大分市テレビ広報番組

毎週日曜日

午前11時45分～11時50分

（市内のケーブルテレビ局でも放送中）

アントレプレナーシップセミナー
無料
Forkids
▪日時：8月7日㈫ 午前9時15分～
午後5時15分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールームL
▪対象：小学6年生～中学生
▪定員：15人(先着順)
▪申込み・問 電話またはEメールで、
7月15日㈰から大分大学産学官連携
推進機構(☎554-7981
oitau-ico
@oita-u.ac.jp)へ。

サマージャンボ宝くじが
8月3日㈮まで販売中！
サマージャンボ宝くじの賞金は、
1等・
前後賞合わせて7億円です。サマージャ
ンボミニ1等・前後賞合わせて7,000万
円も同時発売。
この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。

善意の泉

敬
称
略

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ

▪イオン九州株式会社
▪マックスバリュ九州株式会社
▪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

▪宮 崎恵美子(寒田北町)/ボランティア豊
府/大分歌謡スクール/大分建労大分東支
部 衛藤孝美

香典返し寄付

▪大 分地区 矢野秀一(舞鶴町)/安東信一
(西大道)/藤澤紀美子(花高松)/古城多恵
子(錦町)/江口かずえ(下郡山の手)/佐藤
直司(古国府)/佐藤栄昭(長浜町)/筒井幸
子(中島中央)
▪鶴 崎地区 安部ミサ子(皆春)/藤野大輔
(横尾)/浅見敬三(法勝台)/望月潤一(葛
木)/上木妙子(皆春)/首藤央久(迫)
▪大在地区 三代英紀(花江川)/梅木太郎
(政所)
▪坂 ノ市地区 本田成美(久原南)/松﨑利
行(細)/木田篤子(坂ノ市南)
▪大 南地区 津野トキ子(河原内)/山﨑長
喜(中判田)/太田哲三(中戸次)
▪稙 田地区 大塚由紀子(寒田南町)/小野
直美(宮苑)/矢田修(宗方台東)/江口公二
(富士見が丘東)/長岡宏(口戸)
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市花卉同好会からのお知らせ
無料
◎第68回大分市朝顔展
▪期間・時間：7月27日㈮～31日㈫
午前7時～正午
▪場所：県護国神社（大字牧）
▪内容：朝顔の品評会・展示会
◎日曜園芸教室
▪月日・時間：8月5日、
9月2日、
10月7日、
11月4日、12月2日
（日曜日・全5回）
午前9時～正午
▪場所：大分南部公民館（大字曲）
▪内容：朝顔・菊・盆栽の作り方
▪会費：4,000円
（テキスト代含む）
問 市花卉同好会 後藤
（☎569-5257）

自衛官などの採用試験
採用区分により受付期間、
試験日が異
なりますので、
お問い合わせください。
問 自衛隊大分地方協力本部大分募集
案内所（☎546-2177）

目と見え方の教育相談会

無料

▪日時：8月16日㈭ 午前10時～午後3時
▪対象：視覚障がいのある幼児・児童・
生徒およびその保護者など
▪内容：視覚障がいのある子どもに対
する家庭での接し方、保育・教育・医
療に関することなど
▪ そ の 他・問 申 込 方 法 な ど 詳 し く
は、8月8日㈬までに県立盲学校（金
池町三丁目1-75 ☎532-2638
532-2636）
へ。

狩猟免許試験および免許更新
▪試験1の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…8月18日㈯ 網・わな猟…8月
19日㈰ ※受付期間 7月23日㈪～
8月7日㈫
▪試験2の種類・月日：網・わな猟…9月
15日㈯ ※受付期間 8月20日㈪～
9月4日㈫
▪試験3の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…10月6日㈯ 網・わな猟…10
月7日㈰ ※受付期間 9月18日㈫
～10月1日㈪
▪免許更新：全項目…①9月5日㈬ ②
9月10日㈪ ③9月14日㈮ ※受付
期間 8月1日㈬～17日㈮
▪場所：県庁本館 正庁ホール ※た
だし①は鶴崎公民館（東鶴崎） ②は
県教育会館（大字下郡）
▪申込み・問 県中部振興局森林管理
班（☎506-5749）
へ。

市民健康づくり運動指導者
養成講座
▪期間・時間：8月20日㈪～11月19日㈪
午後1時30分～4時30分(全15回)
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪定員：30人(先着順)
▪受講料：2,000円(資料代など)
▪申込み・問 はがきに、住所、郵便番
号、氏名、性別、生年月日、電話番号を
記入し、7月15日㈰～8月15日㈬〈必
着 〉 に、 い き い き 健 康 館(〒8700022 大手町三丁目6-15 ☎5143622)へ。

第2回市陸上競技記録会
▪日時：8月26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（種目など
により異なる）
▪申込期限：8月14日㈫
▪その他・問 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
ジをご覧になるか、同協会（☎5580613）へ。

ふぐ処理講習会
▪日時：9月5日㈬ 午前9時30分～
午後4時40分
▪場所：J:COMホルトホール大分
▪受講料：1万5,000円
▪申込み・問 顔写真2枚（縦4.5cm×
横3.5cm）、印鑑、受講料、運転免許証
など申込者の氏名・住所・生年月日が
確認できるものを持参のうえ、7月
23日㈪～27日㈮に直接、県食品衛生
協会大分市支部（保健所2階荷揚町
6-1 ☎532-0010）
へ。

パソコン検定MOSスペシャリスト
取得支援講座
▪期間：10月3日㈬～12月12日㈬〈週2
回・全20回〉
▪時間：⃝水曜日…午後6時30分～8時
30分 ⃝土曜日…午前10時～正午
▪対象：ひとり親家庭の父・母 ※所得
制限あり
▪定員：12人(先着順)
▪受講料：2,500円(教材費)
▪申込み・場所・問 8月1日㈬から直接、
ひとり親家庭支援プラザ(J:COM ホ
ルト ホ ー ル 大 分3階 ☎576-8882)
へ。

大分市歴史資料館の各種教室
まが

①勾玉作り教室
▪日時：7月28日㈯ 午前9時～11時、
午後1時～3時
▪参加料：250円（材料費）
▪持参品：ビニール袋
（3枚）
、
雑巾、
マスク
▪その他：事前申込は不要
②ふれあい歴史体験講座
「粘土はにわ作り」
▪日時：8月11日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各70人(先着順)
▪受講料：250円(材料費)
▪申込み：電話で、7月18日㈬から歴史
資料館へ。
▪場所・問 歴史資料館
（☎549-0880）

南大分スポーツパーク
筋肉トレーニング講座
▪月日・時間：9月21日・28日、
10月5日・
12日・19日・26日（ 金 曜 日・全6回 ）
午後1時～3時
▪対象：市内に居住・通勤している18歳
以上の人 ※高校生は不可
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪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、8月15日㈬
までに同体育館（☎546-7010）
へ。
※市ホームページで電子申請も可。

街の

ホ
ッ
ト

情報

人権なんでも相談所

無料

▪日時：7月26日㈭ 午前10時～午後
3時
▪場所：坂ノ市公民館
▪相談員：人権擁護委員、法務局職員
▪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
問 大分地方法務局（☎532-3368）

おんせん県おおいた
就農応援フェア

無料

▪日時：8月19日㈰ 午前11時～午後
4時
▪場所：コンパルホール3階 多目的
ホール・300会議室
▪内容：新規就農者の体験談、
相談会など
問 県新規就業・経営体支援課(☎5063586)

海部古墳資料館
「はにわ作りに挑戦」
▪日時：8月5日㈰ 午前10時～正午
▪対象：小学生以上 ※保護者同伴可
▪定員：30人(先着順)
▪参加料：250円(材料費)
▪申込み・場所・問 電話で、
7月15日㈰
～8月4日㈯に、海部古墳資料館(大字
里 ☎524-2300)へ。

産業活性化プラザ
各種セミナー

無料

①地域ビジネスに活かせ!!『宇宙技術・
衛星データ』利活用入門セミナー
▪日時：8月29日㈬ 午後6時30分～8
時30分
▪講師：髙山久信氏、立川哲史氏〈(一
財)宇宙システム開発利用推進機構〉
▪その他：交流会参加者は別途300円
②四館連携・創業支援交流会
▪日時：8月31日㈮ 午後6時30分～9時
ス プ リ ッ テ
▪講師：水岡紗希氏（Splitte代表）
▪演題：
「不可能なことはない-サハラ
砂漠マラソン250km完走記-」
▪定員：①45人②60人（①・②ともに先
着順）
▪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、7
月15日 ㈰ ～8月24日 ㈮ に 同 プ ラ ザ
（J:COM ホルトホール大分2階 ☎
576-8879）
へ。

危険物取扱者保安講習
区分

月日

Ａ
8月21日㈫、9月26日㈬
（給油取扱所）
Ｂ
8月30日㈭、9月11日㈫、
（コンビナート地区）9月26日㈬、10月3日㈬
Ｃ
（その他）

8月28日㈫、9月9日㈰、
10月4日㈭

▪時間：午前9時30分～午後0時30分
※区分A9月26日㈬は午後1時30分～
4時30分
▪場所：県教育会館（大字下郡）
※区分B10月3日㈬は昭和電工㈱体育
館（大字三佐）
▪受付期間：7月17日㈫～25日㈬
▪受付場所：市防災協会（消防局3階
予防課内）
▪受講手数料：4,700円（県収入証紙を
申請書に貼付）
問 消防局予防課（☎532-3199）

イベント
出張労働相談

無料

▪日時：7月21日㈯ 午前11時～午後
2時
▪場所：トキハわさだタウン三街区フェ
スティバルタウン1階
▪相談員：社会保険労務士や行政職員
など
▪相談内容：賃金や労働時間、内定取
消、退職勧告など労働に関すること
問 商工労政課(☎537-5964)

第21回まちづくり情報カフェ
「古写真でみる大分の風景」

無料

▪日時：7月31日㈫ 午後6時～7時30分
(午後5時30分開場)
▪講師：森本卓哉氏(医師、郷土史家)
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階
408会議室
▪定員：60人（当日先着順）
問 まちづくり情報プラザ(☎544-5613)

コンパルで星に願いを♪
みんなの七夕飾り☆広場2018
七夕の飾り付けのほかにもフードや
無料ゲームなどがあります。
▪日時：8月3日㈮ 午前11時～午後3時
▪場所・問 コンパルホール1階 市民
プラザ(☎538-3700)

講座＆教室
はじめてのパソコン操作(入門)
▪日時：9月3日㈪・6日㈭ 午前10時～
正午（全2回）
▪対象：パソコンを使ったことがない人
▪定員：30人
▪受講料：600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、
月日を、
8月20日㈪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。
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