
公共職業訓練11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カ月で習得
▪申込期限：9月28日㈮
▪その他：訓練コース説明会を9月18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。

「第33回国民文化祭・おおいた
2018」「第18回全国障害者芸術・
文化祭おおいた大会」
フィナーレ・閉会式入場者募集
▪日時：11月25日㈰　午後1時～3時50分
▪場所：iichiko総合文化センター
　iichikoグランシアタ
▪出演：県芸術文化振興会議加盟団体、
DRUMTAOなど
▪申込期限：10月5日㈮
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
おおいた大茶会公式ホームページを
ご覧になるか、県国民文化祭・障害者
芸術文化祭局（☎529-6284）へお問
い合わせください。

歴史地震研究会（大分大会）
公開講演会
▪日時：9月22日㈯　午後3時～5時15分
▪場所：J:COMホルトホール大分3階　
302・303会議室
▪定員：168人（当日先着順）
▪演題：慶長豊後地震はどのような地震
だったのか～古文書の観点から～ほか
▪講師：平井義人氏（日出町歴史資料
館・帆足万里記念館館長）ほか
問　歴史地震研究会行事委員会　日名
子（☎080-2775-2674）

塚野鉱泉健康まつり
▪日時：9月23日㈰　午前11時～
▪場所：塚野鉱泉駐車場
▪内容：神楽、鉱泉水のそうめん流しなど
問　実行委員会（☎541-0008）

県立盲学校「学校公開と授業公開」
▪日時：10月26日㈮　午前10時～
▪内容：学校案内、公開授業、視覚障が
いセミナーなど
▪場所・問　県立盲学校（金池町三丁目　
☎532-2638）

第18回アビリンピックおおいた
2018（県障害者技能競技大会）
参加者募集
▪日時：11月10日㈯　午前9時30分～
午後4時
▪場所：（福）太陽の家（別府市）
▪競技種目（定員）：⃝電子機器組立、ホ
ームページ…各5人　⃝ワープロ、喫
茶サービス、ビルクリーニング、オフ
ィスアシスタント、表計算…各10人
▪対象：満15歳以上の県内居住者で、
身体障害者手帳または療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳所持者
▪申込み・問　10月15日㈪までに高齢・
障害・求職者雇用支援機構大分支部
（☎522-7255　 522-7256）へ。

介護のための家事援助講習
受講生募集
▪日時：11月13日㈫　午前11時～午後4時
14日㈬　午前10時～午後3時30分　
▪対象：シルバー人材センターの会員ま
たはこれから会員になろうとする人
で、2日間とも参加できる人
▪申込み・場所・問　電話で、（公社）市
シルバー人材センター（金池町三丁目　
☎538-5575）へ。

無料

無料

無料

県下一斉司法書士法律相談
▪月日・場所：⃝9月22日㈯…鶴崎公民
館　⃝9月23日㈰…J:COMホルト
ホール大分4階　408会議室
▪時間：午前10時～午後3時
▪相談員：県司法書士会会員
▪相談内容：相続・会社設立等の登記、
供託、訴訟など
問　県司法書士会（☎532-7579）

県障がい者（児）「秋の交歓会」
◎大分いこいの道の催し
▪日時・内容：10月7日㈰　午前10時～
午後4時…ステージ（演奏、手話コー
ラス、ダンス）、味のコーナーなど
◎南大分スポーツパークの催し
▪日時・内容：10月17日㈬　午前8時～
午後3時…ゲートボール大会
問　県障害者社会参加推進センター
　（☎558-8797）

弓道教室「初級コース」
▪日時：10月18日㈭～12月23日㈰の
毎週月・木曜日（祝日を除く）〈全20
回〉　※最終回のみ日曜日　⃝昼の
部…午後1時30分～3時　⃝夜の部
…午後6時30分～8時
▪場所：大洲総合運動公園内弓道場
▪対象：中学生以上の初心者
▪定員：⃝昼の部…20人　⃝夜の部…
40人（いずれも先着順）
▪参加料：9,000円
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号、希望の
部、足袋のサイズを記入し、9月15日
㈯～30日㈰〈消印有効〉に市弓道ク
ラブ　高野（〒870-0267　城原17
34-44　☎593-2096）へ。

ラジオ体操秋期講習会
「指導者講習会」
▪日時：11月18日㈰　午前9時～正午
▪対象：18歳以上の人
▪講師：多胡肇氏（NHKテレビ・ラジ
オ体操指導者）ほか
▪場所：コンパルホール3階　多目的
ホール
▪申込み・問　往復はがきに、住所・氏
名（ふりがな）・性別・電話番号・講習会
名を記入し、9月18日㈫～10月18日
㈭〈必着〉に㈱かんぽ生命保険九州エ
リア本部（〒860-8797　熊本市中央
区城東町1-1　☎096-328-5343）へ。

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）
◎10月から放送局、放送時間が変わります。放送局：OBS大分放送　放送時間：毎週水曜日午後6時55分～7時

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
▪�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
香典返し寄付
▪�大分地区　井上まさみ(庄の原)/浪野博子
(萩原)/佐藤洋右(牧)/佐藤秀稔(都町)/日
髙由彰(新川町)/髙山美由喜(羽田)/原田
圭(明野南)
▪�鶴崎地区　向正夫(丸亀)/三浦修二(三佐)/
佐藤忠彦(横尾)/竹中英司(横尾)/都甲章
(横尾)/木𠮷𠮷昭文(三佐)
▪�大在地区　溝邉英芳(横田)/姫野敦子(汐
見)
▪�坂ノ市地区　内田角一(王ノ瀬)/釘宮良太
(屋山)
▪�大南地区　衛藤卓也(中戸次)/阿武美津代
(杉原)/五拾免ミツ子(下判田)/佐藤宣明
(上戸次)
▪�稙田地区　後藤応寿(賀来)/安東敏眞(上
宗方)/岡崎明央(寒田)
▪�佐賀関地区　高本義行（木佐上）/灘浪弘
藏(佐賀関)/伊藤弘文(志生木)/薮田富美
子(一尺屋)
▪�野津原地区　一万田幸愛(太田)/河野貴美
子(下原)/大津一喜(高原)
▪�市外　江川克一(別府市)/板井一也(日出
町)

 以上7月31日受付分まで

善意の泉 敬
称
略
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OITAドローンフェスタ2018
▪日時：9月23日㈰・24日㈪　午前9時30
分～午後5時
▪場所：大分銀行ドーム（大字横尾）
▪内容：障害物ドローンレース、ドロー
ン操縦体験、プログラミング体験など
問　実行委員会事務局（☎506-3278）

認知症の人を介護する
家族のつどい～茶話会～
▪日時：9月25日㈫　午後2時～4時
　（以降、毎月1回開催）
▪場所：県総合社会福祉会館3階　研
修室（大津町二丁目）
▪対象：認知症の人を介護している人
▪申込み・問　電話で、城東地域包括支
援センター（☎558-6285）へ。

悩まず どんとこい労働相談
▪期間：10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：労使間トラブル
▪相談場所・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）

癒しのフラワーアレンジ教室
▪日時：10月13日㈯　午前10時30分～、
午後1時～、午後3時～　14日㈰　午
前10時30分～
▪場所：iichiko総合文化センター1階　
　アトリウムプラザ
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：500円
▪申込み・問　電話で、9月18日㈫～10
月11日㈭〈土・日曜日、祝日を除く〉に県
園芸活性化協議会（☎544-0392）へ。

30年度後期技能検定試験
▪実技試験実施期間：12月3日㈪～31
年2月17日㈰
▪学科試験実施日：31年1月27日㈰、2月
3日㈰・6日㈬・10日㈰
▪職種：配管、建築大工など46職種
▪受付期間：10月1日㈪～12日㈮
問　県職業能力開発協会
　（☎542-3651）

街の ホ
ッ
ト情報

無料

無料

無料

第22回まちづくり情報カフェ 
「戸次本町のまちづくり」
▪日時：9月21日㈮　午後6時～7時30分
（午後5時30分開場）
▪場所：J:COMホルトホール大分3階　
302会議室
▪講師：石井鏡成氏（石井建築研究所）
▪定員：72人（当日先着順）
問　まちづくり情報プラザ（☎544-5613）

初心者狩猟講習会
▪月日：①わな猟…9月24日㈪　②第一
種・第二種銃猟…9月29日㈯・30日㈰
▪時間：午前10時～午後4時30分（受
付は午前9時から）
▪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12,000円
▪申込み：9月18日㈫午前9時～午後5
時に市猟友会（顕徳町二丁目6-13　
☎538-1042）へ。
▪その他・問　市内居住の農林水産業
者がわな猟を受講する場合は、市が
受講料を助成します。詳しくは、林業
水産課（☎585-6021）へ。

産業活性化プラザセミナー
①人材育成システム（3KMプログラム）

入門セミナー2018
▪日時：10月19日㈮　午前10時～午後
5時20分
▪講師：中川 理巳氏〈㈱ブレイド・イ
ン・ブラスト代表取締役〉

②アジアの人材を活かす！ビジネスセ
ミナー＆交流会2018
▪日時：10月23日㈫　午後6時～8時10分
▪講師：長谷川雅治氏（アジアサッカー
研究所プロジェクトディレクター）
▪定員：①30人②20人（いずれも先着順）
▪受講料：①1,000円　②無料
▪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、①は9月15日
㈯～10月15日㈪、②は9月15日㈯～10
月16日㈫に同プラザ（☎576-8879）へ。

無料

美術館の教室（☎554-5800）
◎ちびっこ工作ルーム
　「てとてとて」
▪月日：10月～31年3月の第1金曜日
▪時間：午後1時～3時（受付は午後2時
30分まで）
▪場所：市美術館　チャイルドハウス
▪対象：未就学児と保護者
※事前申込みは不要です。
◎秋の美術教室「アイロンビーズ」
▪日時：10月13日㈯　午後1時30分～
3時
▪対象：4歳以上（小学生以下は保護者
同伴）
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪材料費：1人500円　
▪申込み・場所・問　往復はがきに、参
加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、代
表者の住所・電話番号、制作人数、講
座名を記入し、9月15日㈯～30日㈰
〈消印有効〉までに市美術館（〒870-
0835　大字上野865番地）へ。

消費生活プチセミナー
「子育て世代の生活設計と生命保険」
▪日時：10月6日㈯　午後1時30分～3時
30分
▪講師：鈴木千秋氏（公益財団法人生
命保険文化センター）
▪定員：25人（先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、9月15日㈯
からライフパル（府内町三丁目　☎
573-3770）へ。

アートプラザ「ハロウィンに飾ろう!!
粘土でつくるマカロンパフェ」
▪日時：10月21日㈰　午前10時～正午、
午後2時～4時
▪対象：小学生以上の子どもと保護者
▪定員：各20組（多数時は抽選）
▪参加費：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、10月12日
㈮午後6時までにアートプラザ（荷揚町　
☎538-5000）へ。

講座＆教室

無料

無料
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