5階　ローズの間
　(府内町)
▪参加予定企業：20社
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
県雇用労働政策課(☎506-3340)へ。

第29回豊の国ねんりんピック
市予選会出場者・チーム募集
①シルバー囲碁大会　
▪日時：6月24日㈰　午前10時～（午前
9時30分受付開始）

▪場所：コンパルホール4階 集会室
▪参加料：2,000円（昼食代含む）
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名、電
話番号、段級位、生年月日を記入し、
6月22日㈮までに日本棋院大分支部　
木藤一弘（〒870-0926　加納24組　
☎090-2512-3737）へ。

②剣道交流大会
▪日時：7月20日㈮　午後7時～
▪場所：県立総合体育館　剣道場
▪申込み・問　電話で、7月10日㈫まで
に市剣道連盟事務局 佐藤（☎070-
2338-0207）へ。
▪対象：①市内居住のアマチュアで、昭
和34年4月1日以前に生まれた男性
および昭和44年4月1日以前に生ま
れた女性　②市内居住で、昭和34年
4月1日以前に生まれた人

消防設備士試験準備講習
▪日時：7月22日㈰　午前9時30分～
　午後5時
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪内容：1類、4類、6類（各甲・乙種）
▪申込期間：6月18日㈪～7月13日㈮　
▪その他・問　受講料や申込方法など
詳しくは、（一財）県消防設備安全協
会（☎537-3125）へ。

消防設備士試験
▪日時：8月26日㈰　午前10時～
▪場所：大分大学(大字旦野原)
▪申込み・問　（一財）消防試験研究セ
ンター県支部（長浜町）、県下各消防
本部（局）、県消防保安室に備え付け
の願書に記入し、6月29日㈮～7月12
日㈭に同センター（☎537-0427）へ。

無料

無料

高校生向け
起業家育成実践講座2018
▪日時：7月21日㈯・22日㈰　午前9時
～午後5時（全2回）
▪講師：鶴岡	英明氏〈イジゲン㈱代表
取締役〉ほか
▪対象：高校生
▪定員：15人（先着順）　
▪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、6月15
日㈮～7月19日㈭に同プラザ（☎576-
8879）へ。

夏休み歴史体験教室
「風鈴づくり」
▪日時：8月1日㈬・2日㈭・3日㈮・8日㈬・
9日㈭・18日㈯　午前10時～正午
▪場所：大友氏遺跡体験学習館（元町）　
　※8月1日㈬・2日㈭は大分銀行宗麟館
▪定員：各20人（先着順）
▪参加料：360円（材料費）
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・問　電話で、6月26日㈫から大
友氏遺跡体験学習館(☎544-5011)へ。

情報学習センターの教室
はじめてのExcel
▪日時：8月16日㈭　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
▪受講料：300円
▪申込み・場所・問　直接または電話、は
がき、ファクス、Eメールで、住所、氏
名、電話番号、教室名を、8月2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@hyp
er.or.jp）へ。

公共職業訓練8月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識
と技能を6カ月間で習得

▪受講期間：8月2日㈭～31年1月31日㈭
▪申込期限：6月25日㈪
▪その他：訓練コース説明会を6月19
日㈫に行います。詳しくは、大分職業
能力開発促進センター〈ポリテクセ
ンター大分〉（☎529-8615）へ。

無料

街の ホ
ッ
ト情報

のつはる少年自然の家 
夏のイベント(☎589-2212)
①サイエンス＆スペースキャンプ
　～集え！未来の科学者たち～
▪日時：7月26日㈭午前11時～27日㈮
午後1時30分(1泊2日)
▪場所：のつはる少年自然の家
▪内容：ロケット発射実験、科学遊び、
星空観察など

②ワイルドキャンプ2018
　～わんぱくたちの大冒険！～
▪日時：8月22日㈬午前9時30分～23
日㈭午後1時30分(1泊2日)
▪場所：平成森林公園キャンプ場
▪内容：野外炊飯、川遊び、星空観察など
▪対象：市内または豊後大野市大野町
に居住の小学4年生～中学生
▪定員：各40人(多数時は抽選)
▪参加料：①3,800円　②3,000円(そ
れぞれ食事代〈4食〉など)
▪持参品：①くびれのない型の炭酸飲料
用1.5Ｌペットボトル、ビニールテー
プなど　②水着、米2合、洗面具など
▪その他：要町貸切バス駐車場・野津原
支所発の無料送迎バスあり(要予約)
▪申込み・問　はがきに、イベント名、
住所、氏名、性別、学校名、学年、電話
番号、無料送迎バスの希望の有無を
記入し、①は7月12日㈭、②は7月31
日㈫〈必着〉までにのつはる少年自
然の家(〒870-1221　大字荷尾杵
1097-26)へ。

ふれあい歴史体験講座
「七夕飾り作り」
▪日時：6月30日㈯　午前9時30分～、
午後2時～

▪定員：各50人(先着順)
▪受講料：100円(材料費)
▪申込み・場所・問　電話で、6月17日㈰
から歴史資料館(☎549-0880)へ。

イベント

講座＆教室
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