
母子家庭等就業・自立支援
センターをご利用ください
　母子家庭の母などを対象に、専門の
支援員が就労相談や職業紹介を行って
います。
▪受付日時：月～金曜日（祝日を除く）、

日曜日　午前8時30分～午後6時
　※月・日曜日は午後5時まで
▪場所・問　母子家庭等就業・自立支援

センター（県総合社会福祉会館3階
〈大津町二丁目〉　☎552-3313）

老齢基礎年金は繰上げ受給と
繰下げ受給があります
　老齢基礎年金は、原則として65歳か
ら受けられますが、希望すれば60歳以
降いつからでも受けられます。ただし、
64歳以前から受けると減額され、66歳
以降から受けると増額されます。一度
減額、増額された受給率は、生涯変わり
ません。詳しくは、大分年金事務所(☎
552-1211 自動音声案内1→2)へ。

無料
県立盲学校入校生募集
◎幼稚部
▪対象：視覚に障がいを有し、25年4月

2日～28年4月1日に生まれた幼児
▪願書配布：31年1月7日㈪～
▪出願期間：31年1月7日㈪～18日㈮
▪入学希望者面談期間：31年1月21日

㈪～24日㈭
◎高等部（普通科・専攻科）
▪対象：視覚に障がいを有する中卒者（普

通科）・高卒者（専攻科…あんま鍼灸）
▪出願期間：31年2月18日㈪～22日㈮　

※願書は県立盲学校（金池町三丁目）
で配布中
▪試験日：31年3月5日㈫・12日㈫
問　県立盲学校（☎532-2638）

ビワ栽培体験農業参加者募集
▪期間：2019年3月～6月
▪内容：ビワの袋かけ作業および収穫

作業の体験
▪参加料：木1本につき5,000円～1万

5,000円（木の大きさによって異な
ります）
▪貸出本数：約60本（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名、電

話番号を記入し、31年1月11日㈮〈必
着〉までにビワ栽培体験農業代表　
阿部 宏明（〒870-0802　田ノ浦4組　
☎090-9607-3369）へ。

県立大分高等技術専門校生徒募集
▪募集学科：機械、電気、自動車、空調配

管、木造建築
▪対象：31年4月1日現在に18～39歳の

人、または高等学校卒業見込みの人
▪申込期間：◦前期…31年1月17日㈭

まで　◦中期…31年1月23日㈬～2
月14日㈭
▪試験日：◦前期…31年1月20日㈰
　◦中期…31年2月17日㈰
問　県立大分高等技術専門校（☎542-

3411）

シルバー人材センター会員募集
　働く意欲のあるおおむね60歳以上の
人を募集しています。草取り、草刈り、植
木の手入れ、家事援助、駐車場管理、施
設管理、掃除などの仕事を提供します。
※毎月10日・20日に入会説明会を開催

します。
問　シルバー人材センター（☎538-

5575）

八百屋のおいさん×
フードアナリストによる 

「今日から実践！使いきり
クッキング」
▪日時：31年1月19日㈯　午後2時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

キッチンスタジオ
▪定員：36人（多数時は抽選）
▪講師：三浦 崇志氏（三浦青果店）、木

村 真琴氏（フードアナリスト）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、E

メールで、参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を、31年1月7日㈪までに
ごみ減量推進課（〒870-8504　荷揚
町2-31　 ☎537-5687　 534-6252　

gomigen2@city.oita.oita.jp）へ。

検察審査会にご相談ください
　検察審査会は、検察官が被疑者を裁
判にかけなかったこと（不起訴処分）に
ついて審査しています。犯罪の被害に
遭った人や告訴・告発した人から申立
てがあったときに審査を始めます。秘
密は固く守られます。気軽にご相談く
ださい。
問　大分検察審査会事務局（☎532-

7161）

受動喫煙防止対策助成金を
ご存知ですか
　受動喫煙防止のため施設整備を行う
事業主に対する助成があります（工事
前の申請が必要、上限あり）。助成額、要
件など詳しくは、大分労働局健康安全
課（☎536-3213）へ。

地域ふれあいサロンを
ご利用ください
　地域ふれあいサロンは、市内約300カ
所で、高齢者が住み慣れた地域で元気
に暮らすために、仲間づくりや介護予防
の場として、地域のボランティアなどの
協力により運営されています。詳しく
は、市社会福祉協議会（☎547-7418）へ。

無料

街の ホ
ッ
ト情報

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　
篤志寄付
▪�濱﨑孝人(寒田南町)/大分商工会議所青

年部/宮﨑恵美子(寒田北町)
香典返し寄付
▪�大分地区　甲斐紀子(明野西)/児玉美智

男(上白木)/佐藤薫(萩原)/杉村繁(向原
沖)/牧和人(日岡)/森俊勝(金池南)/佐藤
廣孝(羽屋)/中野陽子(王子山の手町)/
菊谷初子(中春日町)
▪�鶴崎地区　中西正生(南鶴崎)/岩鶴真(南

鶴崎)/荒金三千子(南鶴崎)/井筒幸男(松
岡)/佐々木テル子(家島)/児玉かつみ(広
内)/鳴瀬恵美子(横尾)
▪�大在地区　井上淳子(望みが丘)
▪ 佐賀関地区　尾崎順子(白木)
▪ 野津原地区　河野喜代人(竹矢)
 以上10月31日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

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. 
279日

Fri.

（12月15日現在）

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）
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データベース講座
「市場情報評価ナビ M

ミ ー ナ

ieNa」
▪日時：31年1月17日㈭　午後6時30分

～8時
▪対象：市内で就労している人、起業を

予定する人など
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・場所・問　直接または電話で、

12月15日㈯から市民図書館（J:COM ホ
ルトホール大分2階　☎576-8241）へ。

森林セラピー＆小鳥の巣箱作り
▪日時：31年1月19日㈯　①午前9時～　

②午前9時30分～
▪場所：おしどり渓谷セラピーロード
（大字廻栖野）
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：2,000円
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの申込専用フォームに、参加者
全員の氏名・年齢・性別、代表者の住
所・電話番号、希望の番号を記入し、
31年1月8日㈫〈必着〉までに林業水産
課（〒870-8504　荷揚町2-31　☎
585-6013）へ。

サバを使った魚料理教室
▪日時：31年1月20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、参加者全員の氏名を記入し、31
年1月10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。

経済講演会
「経営者として今思うこと」
▪日時：31年1月25日 ㈮　

午後6時～7時30分
▪場所：コンパルホール

3階　多目的ホール
▪講師：安井 豊明氏〈㈱

ヒト・コミュニケー
ションズ代表取締役社長〉
▪定員：200人（先着順）
▪申込み・問　商工労政課に備え付け

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10日㈪
～31年1月24日 ㈭ に 同 課（ ☎585-
6011）へ。

無料

無料

コンパルホール映画上映会
▪日時：31年1月13日㈰・14日㈪　午前

10時～
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪上映作品：「心中天網島」「復讐するは

我にあり」「秋津温泉」「少年」
▪料金：1,400円(1日フリーパス券)
※チケットはコンパルホール、トキハ

会館、シネマ5で販売中
問　コンパルホール(☎538-3700)

産業活性化プラザセミナー
「6次化商品のデザインと
展示会ブースの作り方」
▪日時：31年1月23日・30日（水曜日・

全2回）　午後6時30分～8時30分
▪講師：綿貫 裕崇氏〈㈱インプレス マ

ーケティングデザイナー〉
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：400円（資料代2回分）　※交

流会参加者は各回別途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、
12月15日㈯～31年1月18日㈮に同
プラザ（J:COM ホルトホール大分2
階　☎576-8879）へ。

情報学習センターの
各種教室
①親子のはじめてのロボットプログラ

ミング
▪日時：31年2月16日㈯　午後2時～4時
▪対象：小学4～6年生とその保護者
▪申込期限：31年2月2日㈯〈必着〉
②はじめてのインターネット（入門）
▪日時：31年2月19日㈫・20日㈬（全2

回）　午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪申込期限：31年2月5日㈫〈必着〉
▪定員：①10組　②30人（いずれも多

数時は抽選）
▪受講料：①大人…300円、子ども…

200円　②600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、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

31年度市立幼稚園の
臨時講師募集
▪応募資格：幼稚園教諭一種、二種また

は専修の普通免許状を有する人（見
込みも含む）　※ただし、免許状更新
講習を受け、有効な免許状を有する人
▪選考方法：面接
▪その他：年度の途中でも随時申込み

を受け付けます。
▪申込み・問　市販の履歴書（写真貼

付）に必要事項を記入し、直接また 
は郵送で、31年1月11日㈮〈消印有
効〉までに保育・幼児教育課（〒870-
8504　荷揚町2-31　本庁舎1階　☎
537-5789）へ。

アートプラザ
開館20周年記念セレモニー＆
磯崎 新氏講演会
　アートプラザ設計者の磯崎 新氏を
迎え、式典と講演「建築家 磯崎 新はど
のように生まれたか～廃墟の大分から
の出発～」を行います。
▪日時：12月22日㈯　午後1時30分～

3時（開場は午後1時）
▪場所：アートプラザ2階　アートホ

ール
▪定員：200人（当日先着順）
▪その他：会場内には磯崎 新氏の大学

時代の卒業設計を展示します。
問　アートプラザ（☎538-5000）

初日の出観望会
▪日時：31年1月1日㈫　午前6時～9時
▪内容：初日の出の観望、ビンゴ大会、

餅の配布　※ビンゴ大会と餅の配布
は当日先着200人
▪場所・問　関崎海星館（大字佐賀関　
　☎574-0100）

募集

イベント

無料

無料
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