【5月末日現在】
※（

男

）は前月比

229,985人（＋64）

第6回ふれあい歴史体験講座
「土の鈴作り」
▪日時：7月14日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：70円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月4日㈬
から歴史資料館（☎549-0880）
へ。

海部古墳資料館
「勾玉作りに挑戦」
まがたま

▪日時：7月22日㈰ 午前10時～正午
▪対象：小学3年生以上
（保護者同伴可）
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：270円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月1日㈰
～21日㈯に海部古墳資料館（大字里
☎524-2300）
へ。
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大分市の面積と人口

情報

親と子で楽しむカヌー教室
▪日時：①7月29日㈰ 午前9時～11時
②8月18日㈯ 午前9時～正午
▪場所：①ハウス大分川（舞鶴橋下流）
②リバーパーク犬飼
▪対象：小・中学生とその保護者
▪定員：各20人程度（先着順）
▪受講料：大 人 …2,500円 子 ど も …
2,000円
▪申込み・問 電話で、
7月1日㈰から市カ
ヌー協会 藤原
（☎545-7662）
へ。

〈住民基本台帳人口〉
口 478,889人（＋211）

女

248,904人（＋147） 世帯数 219,912世帯（＋281）

米粉を使った料理教室
◎米粉でクッキング！料理教室
場所
月日
公設地方卸売 9月6日、10月4日、
11月1日
市場（豊海） （木曜日・全3回）
9月26日、
10月24日、
11月28日
稙田公民館
（水曜日・全3回）
9月11日、
10月9日、
11月13日
鶴崎公民館
（火曜日・全3回）

▪時間：午前10時～午後2時
▪対象：市内に居住・通勤している18歳
以上の男女
▪定員：各会場25人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円
（材料費・全3回分）
▪申込み・問 農政課（本庁舎8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、
7月2日
㈪～27日㈮に同課
（☎537-7025）
へ。
◎夏休みキッズ米粉料理教室
▪日時：8月1日㈬ 午前9時30分～午
後1時
▪場所：公設地方卸売市場 調理実習室
▪内容：米粉を使ってニョッキ、パンプ
キンスープ、ドーナツを作る
▪対象：5歳～小学6年生の子どもとそ
の保護者
▪定員：15組程度(多数時は抽選)
▪参加料：1人500円（材料費）
▪申込み・問 往復はがきに、住所、参加
者全員の氏名・年齢、電話番号を記入
し、
7月2日㈪～13日㈮
〈必着〉
に、農政課
(〒870-8504 荷 揚 町2-31 ☎5377025)へ。

赤十字救急法等講習会
コース

日時

①赤十字救急法基 7月11日㈬、9月7日㈮
礎講習会
午前9時～午後3時
●7月12日㈭・13日㈮
②赤十字救急法救
●9月8日㈯・9日㈰
急員養成講習会
午前9時～午後5時30分
③乳 幼 児 の 応 急・ 9月12日㈬
救命手当講習会 午前10時～正午
④高齢者の健康・安 9月25日㈫・26日㈬
全サポート講習会 午前9時30分～午後5時

※③は託児あり
（保険料100円）
▪対象：15歳以上（②は基礎講習修了
者）
▪定員：①・②…各30人 ③・④…各20人
▪受講料：①1,500円 ②1,700円
③無料 ④900円
▪その他・問 応募方法など詳しくは、
日赤大分県支部（千代町二丁目 ☎
534-2237）
へ。
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米粉ニョッキ（トマトクリームソース）

季節の酵素シロップ講座
▪日時：7月28日㈯ 午前10時～正午
▪講師：米澤 陽子氏（タオ・オーガニッ
ク・キッチン代表）
▪対象：小学生以上（中学生以下は保護
者同伴）
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪参加料：4,320円（材料費）
▪持参品：エプロン、瓶（4L)など
▪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、
7月8日㈰～15
日㈰に平和市民公園能楽堂（☎551551-5512
info@noga
5511
ku.jp）
へ。

ゲートキーパー
養成研修会

初心者狩猟講習会

親子LED工作教室

▪月日・場所：●8月1日㈬…保健所6階
大会議室 ●8月8日㈬…鶴崎市民行
政センター2階 大会議室
▪時間：午後1時30分～3時45分（受付
は午後1時～）
▪定員：各100人（先着順）
▪内容：講演「地域の住民だからこそで
きる自殺予防」ほか
▪講師：関根 剛氏（県立看護科学大学
准教授）ほか
▪申込み・問 電話またはファクスで、
氏名、電話番号、希望日を、7月2日㈪
～20日㈮に保健所保健予防課（☎
536-2852
532-3356）
へ。

▪月日：①わな猟…7月16日㈪ ②第一
種・第二種銃猟…7月21日㈯・22日㈰
▪時間：午前10時～午後4時30分
▪場所：①県林業会館（大字古国府）
②県猟友会会議室（顕徳町）
▪内容：法令、狩猟鳥獣の判別、猟具の
取り扱い、実技
▪受講料：①8,000円 ②各1万2,000円
▪申込み：直接7月3日㈫に市猟友会（顕
徳町二丁目6-13 ☎538-1042）
へ。
▪その他・問 市内居住の農林水産物
を生産する者がわな猟を受講し、試
験に合格した場合は、市が受講料を
助成します。詳しくは、林業水産課
（☎585-6021）
へ。

▪日時：7月22日㈰ 午前10時～正午、
午後1時30分～3時30分
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：各25組（先着順）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月1日㈰
からライフパル（☎573-3770）
へ。

応急手当普及員講習

市民図書館夏休みイベント

無料

無料

▪日時：8月4日㈯～6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
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問 電話で、
7月1日㈰～31日
㈫に消防局警防課（☎532-2199）
、
中央消防署（☎532-2108）
、東消防
署
（☎527-2721）
、南消防署
（☎5861230）
へ。

南大分スポーツパーク
「いきいき健康講座」
①ストレッチ講座（後期）
▪期間・時間：9月～11月
（火曜日・全8回）
午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の男女 ※高校生は不可
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪受講料：2,000円
②高齢者いきいきフィットネス講座
（後期）
▪期間・時間：9月～11月（水曜日・全10
回） 午前9時30分～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の男女
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪受講料：2,500円
▪持参品：運動できる服装、タオル、室
内シューズ、ストレッチ用マット（①
のみ）など
▪申込み・問 南大分体育館に備え付
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、7月31日㈫
までに同館（☎546-7010）
へ。
※市ホームページで電子申請も可。

無料
◎調べ学習講座
▪日時：①7月28日㈯ 午前10時～正
午 ②7月21日㈯、8月18日㈯〈全2
回〉 午前10時～正午
▪対象：①市内居住の小学1年生（保護
者同伴） ②市内居住の小学2・3年生
▪定員：①10人 ②15人
（①②とも先着順）
◎夏の星座と工作
▪日時：7月21日㈯、8月18日㈯ 午後
7時～9時
▪対象：市内居住の小学生
（保護者同伴）
▪定員：各15人（先着順）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・問 直接または電話で、7月
2日㈪から市民図書館（J:COM ホル
トホール大分内 ☎576-8241）
へ。

アートプラザ夏のワークショップ
内容
消しごむはんこでオリジナル
和風小物を作ろう！
マーブリングでオリジナル
和風うちわつくり
スクラップブッキングで
和風アルバムつくり

月日
8月1日㈬
8月8日㈬・
15日㈬
8月20日㈪

▪時間：午後2時～4時
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：各15組
（いずれも多数時は抽選）
▪参加料：500円（材料費）
▪その他：保護者は「西元祐貴 龍のキ
セキ」
大分展の未使用の観覧券が必要
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住所、
氏名
（ふりがな）
、学年、年齢、電話番号、
イベント名、希望日を記入し、
7月18日
㈬〈必着〉までにアートプラザ（〒8700046 荷揚町3-31 ☎538-5000）
へ。

夏休みジュニア体操教室
▪日時：7月23日㈪・24日㈫、
8月1日㈬・
2日 ㈭・3日 ㈮・4日 ㈯・21日 ㈫・22日
㈬・23日㈭・24日㈮〈全10回〉 午後
1時～3時
▪場所：コンパルホール5階 体育室
▪対象：市内または由布市居住の小学生
▪定員：60人（各学年10人程度、多数時
は抽選）
▪参加料：4,000円（10回分）
▪申込み・問 往復はがき（1人1枚）に、
教室名、住所、氏名
（ふりがな）
、性別、
学年、保護者氏名、電話番号を記入
し、
7月13日㈮〈必着〉までにコンパル
ホール（〒870-0021 府内町一丁目
5-38 ☎538-3700）
へ。

産業活性化プラザセミナー 無料
「新ウェブサービス解説セミナー」
▪月日：①8月1日㈬ ②8月8日㈬
▪時間：午後6時30分～8時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールーム
▪講師：①志賀 飛太氏〈シェアードク
リエイション㈱代表取締役〉
②渡邊 俊之氏（HOCORU代表）
▪定員：各45人（先着順）
▪申込み・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、
7月1日㈰～
31日㈫に同プラザ
（☎576-8879）
へ。

歴史資料館
「夏休みジュニア歴史探検」
▪日時：8月2日㈭ 午前9時30分～午
後3時30分
▪対象：小学4年生～中学生
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：500円
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、性別、学年、電
話番号を記入し、7月15日㈰〈消印有
効〉までに歴史資料館（〒870-0864
大字国分960-1 ☎549-0880）
へ。

イベント
アート・ワンダーランド2018
想像してみ展！
てん

▪期間・時間：7月10日㈫～9月24日㈪
午前10時～午後6時（入館は午後5時
30分まで）
▪料金：一般…300円、高校生・大学生
…200円、中学生以下無料
▪場所・問 市美術館（☎554-5800）

「おおいたデザインエイド2018」
無料
トークイベントVol.1
▪日時：7月29日㈰ 午後4時～
▪場所：平和市民公園能楽堂
▪内容：中川 政七氏〈㈱中川政七商店
会長〉による講演「（仮）経営とデザイ
ンの幸せな関係」
▪定員：300人（先着順）
▪その他・問 応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、商
工労政課（☎585-6011）
へ。

講座＆教室
魚料理教室
▪日時：7月15日㈰ 午前9時30分～
午後1時
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問 往復はがき（1組1
枚）に、住所、氏名、電話番号（団体・グ
ループは名称と人数も）を記入し、7
月9日㈪〈必着〉までに公設地方卸売
市場管理事務所（〒870-0018 豊
海三丁目2-1 ☎533-3113）
へ。

夏休み企画！孫と一緒に箸置き作り
▪日時：8月8日㈬ ①午前9時30分～11
時30分 ②午後1時30分～3時30分
▪対象：市内または由布市に居住または
通勤、
通学している小学生とその祖父母
▪定員：各10組
（1組4人まで、
多数時は抽選）
▪参加料：1人300円（材料費）
▪講師：Kana氏（現代美術家）
▪申込み・場所・問 往復はがきに、
住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）
・性別、子
どもの学年、
祖父母の年齢、
電話番号、
希
望時間を記入し、
7月10日㈫
〈消印有効〉
ま
でに男女共同参画センター
（〒870-0021
府内町一丁目5-38 ☎574-5577）
へ。

市報おおいた H30.７.１

12

