【11月末日現在】

大分市の面積と人口
※（

）は前月比

男

230,049人（－7）

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！
新春企画のゲスト、高橋尚子さんが
2000年シドニーオリンピックで
獲得したメダルの色は
「● メダル」
▪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、
1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、大分市の食材を利用し
た加工品「Oita Birth」の詰め合わせ約
5,000円分を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。
12月1日号「市報クイズ」の答え
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

○○○○○

「 バ イ シ ク ル

フレンドリータウン宣言」

善意の泉

敬
称
略

▪地球大好き！さくらグループ
▪茶道裏千家さざんかの会

社会福祉協議会へ
篤志寄付

▪中村喜枝子(青葉台)/宮﨑恵美子(寒田北
町)

香典返し寄付

▪大分地区 幸順一(大道町)/園田一男(志
手)/須藤光秋(片島)/佐藤恭史(萩原)/渡
邉将崇(高崎)/飯倉キミエ(豊饒)/秦豊志
(大州浜)/幸野亘江(新川町)/佐志原圭子
(田中町)/藥師寺通子(羽田)
▪鶴 崎地区 白石文治(松岡)/阿部徳義(家
島)/野上澄雄(猪野)/桐井寿郎(森)/髙山豊
則(迫)/望月潤一(葛木)/陶山裕美(森町)
▪坂 ノ市地区 太田節子(丹生)/山本明義
(屋山)/宝珠和枝(市尾)
▪稙田地区 佐藤穂(寒田)/清水久美子(賀
来北)/三浦道生(光吉新町)/阿部和男(寒
田)
▪市外 橋本進之助(川崎市)
以上11月15日受付分まで
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〈住民基本台帳人口〉
口 479,067人（＋39）

女

249,018人（＋46）

世帯数 220,459世帯（＋50）

人権・行政困りごと相談所

▪日時：1月17日㈭ 午前10時～午後3時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委
員、法務局職員
▪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、行政手
続・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）

新春！さがのせき朝市

▪日時：1月26日㈯ 午前8時30分～
10時
（予定）
▪場所：県漁協佐賀関支店荷さばき施
設周辺
▪内容：⃝朝市 ⃝佐賀関地区の特産品
などが当たる「お楽しみ抽選会」
（500
円以上の買い物につき抽選券1枚。景
品がなくなり次第終了） ⃝クロメ（冷
凍）の販売（1,000本予定、午前8時30
分から販売）
問 実行委員会（☎575-1000）

これからのベイビーシアターを
無料
考える

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ

15

人

積 502.38㎢

面

講座やワークショップを通して、芸
術が胎児や妊婦に果たす役割について
紹介します。なお、この事業は（独）国立
青少年教育振興機構「子どもゆめ基金
助成活動」助成事業です。
▪日時：1月26日㈯ 午後2時～4時30分
▪場所：コンパルホール4階 集会室
▪対象：妊婦とその夫、乳児（1歳まで）
の親、子どもに関わる人など
問 地方創生ミュージカル・フォーラム
実行委員会 是永
（☎090-3363-5529）

第35回大分かるた競技大会

▪日時：1月27日㈰ 午前9時～午後5時
▪場所：コンパルホール
▪内容：小倉百人一首の競技（有段者・無
段者・初心者の級別、
3人1組の団体戦）
▪参加料：1人1,000円
▪その他：1人での申込みも可（主催者
側でチームを作ります）
▪申込み・問 電話または郵送、ファ
クスで、参加者全員の氏名・段の有
無、代表者の電話番号を、1月18日㈮
〈必着〉までに県かるた協会 玉井（〒
870-0943 片島12組の2 ☎・ 5698963）
へ。

第30回豊の国ねんりんピック
シルバーふれあい
無料
短歌・俳句・川柳募集

▪募集期間：1月1日㈫～31日㈭
▪募集点数：1人につき短歌1首、俳句2
句、川柳2句で、未発表のもの
▪申込み・問 県社会福祉協議会（大津
町二丁目）または市社会福祉協議会
（J:COM ホルトホール大分4階）、長
寿福祉課（本庁舎1階⑭番窓口）に備
え付けの申込用紙に記入し、県社会
福祉協議会（☎553-1150）
へ。

赤十字救急法等講習会
コース

日 時
参加料
1/17㈭、
2/25㈪
①赤十字救急法
各
午前9時
基礎講習会
1,500円
～午後3時
②赤十字救急法 1/29㈫
救急員資格継 午前10時
800円
続研修会
～午後3時
③乳幼児の
2/6㈬
応急・救命
無料
午前10時～正午
手当講習会
④赤十字幼児安 2/14㈭
全法支援員資 午前10時
800円
格継続研修会
～午後3時
⑤赤十字救急法 2/26㈫・27㈬
1,700円
救急員養成講 午前9時
～午後5時30分
習会

※③は託児あり（保険料100円）
▪対象：15歳以上（②④は資格取得後2
年以上3年未満の人、⑤は基礎講習
修了者で2日間とも参加できる人）
▪定員：①②⑤各30人 ③④各20人
▪その他・問 応募方法など詳しくは、
日赤大分県支部（千代町二丁目 ☎
534-2237）
へ。
たこ

第17回ななせ川凧揚げ大会

無料

▪日時：1月19日㈯ 午前10時～
※雨天時は1月26日㈯
▪場所：七瀬川自然公園
▪対象：小学生以下
▪内容：子どもと指導員が一緒に凧を作
り、
凧揚げをします。 ※申込み不要
問 実行委員会 志水（☎090-86671507）

第45回県民冬山登山教室

▪日時：2月3日㈰ 午前7時出発
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
▪目的地：くじゅう山系三俣山
▪定員：25人（先着順）
▪参加料：8,000円
（小学生以下7,000円）
▪申込み・問 電話で、
1月4日㈮～27日㈰
に県山岳連盟 伊東
（☎537-3333）
へ。

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
もく
方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
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：1月19日㈯
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪定員：①12組 ②17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、1月7日㈪から県助
産師会（☎534-0753）
へ。

手をつなぐ育成会成人祝賀会

無料

育成会会員の知的障がいがある新成
人を祝い、式典やアトラクションなど
を行います。
▪日時：1月20日㈰ 午前9時45分～
午後0時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分 大
ホール
▪定員：250人（当日先着順）
問 （一社）大分市手をつなぐ育成会
（☎551-1821）

税理士会の確定申告相談

▪期間：1月21日㈪～2月28日㈭〈土・
日曜日、祝日を除く〉
▪その他：相談は無料、書類作成は有料
です。相談場所はお尋ねください。
▪申込み・問 電話で、
1月4日㈮から南九
州税理士会大分支部
（☎532-2974）
へ。

2019長崎ランタンフェスティバル
日帰りバスツアー

▪ 日 時：2月9日㈯・10日㈰・11日㈪・15
日㈮・16日㈯・17日㈰ 午前9時30分
～午後10時
▪参加料：6,500円（小学生以下は4,800
円） ※昼食券付き
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
▪定員：各49人（先着順）
▪申込み・問 電話で、
1月7日㈪午前8
時45分から長崎国際観光コンベンシ
ョン協会
（☎095-823-7423）
へ。

第15回ふれあい歴史体験講座
「ぞうり作り」

▪日時:1月19日㈯
午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人
（先着順）
▪参加料：100円（材料費）
▪持参品：はさみ
▪申込み・場所・問 電話で、1月5日㈯
から歴史資料館（☎549-0880）
へ。

笑顔ひろがる折り紙教室

▪日時：1月30日㈬ 午前10時～正午、
午後1時～3時
▪定員：各15人（先着順）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、
1月4日㈮か
らライフパル（府内町三丁目 ☎5733770）
へ。

野菜作り勉強会

無料

▪日時：2月17日㈰ 午後2時～4時
▪場所：稙田市民行政センター
▪内容：生ごみ処理容器を使った生ご
み堆肥の作り方や、生ごみ堆肥を利
用した家庭菜園の取り組み方を学ぶ
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪申込み・問 ごみ減量推進課（本庁舎
4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月31日㈭までに
同課（☎537-5687）
へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

第27回七瀬川どんど焼き大会

まちづくり出張教室
皆さんの暮らしに関わる「聞きたい」
「知りたい」ことを、市職員が講師とし
て出向いて説明します。
▪対象：市民または市内に勤務先を有
する人で構成された、おおむね15人
以上のグループまたは団体
▪内容：防災、福祉、歴史・文化、環境対
策など92のテーマ
▪実施日時：月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分（1時間
～1時間30分程度）
▪その他：会場は申込み団体でご用意
ください（会場使用料などは団体負
担）。日程は調整させていただく場合
があります。
▪申込み・問 広聴広報課（本庁舎3
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、実施希望日の1カ月前までに同課
（☎537-5601）
へ。

応急手当普及員講習

無料

▪日時：2月9日㈯・10日㈰・11日㈪〈全
3回〉午前8時30分～午後5時15分
▪場所：消防局4階 講堂（舞鶴町）
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問 電話で、
1月7日㈪～2月4
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。

無料

▪日時：1月12日㈯ 午後5時30分～
※雨天時は1月13日㈰
▪場所：七瀬川自然公園
▪内容：無病息災などを祈念し、正月飾
りやお守りに火を放ちます。
問 実行委員会 門脇
（☎090-3012-7870）

第9回がん患者さんと家族の集い

講座＆教室

無料

▪日時：1月27日㈰ 午前10時～正午
▪場所：㈱アステム4階 研修室
（西大道
二丁目）
▪講師：白尾 国昭氏（大分大学医学部
教授）
問 （公財）大分がん研究振興財団
坂本（☎090-9076-6339）

はじめての動画編集

▪日時：2月28日㈭ 午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：300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、
2月14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。
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