大分市テレビ広報番組

シニア世代のための
就職面談会

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）

無料

▪日時：11月28日㈬ 午後1時30分～3時
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワ
ー5階 孔雀の間
▪対象：55歳以上の人
問 県シニア雇用推進協議会（☎5767385）

自死遺族のつどい

無料

▪日時：12月6日㈭ 午後2時～4時
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問 電話で、11月29日
㈭までに県こころとからだの相談支援
センター
（大字玉沢 ☎541-6290）
へ。

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

▪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

▪宮﨑恵美子(寒田北町)/大分県福祉ハッピ
ー歌謡祭実行委員会

香典返し寄付

▪大 分地区 木村きたみ(錦町)/㈲大分パリ
ス黒木禮子/瓜生田和義(新栄町)/染矢文康
(花園)/髙野純子(向原西)/藤森好広(明野
南)/仲町敏生(顕徳町)/甲斐久代(中央町)
▪鶴崎地区 皆見ミドリ(小池原)/甲斐眞理
子(下徳丸)/三宮博士(皆春)/得丸信幸(丸
亀)/佐藤弘和(森町)
▪大 在地区 佐藤和敏(角子原)/水田秀之
(政所)
▪坂 ノ市地区 明正治俊(小佐井)/髙森多
恵子(屋山)
▪大南地区 伹馬保雄(竹中)
▪稙田地区 広瀬美栄子(寒田北町)/浜崎恭
代(ふじが丘)/丸井和昭(富士見が丘東)/
友永勝美(ふじが丘)/二宮寛(平横瀬)/礒
貝香苗(ふじが丘)
▪佐 賀関地区 田尻啓一(佐賀関)/姫野裕
之(木佐上)
▪市外 植田清志(日出町)


以上9月30日受付分まで
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無料労働相談
▪日時：11月22日㈭ 午後1時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
202会議室
▪相談員：弁護士、社会保険労務士など
▪相談内容：賃金、労働時間、労災、労働
保険など
▪その他・問 電話による相談は、県労
政・相談情報センター（固定電話専用
フリーダイヤル〈☎0120-601-540〉
または携帯電話・公衆電話用ダイヤ
ル〈☎097-532-3040〉
）へ。

県立農業大学校農学部学生募集
▪出願期間：12月3日㈪～21日㈮
▪試験日：31年1月24日㈭
問 県立農業大学校
（☎0974-22-7582）

ときめき出会いプロジェクト
2018 参加者募集
市ときめき出会いサポート事業とし
て、
各種セミナー・イベントを開催します。
無料
◎婚活力アップセミナー
▪月日・内容：①12月9日㈰…配慮、マ
ナー、気がつける人になる ②31年
1月12日㈯…理想の家庭づくりを、
片づけからはじめる
▪場所：全労済ソレイユ（中央町）
◎実践パーティー
（セミナー参加者対象）
▪月日：①12月22日㈯ ②31年1月27
日㈰ ③31年2月11日㈪
▪参加料：各4,000円
▪その他・問 申込期限、参加対象など
詳しくは、男女共同参画センター（コ
ンパルホール2階）、各支所、各地区
公民館などに備え付けのリーフレッ
トまたは市ホームページをご覧にな
るか、おおいた出会い応援センター
（☎574-6120）
へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：12月20日㈭ 午前9時30分～
午後4時30分（受付は午前9時）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者で、調理
師・栄養士などの資格を持っていない人
▪定員：160人（先着順）
▪申込み・問 受講料8,000円（食品衛
生協会員は5,000円）を添えて、12月
3日㈪～7日㈮に直接、市食品衛生協
会（荷揚町6-1 保健所2階 ☎5320010）へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

大分年金事務所からのお知らせ
〈自動音声案内2→2〉
（☎552-1211
）
◎国民年金保険料は全額が社会保険料
控除の対象です
国民年金保険料は、所得税、市・県民
税などの社会保険料控除の対象となり
ます。控除できる金額は、30年中に実
際に支払った金額の全額です。
社会保険料控除の適用については、
国民年金保険料を支払ったことを証す
る書類「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」
（日本年金機構から11月中
旬または31年2月初旬に送付されます）
を年末調整や確定申告時に提出する必
要があります。
なお、
「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」を紛失した場合は、大分年
金事務所で再発行できます。
◎国民年金保険料の追納制度をご存じ
ですか
国民年金保険料免除・納付猶予およ
び学生納付特例の承認を受けた人が、
将来の年金額を増やすため、免除など
の承認を受けた期間について保険料の
全部または一部を、10年前の分までさ
かのぼって納付できる制度です。詳し
くは、お問い合わせください。

甲種防火管理再講習
▪月日：12月20日㈭
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：収容人員300人以上の特定防
火対象物の防火管理者
▪受講料：6,500円（テキスト代など）
▪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
付けの申請書に記入し、11月19日㈪
～26日㈪に同協会（長浜町二丁目
☎537-3125）
へ。

陸上自衛隊高等工科学校
生徒の採用試験
▪一次試験：31年1月19日㈯
▪応募資格：15歳以上17歳未満の男子
で中学校卒業者（31年3月卒業見込
みの人を含む）
▪受付期限：31年1月7日㈪
問 自衛隊大分地方協力本部大分募集
案内所（☎546-2177、夜間・休日は
☎536-6271）

保育士の
職場体験講習会

無料

①住吉保育所（碩田町三丁目）
▪月日：12月6日㈭
②新春日町保育所（新春日町一丁目）
▪月日：12月18日㈫
▪時間：午前9時30分～午後3時
▪対象：保育士資格を持つ人
▪定員：各5人（先着順）
▪申込み・問 子ども企画課（本庁舎1
階）または各支所に備え付けの申込
書（市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、①は11月26日㈪ま
で、②は12月3日㈪までに同課（☎
585-6016
538-0300）へ。

マネープラン応援セミナー

無料

▪日時・内容：12月12日㈬ ①午後1時
30分～3時30分…お金の終活 ②午
後7時～8時30分…おひとりさまの
ライフプラン ③12月13日㈭ 午
前10時～正午…働くなら知ってお
こう！
「150万の壁」
と
「130万の壁」
▪定員：各30人（先着順）
▪講師：後藤美和氏（CFP®1級ファイ
ナンシャル・プランニング技能士）
▪その他：①・③のみ、未就学児（生後6
カ月～）の託児あり。事前予約制で、
定員25人（先着順）。
▪申込み・場所・問
電話で、11月15日
㈭午前9時から男
女共同参画センタ
ー（コンパルホール
2階 ☎574-5577）
へ。
後藤美和氏

冬休みキッズ米粉料理教室
▪日時：12月26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（豊海三丁目）
▪内容：揚げピザ、チョコマフィンなど
▪対象：5歳～小学生の子どもとその
保護者
▪定員：30人（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（1枚4人ま
で）
に、教室名、住所、電話番号、参加
者全員の氏名（ふりがな）
・年齢を記
入し、
11月15日㈭～30日㈮
〈必着〉
に、
農 政 課（〒870-8504 荷揚町2-31
☎537-7025）
へ。

歴史資料館の各種講座
（☎549-0880）
①第13回ふれあい歴史体験講座
「管玉・丸玉作り」
▪日時：12月1日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：280円（材料費）
▪持参品：透明
ビニール袋
（大：1枚小：4
枚）
、
古タオル、
マスクなど
②ふるさとの歴史再発見講座
「古文書のコース」
▪日時：31年1月26日、
2月9日・23日、
3月
9日・23日（土曜日・全5回）
午後2時～3時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：70人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
▪申込み：①は11月17日㈯午前9時から
電話で、②は往復はがきに、住所、氏
名、電話番号、講座名を記入し、
12月
15日㈯〈消印有効〉までに歴史資料館
（〒870-0864 大字国分960-1）
へ。

ブリを使った魚料理教室
▪日時：12月16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人
〈組〉
1枚）
に、代表者の住所・電話番号、参加
人数
（5人まで可）
、参加者全員の氏名を
記入し、
12月6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。

女性ダイエット講座
▪日時：31年1月18日・25日、
2月1日・8
日・15日・22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
歳以上の女性（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・場所・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、
12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。

イベント
新春ホルトホール寄席
▪日時：31年1月14日㈪ 午後2時～
（開場は午後1時30分）
▪場所：J:COMホルトホール大分 小
ホール
▪出演：春風亭三朝氏、柳亭燕路氏、笑
福亭鶴笑氏、
林家楽一氏
▪定員：202人
▪料金：全席自由2,000円（中学生以下
は1,000円）
〈11月17日㈯午前9時から
J:COMホルトホール大分1階 総合
受付カウンターな
どで販売〉
▪その他：4歳から入
場可
問 J:COMホルトホ
ール大分（☎576春風亭三朝氏
8877）

講座＆教室
地域課題解決！コミュニティ
ビジネスセミナー2018
▪日時：12月12日・19日（水曜日・全2回）
午後6時30分～8時30分
▪講師：山下茎三氏（おおいたNPOデ
ザインセンター代表理事）
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：300円（資料代）
※交流会参加者は各回別途300円
▪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、11
月15日㈭～12月10日㈪に同プラザ
（☎576-8879）
へ。
ワ

ー

ド

はじめてのWord
▪日時：31年1月8日㈫ 午前10時～正午
▪対象：パソコンの基本操作はできる
が、Wordを扱ったことがない人
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
▪申込み・場所・問 はがきまたはファ
クス、Eメールで、住所、氏名、電話番
号、教室名を、
12月25日㈫
〈必着〉
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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