
甲種防火管理新規講習
▪月日：11月21日㈬・22日㈭〈全2回〉
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪定員：200人（先着順）
▪受講料：7,500円
▪申込み・問　（一財）県消防設備安全

協会、消防局予防課、各消防署に備え
付けの申込書に記入し、10月22日㈪
～26日㈮に同協会（☎537-3125）
へ。

「アルコール関連問題と
自殺予防」のシンポジウムを
開催します
▪日時：11月25日㈰   午後1時～4時30分
▪場所：全労災ソレイユ7階　カトレ

ア(中央町四丁目)
▪定員：200人(先着順)
▪講師：安倍 誠氏(うつ病アドバイザー)

ほか
▪内容：特別講演『うつ地獄から帰って

きた！』ほか体験談など
▪申込み・問　電話で、10月15日㈪～

11月24日㈯に(一社)県断酒連合会
(☎535-9707)へ。

無料

第11回
新都心わさだの祭り
▪日時：10月20日㈯・21日㈰　午前11

時～午後6時
▪場所：トキハわさだタウン　フェス

ティバル広場(大字玉沢)
▪内容：キッズダンス、ストリートダン

ス、ベリーダンス、神楽ほか
問　実行委員会(☎541-0001)

裂き織り教室
「コースター作り」
▪日時：10月26日、11月9日・23日、12月

7日、31年1月25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
▪申込み・問　電話で、10月15日㈪～19

日㈮に裂織の会 小野（☎090-9582-
2838）へ。

佐賀関ふるさとまつり
▪日時：10月28日㈰
　午前9時～午後4時
▪場所：佐賀関市民センターふれあい

広場
▪内容：農水産物の展示・即売や芸能発

表会など
問　NPO法人さがのせきまちづくり

協議会（☎575-2000）

こころとカラダの健康づくり
▪日時：11月6日㈫　午前10時～午後

1時
▪内容：簡単にできる薬膳料理教室
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

キッチンスタジオ
▪定員：40人（先着順）
▪受講料：1,000円（材料費など）
▪申込み・問　電話で、10月15日㈪午

前10時から健康生活ネットワーク
（☎546-0951）へ。

家事家計講習会
▪日時：①11月10日㈯　②11月13日㈫　

③11月15日㈭　午前10時～正午
▪場所：①大分友の家（明磧2組）
　②・③J:COM ホルトホール大分
▪受講料：各350円（資料代）
▪その他：託児あり（要予約）
▪申込み・問　火・木曜日に電話で、大

分友の会（☎545-5441）へ。

人権・行政困りごと相談所
▪日時：10月25日㈭　午前10時～午後

3時
▪場所：佐賀関公民館
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員
▪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、行政の
手続き・サービスについて困ってい
ること
問　大分地方法務局（☎532-3161）
　　大分行政監視行政相談センター
（☎532-3715）

在宅医療・介護に関する
市民公開講座
▪日時：11月17日㈯　午後2時～5時
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪定員：300人（先着順）
▪講師：荒木 由美子氏（タレント）
▪申込み・問　電話またはファクス、Eメ

ールで、氏名、住所、電話番号を記入
し、10月16日㈫～11月7日㈬〈必着〉に
市在宅医療・介護連携支援センター

（☎529-7851　 529-7872　 zaitaku 
@oitamd.com）へ。

第28回親子と土木の
ふれあい見学会
▪日時：11月17日㈯　午前10時30分～

午後4時
▪場所：大分銀行ドーム　正面ゲート
▪内容：武道スポーツセンター現場見

学会(各40人・3回)、トイドローン操
縦体験(50人)〈いずれも当日先着順〉
など
▪その他・問　詳しくは、県ホームペー

ジをご覧になるか、県建設政策課(☎
506-4559)へ。

建設業退職金共済制度を
ご利用ください
　建設現場で働く皆さんのための退職
金制度です。事業主が変わっても、退職
金は企業間を通算して計算されます。
▪加入できる事業主：建設業を営む人
▪対象となる労働者：建設業の現場で

働く人
▪その他：掛け金（日額310円）は、事業

主の負担で、損金または必要経費と
して扱われます。
▪申込み・問　建退共大分県支部（荷揚

町4-28　☎536-4800）へ。

無料

無料

無料

毎週水曜日　午後6時55分～7時　OBS大分放送
（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
▪�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　矢野道子(古国府)/藤澤昌史

(花高松)/仲山サヱ子(田中町)/上尾誠
(千歳)/長野光恵(津守)/牧利則(古国府)/
安部克彦(勢家町)
▪�鶴崎地区　春山隆信(松岡)/後藤哲代(小

池原)/衞藤隆子(横尾)
▪�大在地区　㈲美化成善社
▪�坂ノ市地区　武藤あい子(久原中央)/安

髙信司(屋山)/宮永健一(屋山)
▪�大南地区　山﨑篤(中判田)/柴田悌範(中

判田)/足立房代(上戸次)
▪�稙田地区　仲道浩(宮崎台)/後藤博志(旦

野原)/倉橋信夫(光吉)/麻生邦博(星和台)/
竹林正浩(雄城台団地)/後藤保寿(小野鶴)
▪�佐賀関地区　渡辺千代子(佐賀関)/幸野

幸人（木佐上）
▪�野津原地区　佐藤誠二(野津原)
▪�市外　佐藤真弓(京都市)/後藤政義(豊後

大野市)
 以上9月2日受付分まで

善意の泉 敬
称
略
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お墓の問題、これで解決！
▪日時：11月14日㈬　午前10時～正午
▪場所：鶴崎市民行政センター　大会

議室
▪定員：60人（先着順）
▪講師：阿部 秀幸氏（NPO法人市民後

見ささえあい理事）
▪内容：最近のお墓事情やお墓にまつ

わる終活の話など
▪申込み・問　電話で、10月16日 ㈫ 午

前9時からライフパル（☎573-3770）
へ。

大分県最低賃金が
変わりました
　大分県の最低賃金は、10月1日から
1時間762円に変わりました。詳しくは、
大分労働局賃金室（☎536-3215）へ。

シニア世代のための
就職面談会
▪日時：10月18日㈭  午後1時30分～3時
▪場所：トキハ会館5階　ローズの間
（府内町二丁目）
▪対象：55歳以上の人
問　県シニア雇用推進協議会（☎576-

7385）

国民年金保険料の半年前納は
10月31日㈬までに
　国民年金保険料（10月～31年3月分）
を一括前納すると、97,240円（800円の
割引）となります。なお、納付書を持っ
ていない人は請求してください。
問　大分年金事務所（☎552-1211）

第68回菊花展
▪期間：11月1日㈭～12日㈪
　午前9時～午後4時
▪場所：県護国神社（大字牧）
▪内容：菊の展示・品評会
問　市花き園芸大会実行委員会 後藤
（☎090-5021-0772）

おおいた消防団応援の店募集
　県では、地域防災の要である消防団
の活動支援のため、消防団員を割引サ
ービスなどで優遇する「消防団応援の
店」を募集・登録しています。詳しくは、
県消防保安室（☎506-3158）へ。

無料

街の ホ
ッ
ト情報

無料

無料

アートプラザ
かんたん版画で年賀状をつくろう！
▪月日：11月5日㈪
▪時間：午前10時～正午   午後2時～4

時
▪対象：高校生以上
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪講師：アートプラザスタッフ
▪申込み・場所・問　電話で、10月28日

㈰午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

女性のための
再就職支援セミナー
▪日時：11月8日㈭　
　午前10時～正午
▪場所：J:COM ホルト

ホール大分2階
　セミナールームL
▪定員：20人（先着順）
▪講師：佐藤 宝恵氏（ママのままプロ

ジェクト マネージャー）
▪演題：「踏み出す歩幅は、みんなそれ

ぞれ」
▪その他：子どもの同伴も可
▪申込み・問　電話で、10月15日㈪～11

月6日㈫に商工労政課（☎537-5964）
へ。

シニアＩＭが推薦する創業者
必見！セミナー2018
▪日時：11月21日㈬　午後6時30分～

8時30分
▪定員：45人（先着順）
▪講師：廣津留 真理氏〈㈱ディリーゴ　

代表取締役〉
▪受講料：1,000円（資料代など）
　※交流会参加者は別途300円必要
▪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、
10月15日㈪～11月16日㈮に同プラ
ザ（J:COM ホルトホール大分2階　
☎576-8879）へ。

無料

ぶれない自分になる講座
▪日時：11月13日・27

日、12月11日、31年
1月8日・22日（火曜
日・全5回）

　午後7時～8時30分
▪定員：25人（先着順）
▪講師：マックビーン 光子氏
　（心理カウンセラー、県人権問題講師）
▪内容：自分や相手を大切にする自己

表現を身に付けるための講座です。
▪申込み・場所・問　電話で、10月18日

㈭～11月8日㈭に男女共同参画セン
ター（コンパルホール2階　☎574-
5577）へ。

河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス11月～31年2月」
▪日時：11月11日～31年2月10日（日

曜日・全10回）　午後1時～4時
▪対象：陶芸未経験者・初心者
▪定員：16人（多数時は抽選）
▪受講料：4,110円　
▪申込み・問　はがき（1人1枚）に、住

所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
陶芸歴を記入し、10月26日㈮〈必着〉
までに社会教育課（〒870-8504　荷
揚町2-31　☎537-5649）へ。

　※市ホームページで電子申請も可。

情報学習センターの教室
Instagram入門
▪日時：12月11日・18日（火曜日・全2

回）　午前10時～正午
▪対象：スマートフォンまたはタブレ

ット端末、メールアドレスがある人
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪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、月日を記入し、11月27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。

講座＆教室
無料
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