
11月は「標準営業約款普及登録
促進月間」です　 
　厚生労働大臣認可の約款に従い、営
業登録したクリーニング業、理・美容
業、めん類・一般飲食店営業には、標識
を掲示しています。登録希望者は、（公
財）県生活衛生営業指導センター（☎
537-4858）へ。

遷
せん

延
えん

性意識障害者・家族の会
「2018年秋の講演会in大分」
▪日時：11月11日㈰　午後1時30分～
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

302・303会議室
▪内容：遷延性意識障害に関する実践

セミナー、講演会など
問　九州「つくし」 谷口（☎080-8562 

-0171）

過重労働解消に向けた
集中労働相談
▪日時：11月11日㈰～13日㈫　午前8時

30分～午後8時　※11日㈰は午前9時
～午後6時
▪その他・問　相談は県雇用労働政策

課（県庁本館7階　フリーダイヤル
〈☎0120-601-540〉または携帯電話
用ダイヤル〈☎532-3040〉）へ。

無料人権なんでも相談所
▪日時・場所：①11月13日㈫…稙田市

民行政センター　②11月15日㈭…
大在公民館　※いずれも午前10時～
午後3時
▪相談員：人権擁護委員、法務局職員
（①は行政相談委員が加わります）
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ

ラ・パワハラ、その他の人権問題
問　大分地方法務局（☎532-3368）
　　大分行政監視行政相談センター
　　（☎532-3715）

市民健康づくり運動指導者養成講座
▪期間・時間：12月10日㈪～31年3月11日

㈪　午後1時30分～4時30分（全15回）
▪場所：保健所6階　大会議室
▪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、氏名、性

別、生年月日、電話番号を記入し、11
月1日㈭～12月5日㈬〈必着〉に、いき
いき健康館（〒870-0022　大手町
三丁目6-15　☎514-3622）へ。

無料

無料

ハッピーファミリー応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし

方、新生児の育児講座、妊婦体験、
沐
もくよく

浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
▪持参品：母子健康手帳
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪持参品：母子健康手帳、バスタオル、

おむつシート
▪月日・場所：⃝11月10日㈯…明治明野

公民館　⃝11月24日㈯…大分西部公
民館
▪定員：①各12組　②各17組（いずれ

も先着順）
※①②の教室参加者の交流会もあり。
▪申込み：電話で、11月2日㈮から県助

産師会（☎534-0753）へ。

住宅リフォームセミナー
▪日時：11月17日㈯　午後2時～4時
　（午後1時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階　

404会議室
▪定員：30人（先着順）
▪内容：住宅リフォームの進め方、減税

制度など
▪申込み・問　県建築住宅センター（☎

537-0300）

30年分年末調整説明会
▪日時：11月19日㈪・20日㈫　午前10

時～午後0時15分、午後1時30分～3
時45分
▪場所：J:COM ホルトホール大分　大

ホール
問　大分税務署（☎532-4171）

目と見え方の教育相談会
▪日時：11月29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、関係者など
▪内容：家庭での接し方・保育・教育・医

療に関すること
▪申込み・場所・問　県立盲学校（金池

町三丁目1-75　☎532-2638）へお
問い合わせのうえ、11月19日㈪まで
に相談票を同校へ。

無料

無料

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�公益財団法人 ＴＯＳみどり森・守財団
▪�農林中央金庫　大分支店
▪�キクチ種苗株式会社
社会福祉協議会へ　
香典返し寄付
▪�大分地区　前田邦子（大石町）/甲斐徳幸
（大道町）/佐藤健一（三芳）/首藤茂（太平
町）/中尾美知子（錦町）/河野早苗（今津留）
/藤澤洋介（花高松）
▪�鶴崎地区　中田伸一（森町）/阿部光正（横

尾）
▪�大在地区　後藤三枝子（大在浜）/姫野恒雄
（政所）/小佐井加代子（政所）
▪ 坂ノ市地区　西村昇（坂ノ市中央）/古中孝
（坂ノ市南）
▪�大南地区　髙橋榮二（上戸次）
▪�稙田地区　澤登智彦（富士見が丘東）/曽根

崎利法（国分新町）/一法師英昭（松が丘）/
宮嶋弘子（上宗方）
▪�佐賀関地区　川野廣美（佐賀関）/ 藤本和

子（志生木）/笠置慶一（本神崎）/松村久雄
（志生木）

 以上9月13日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

「共生社会ホストタウン」における 
大分市の交流相手国は
「●●●連邦」

▪応募方法
　はがきに、答え、住所、氏名、年齢、電話
番号、市報の感想を記入し、11月15日㈭

〈消印有効〉までに広聴広報課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5713）へ。正
解者の中から抽選で、高崎山自然動物園
のペアチケットとたかもんグッズを3人
にプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。
10月1日号「市報クイズ」の答え

大分の新しいおもてなし料理は

「　豊○　後○　料理」

市報クイズ

【9月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.38㎢ 人　口 478,952人（＋79）〈住民基本台帳人口〉

男 229,969人（＋52） 女 248,983人（＋27） 世帯数 220,355世帯（＋144）

開幕まであと
2019.9.20
ラグビーワールドカップ 2019™

™© Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved. 
323日

Fri.

問ラグビーワールドカップ・東京オリンピッ
ク・パラリンピック推進局 ☎574-6530

優勝候補ニュージーランド代表の試合が
大分で見られる千載一遇のチャンス！
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国民年金保険料控除証明書は
大切に保管しましょう
　国民年金保険料は、全額が所得税・市
民税などの社会保険料控除の対象で
す。確定申告などの証明書類となる「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」が日本年金機構から11月上旬に送
付されますので、大切に保管してくだ
さい。詳しくは、大分年金事務所（☎
552-1211　自動音声案内2→2）へ。

第10回豊の国 YOSAKOIまつり
▪日時・場所：11月3日㈯　⃝午前10時

30分～若草公園、大分駅府内中央口
広場　⃝正午～西新町　⃝午後1時
～中央通り歩行者天国会場　※4会
場で競演

問　事務局 水田（☎090-1362-4316）

シルバーふれ愛フェスタ
▪日時：11月11日㈰　午前9時～午後2時
▪内容：シルバー会員手作りの作品展

示即売会、バザー、野菜販売ほか
▪場所・問　（公社）市シルバー人材セン

ター（金池町三丁目　☎538-5575）

第37回大分矯正展
▪日時：11月17日㈯　午前9時～午後4時
▪内容：刑務所作業製品の展示・販売など
▪場所・問　大分刑務所（☎543-5177）

専門家による無料なんでも相談会
▪日時：11月18日㈰　午後1時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

301・302・303会議室
▪内容：弁護士など9士業による仕事、日

常生活でのあらゆる問題に関する相談
▪その他：予約不要、先着順
問　県司法書士会（☎532-7579）

世界糖尿病デー記念講演会
「知っちょんかえ？
糖尿病の肝腎かなめ！」
▪日時・場所：11月18日㈰　午後1時～

3時35分　J:COM ホルトホール大分
3階　大会議室
▪定員：300人（先着順）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、

Eメールに、氏名、電話番号を記入し、
11月12日㈪〈必着〉までに県医師会地
域保健課（〒870-8563　大字駄原
2892-1　☎532-9121　 537-4764　

chihoka@oita.med.or.jp）へ。

無料

市美術館の各種教室
（☎554-5800）

①冬の美術教室「羊毛フェルトソープ」
▪日時：12月1

日㈯　午後1
時30分～3時
▪内容：せっけ

んをカラフル
な羊毛で包んだフェルトソープを作る
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪参加料：制作者1人につき500円（材

料費）
②はじめてのローズウインドウ
▪日時：12月15

日㈯　午後1
時30分 ～3時
30分
▪内容：ス テ ン

ドグラスを紙
で表現したペ
ーパーアートを作る
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがき（②は

1枚につき2人まで）に、住所、参加者
全員の氏名（ふりがな）、年齢または
学年、電話番号、希望の講座名を記入
し、11月1日㈭～15日㈭〈消印有効〉
に市美術館（〒870-0835　大字上
野865）へ。

アートプラザワークショップ
「クリスマスフレームを
つくろう！」
▪日時：12月15日㈯　午前10時～正午、

午後1時～3時
▪対象：小学生以上の子どもと保護者
▪講師：福田 勇佑氏（画家）
▪定員：各10組（多数時は抽選）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、12月3日㈪

午後6時までにアートプラザ（☎538-
5000）へ。

不動産に関する税金・登記の
無料相談会
▪日時：11月10日㈯   午前10時～午後2時
▪場所：コンパルホール3階   310会議室
▪その他：予約不要、先着順
問　県司法書士青年の会（☎532-7055）

街の ホ
ッ
ト情報

勾玉作り教室
▪日時：11月17日㈯　午前9時～11時、

午後1時～3時　※事前申込不要
▪参加料：250円（材料費）
▪持参品：ビニール袋3枚、雑巾、マスク
▪場所・問　歴史資料館（☎549-0880）

ハモを使った魚料理教室
▪日時：11月18日㈰　午前9時30分～

午後1時
▪対象：個人、団体、グループ
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1人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
ループは参加者全員の氏名）を記入
し、11月12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。

上級救命講習
▪日時：12月2日㈰　午前8時30分～
　午後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：東消防署3階　講堂（東鶴崎）
▪内容：心肺蘇生法、AED使用法、傷病

者管理法、搬送法など
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問　電話で、11月1日㈭～30

日㈮に消防局警防課（☎532-2199）
または中央消防署（☎532-2108）、東
消防署（☎527-2721）、南消防署（☎
586-1230）へ。

知識が命を救う
防災セミナー
▪日時：12月9日㈰　午前10時～正午
▪講師：上山 容江氏（市女性防災士会）
▪対象：市内または由布市に居住・通勤

している女性
▪定員：30人（先着順）　※生後6カ月～

就学前の無料託児あり（予約制・先着
15人）

▪申込み・場所・問　電話で、11月5日㈪～
12月2日㈰に男女共同参画センター（コ
ンパルホール2階　☎574-5577）へ。

講座＆教室

無料

無料
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