【10月末日現在】

大分市の面積と人口
※（

）は前月比

男

230,056人（＋87）

市報クイズ

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
自転車の利用促進と魅力発信に向けて、
市が掲げているのは
「● ● ● ● ●フレンドリータウン宣言」
▪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、
12月15日㈯
〈消印有効〉までに広聴広報課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5713）
へ。正
解者の中から抽選で、
市美術館特別展
「蜷
川実花展－虚構と現実の間に－」のペア
チケットを3組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。
11月1日号「市報クイズ」の答え
「共生社会ホストタウン」における
大分市の交流相手国は

○○○

「 ス イ ス 連邦」

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
▪小倉正
▪農林中央金庫 大分支店

社会福祉協議会へ
香典返し寄付

▪大分地区 加藤京子(浜町北)/志手祐一
(東八幡)/村上圭祐(千代町)/浅井董乃(王
子西町)/堀史子(新川西)/園田博美(西大
道)
▪鶴 崎地区 岩本美栄子(西鶴崎)/山村徳
美(森 町)/疋 田 京 子(三 佐)/三 原 尚 子(関
園)
▪大在地区 横山道彦(城原)/和田富美子
(望みが丘)/藤澤幸一(横田)
▪坂 ノ市地区 安達博幸(木田)/内田千恵
子(東上野)/岡村康宏(丹生)
▪大南地区 二宮龍雄(竹中)
▪稙田地区 宮迫紀子(小野鶴南)/佐藤朝子
(敷戸南町)/安東勝範(緑が丘)/疋田隆司
(賀来)/那木京子(下宗方)/森貞隆(東野
台)/河野和好(緑が丘)
▪市外 佐藤眞一(茨城県利根町)
以上10月15日受付分まで
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人

積 502.38㎢

面

〈住民基本台帳人口〉
口 479,028人（＋76）

女

248,972人（－11）

世帯数 220,409世帯（＋54）

ハラスメントなどの集中労働相談
▪日時：12月16日㈰～18日㈫ 午前8
時30分～午後8時 ※16日は午前9
時～午後6時
▪場所：県雇用労働政策課（本館7階）
▪相談員：県労政・相談情報センター職員
▪相談内容：職場におけるハラスメン
トなどに関すること
▪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〈☎532-3040〉
）へ。

第13回大分うみたまご
シーサイドたすきリレー
▪日時：31年2月10日㈰ 午前8時30分
受付
▪場所：大分マリーンパレス水族館「う
みたまご」特設会場
▪定員：300チーム(先着順)
▪参加料：⃝男性・女性・混成の部…
3,000円(1人当たり) ⃝ファミリ
ー…5,000円(チーム) ※1チーム4
人～10人、ファミリーは3人。
▪申込期限：31年1月7日㈪
▪その他・問 チーム編成方法や種目、
申込方法など詳しくは、市営陸上競
技協会のホームページまたは市営陸
上競技場(☎558-0613)の窓口に備
え付けの大会要項をご覧ください。

「放送大学」
31年度4月入学生募集
放送大学は、テレビなどの放送を利
用して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学など、幅広い分野を学べます。
▪出願期間：12月1日㈯～31年3月17日㈰
問 放送大学大分学習センター
（☎097767-1191）

UIJターン希望者・新規大卒者等
無料
合同企業面接会
▪日時：12月29日㈯ 正午～午後3時
（午前10時30分受付）
▪場所：レンブラントホテル大分2階
（田室町）
▪対象：UIJターン希望者または大学・
短大・専門学校等の31年3月卒業予
定者（既卒3年以内含む）
問 （公財）県総合雇用推進協会（☎
532-8486）

31年度版県民手帳を
販売しています
▪定価：600円
▪販売場所：市役所本庁舎3階総務課、
市役所地下1階コンビニエンススト
ア、各支所、県庁本館1階生協売店、
県統計協会（県統計調査課内）など
▪販売期間：市総務課、各支所は31年1
月下旬まで
問 県統計協会（☎506-2462）

新年祝賀互礼会
◎31年1月7日㈪
地区

時間

場所

大分

午前11時30分～

レンブラントホテル
大分２階 二豊の間

申込期限

申込み・問

800円 12月7日㈮

市長室
（☎537-5600）

会費

◎31年1月8日㈫
地区

時間

佐賀関 午前9時30分～

場所

会費

申込期限

早吸日女神社
参集殿

1,500円 12月10日㈪

申込み・問
大分商工会議所
佐賀関支所
（☎575-1000）

明野

午前11時～

あけのアクロスタウン
アクロスホール

1,500円 12月21日㈮

鶴崎

正午～

鶴崎公民館

1,000円 12月7日㈮

大分商工会議所
鶴崎支所
（☎521-1131）

大在

午後1時～

大在公民館

1,000円 12月7日㈮

大在支所
（☎592-0511）

坂ノ市公民館

1,000円 12月12日㈬

坂ノ市支所
（☎592-1700）

大南公民館

1,000円 12月7日㈮

大南支所
（☎597-1000）

500円 12月14日㈮

野津原支所
（☎588-1111）

1,000円 12月7日㈮

稙田支所
（☎541-1234）

坂ノ市 午後2時～
大南

午後3時～

野津原 午後4時～
稙田

午後5時～

野津原公民館
稙田公民館

明野地区自治会連合会
（☎556-0099）

▪受付日時：月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分 ※明野地区のみ、
月・水・金曜日 午前
10時～午後5時

妊娠や出産の悩みを
相談してください

無料

おおいた妊娠ヘルプセンターでは、
妊娠（望まない妊娠も含む）、性感染症・
婦人科疾患、DVなどの性的暴力や母
子家庭の経済的悩みなどの相談を受け
付けています。不安を一人で抱え込ま
ず、気軽に相談してください。
▪開所時間：水～日曜日 午前11時30
分～午後7時（年末年始を除く）
▪相談方法・問 電話または面接、Eメー
ルで相談に応じています。詳しくは、お
おいた妊娠ヘルプセンター（中央町
四丁目2-29 園田ビル2階 ☎529-7874
または0120-241-783
ninsin-783@
sage.ocn.ne.jp）へ。 ※面接は事前予
約制のものもあります。

ハッピーファミリー応援教室

無料

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、
もくよく
沐浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
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
③孫育て応援教室
▪時間：午後1時～4時
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐浴の
させ方、子どもの事故と対処法など
▪月日・場所：①②12月15日㈯ 稙田市
民行政センター ③31年1月12日㈯
いきいき健康館（大手町） ※①②は
参加者の交流会もあります。
▪定員：①12組 ②17組 ③25人（い
ずれも先着順）
▪申込み・問 電話で、①②は12月3日
㈪から、③は12月7日㈮から県助産
師会（☎534-0753）
へ。

市民後見人養成講座
▪ 日 時：31年1月12日 ㈯・13日 ㈰・26日
㈯・27日㈰
〈全4回〉 午前10時～午後
4時30分
（大津町）
▪場所：県総合社会福祉会館3階
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：2,500円（テキスト代含む）
▪申込み・問 電話またはファクスで、
12月1日㈯からNPO法人市民後見さ
さえあい（☎・ 543-5300）
へ。

大分県内企業魅力発見バスツアー
無料
参加者募集
▪月日：12月26日㈬・27日㈭
▪内容：業界研究に関する講座、職場見
学、若手社員との交流など
▪定員：各20人(多数時は抽選)
▪その他：申込方法など詳しくは、県雇
用労働政策課(☎506-3331)へ。

第112回市民水泳競技大会
▪日時：31年1月13日㈰ 午前10時～
▪場所：市営温水プール（西浜）
▪対象：市内居住の小学生以上
▪参加料（1種目）
：⃝大学生、一般800
円 ⃝小・中学生、高校生400円
▪申込期間：12月1日㈯～9日㈰
▪その他：競技種目や申込方法など詳
しくは、市営温水プールに備え付け
の大会要項をご覧ください。
問 市水泳協会事務局 木本（☎0901167-2604）

甲種防火管理新規講習
▪月日：31年1月16日㈬・17日㈭
〈全2回〉
▪場所：県教育会館（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、12月11日㈫
～18日㈫に同協会（長浜町二丁目
☎537-3125）
へ。

消防設備点検資格者講習
▪種別と期間：⃝第1種…31年2月13日
㈬～15日㈮ ⃝第2種…31年2月20
日㈬～22日㈮
▪時間：午前9時10分～午後5時
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪受付期間：12月25日㈫～31年1月25
日㈮
▪申込み・問 受講料・申込方法など詳
しくは、
（一財）県消防設備安全協会
（☎537-3125）
へ。

献血にご協力を
県赤十字血液センターでは、12月～
31年2月に「冬季献血キャンペーン」を
実施します。近年、献血者の減少によ
り、輸血用血液の確保が厳しくなって
います。一人でも多くの皆さんのご協
力をお願いします。
問 県赤十字血液センター
（☎547-1154）

講座＆教室
第14回ふれあい歴史体験講座
▪日時：12月15日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
わ だこ
▪内容：和凧作り
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：230円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、
12月3日㈪
から歴史資料館（大字国分 ☎5490880）
へ。

はじめてのパソコン操作入門
▪日時：31年2月5日㈫・6日㈬〈全2回〉
午後2時～4時
▪対象：パソコンを扱ったことがない人
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：600円
▪申込み・場所・問 電話またははがき、
ファクス、
Eメールで、
住所、
氏名、
電話番
号、教室名、日時を、
31年1月22日㈫
〈必
着〉までに情報学習センター（〒8700851 大石町一丁目3組 ☎545-8616
545-5065

omc@hyper.or.jp）
へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

無料人権なんでも相談所
▪日時：12月7日㈮ 午前10時～午後3時
▪場所：大南公民館
▪相談員：人権擁護委員
▪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）

介護職員初任者研修講座
▪月日：31年1月12日㈯～3月24日㈰の
土・日曜日（全16回）
▪場所：大分西部公民館・稙田公民館ほか
▪定員：20人（先着順）
▪受講料：5万8,000円（テキスト代を
含む）
▪申込み・問 12月27日㈭までにNPO
スマイス
法人SMIS（☎547-0152）
へ。

ミツバチの飼育には毎年1月末
までに届け出が必要です
養蜂業者や、
趣味でミツバチを飼育し
ている人は、飼育届の提出が必要です。
詳しくは、県中部振興局農山漁村振興部
（県庁舎別館4階 ☎506-5732）
へ。
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