
建設業退職金共済制度を
ご利用ください
　建設現場で働く皆さんのための退職
金制度です。事業主が変わっても、退職
金は企業間を通算して計算されます。
▪加入できる事業主：建設業を営む人
▪対象となる労働者：建設業の現場で
働く人
▪その他：掛け金（日額310円）は、事業
主の負担で、損金または必要経費と
して扱われます。
▪申込み・問　建退共大分県支部（荷
揚町4-28　☎536-4800）へ。

県立竹工芸訓練センター
31年度入校生募集
▪対象：高等学校卒業程度の学力を有
する、31年4月1日時点で39歳以下の
人
▪募集期限：1月31日㈭〈郵送の場合は
当日消印有効〉
▪試験日：2月17日㈰
▪定員：12人
問　県立竹工芸訓練センター（☎0977-
23-3609）

おおいた花育2019	
夢一輪運動
▪日時：2月9日㈯　午前9時30分～午
後3時30分
▪場所：J:COM	ホルトホール大分3階　
大会議室
▪内容：押し花体験教室（1月16日㈬か
ら予約受付・先着順）など
問　県園芸活性化協議会（☎544-03	
92）

国民年金保険料の納付は
便利で確実な口座振替を
　口座振替を利用すると、納め忘れの
心配がなく、確実に納付できます。ま
た、まとめて前払い（前納）すると割引
が適用されます。前納には2年前納、1
年前納、6カ月前納などがあります。詳
しくは、大分年金事務所（☎552-1211　
自動音声案内2→2）へお問い合わせく
ださい。

国道197号と県道大分港線の
歩道橋を撤去します
　県では歩行者や自転車利用者の通行
空間を確保するため、バリアフリー重
点整備区域内の歩道橋を順次撤去して
います。国道197号舞鶴横断歩道橋は1
月中旬から2月中旬にかけて、県道大
分港線中島歩道橋は1月中旬から2月
下旬にかけて撤去します。
問　県大分土木事務所（☎558-2141）

公証人による
無料相談会
　遺言や任意後見など、さまざまな法
的問題に関する公正証書の作成を中心
とした無料相談会を各地区公民館で開
催しています。参加には事前申込みが
必要です。詳しくは、大分公証人合同役
場（☎535-0888）へ。

無料

無料人権なんでも相談所
▪日時：1月24日㈭　午前10時～午後
3時
▪場所：人権啓発センター（ヒューレお
おいた）〈J:COM	ホルトホール大分
1階〉
▪相談員：人権擁護委員、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
問　大分地方法務局（☎532-3161）

働き方改革関連法説明会
▪日時：2月1日㈮　午後1時30分～3時
30分
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワ
ー5階　孔雀の間
▪内容：同一労働同一賃金や残業時間
の上限規制、年次有給休暇など法改
正の内容について学ぶ
▪申込み・問　電話で、大分労働局（☎
532-4025）へ。

オストメイト医療相談会
▪日時：2月2日㈯　午後1時～3時30分
▪場所：大分赤十字病院管理棟5階　
　大会議室（千代町三丁目）
▪内容：ストーマ造設術を伴う消化器
疾患と治療についての講演など
問　日本オストミー協会大分県支部　
　迫野（☎0978-42-5621）

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：2月8日・22日、3月8日・22日（金
曜日）　午前10時～正午、午後1時～
3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：各5人（先着順）
▪受講料：	400円
▪申込み・問　電話で、1月15日㈫から裂
織の会 小野（☎090-9582-2838）へ。

陶芸教室受講者募集
▪期間：4月～2020年3月（金曜日・月2
回）　午前10時～午後2時
▪対象：60歳以上の人
▪定員：14人（多数時は抽選）
▪受講料：月2,000円（教材費は別途負
担）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢
を記入し、3月8日㈮〈必着〉までに楽
陶会 板井（〒870-0048　碩田町三
丁目5-11　☎090-9584-3116）へ。

無料

無料

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
▪�衛藤智雅雄（下判田）
▪�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
▪�地球大好き！さくらグループ/大分市役
所フラッグ杯一同
香典返し寄付
▪�大分地区　阿部昌宏(千歳)/足立一生(明
野北)/牧野英樹(羽屋新町)/日下部文子(上
野丘)/佐藤両二(向原東)/峰均(長浜町)
▪�鶴崎地区　野口ミサ子(森町)
▪�大在地区　斉藤俊夫(大在北)/房﨑秀行(大
在中央)
▪�坂ノ市地区　原田博(東上野)/内田福一
(里)/加来大機(坂ノ市南)
▪�大南地区　山本由美(下戸次)/松井春雄(判
田台北)/首藤優(中戸次)
▪�稙田地区　堀浩司（中尾）/安部信子(星和
台)/江良宏子(ふじが丘)/髙畑博幸(サン
シャインしきど)/佐藤孝則(寒田)/橋崎
勇(田尻グリーンハイツ)/加藤友郎(富士
見が丘西)
▪�野津原地区　栁井昭宏(野津原)/志水ハ
ル子(野津原)
▪�市外　鈴木明子(東京都中野区)/麻生政
裕(別府市)

	 以上12月2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. 
248日

Fri.

（１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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無料労働相談
▪日時：1月21日㈪　午後1時～4時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　408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〉
または携帯電話用ダイヤル〈☎532-
3040〉）へ。

悩まず	どんとこい労働相談
▪期間：2月1日㈮～7日㈭
▪時間：〈平日〉午前9時～午後8時（来
所受付は午後6時30分まで）		〈土・日
曜日〉午前9時～午後5時（来所受付
は午後4時まで）
▪相談内容：解雇・賃金未払いなどの労
使間トラブル
▪場所・問　〈専用ダイヤル〉☎536-
3650　〈来所〉県労働委員会事務局
（県庁舎本館7階）

県立聾学校幼稚部
入学者募集
▪対象：25年4月2日～28年4月1日生ま
れで、聴覚に障がいを有する人
▪願書配布：1月15日㈫から県立聾学
校事務室で配布（土・日曜日、祝日を
除く）
▪出願期間：2月1日㈮～14日㈭
▪入学希望者の面接：2月下旬
▪願書請求・問　県立聾学校（〒870-
0823　東大道二丁目5-12　☎543-
2047　 546-2111）へ。

点訳・音訳奉仕員
養成講習会受講者募集
▪受講期間：4月～2020年3月
▪日時：①点訳講習会…毎週金曜日
　午前10時～正午　②音訳講習会…
毎週火曜日　午前10時～正午
▪対象：講座終了後に、ボランティアと
して点訳・音訳作業ができる人
▪定員：①15人　②20人（いずれも多
数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名、年齢、電話番号、講習会名を
記入し、2月26日㈫〈必着〉までに県
点字図書館（〒870-0043　中島東
一丁目2-28　☎538-0399）へ。

無料

無料

屋外広告物講習会
▪日時：2月13日㈬　午前10時～午後
5時
▪場所：コンパルホール3階			300会議室
▪内容：屋外広告物に関する法令の解
説など
▪受講料：2,000円（テキスト代など）
▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁舎
7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、1月15日㈫～2月1日㈮に同課（☎
537-5968）へ。

情報学習センターの各種教室
①親子のはじめての3DCG
▪日時：3月17日㈰　午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる
小学3年生～中学3年生とその保護者
▪申込期限：3月3日㈰〈必着〉
②はじめてのWord
▪日時：3月31日㈰　午前10時～正午
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪申込期限：3月17日㈰〈必着〉
▪定員：①15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　②300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。

大分体操教室
▪期間：4月～2020年3月（全24回）
　土・日曜日、祝日の午前中
▪場所：コンパルホール5階体育室また
は南大分体育館　※場所は各回で異
なる
▪対象：満4歳～新小学6年生
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪参加料：入会金2,000円（傷害保険料
など）、年会費1万5,000円
▪申込み・問　往復はがきに、住所、参加
者の氏名・性別・生年月日・電話番号、
保護者名を記入し、2月8日㈮〈必着〉
までに大分体操教室　田島（〒870-
0857　明磧町9組2の西　☎090-71	
51-0340）へ。

街の ホ
ッ
ト情報

生活支援サポーター養成研修
▪日時：1月31日㈭、2月1日㈮・4日㈪　
　午前10時～午後4時（全3回）　※4
日㈪は午前9時30分～午後4時30分
▪場所：本庁舎地下1階　B15会議室
▪対象：高齢者の生活援助（掃除・調理
など）に興味や関心のある人
▪内容：介護保険制度や高齢者の生活
援助、認知症などに関する講座
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問　電話で、1月15日㈫～25
日㈮に長寿福祉課（☎537-5746）へ。

ふれあい歴史体験講座
「折り紙雛作り」
▪日時：2月2日㈯　午前9時30分～、午
後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：300円（材料費）
▪持参品：はさみ、洗濯ばさみ2個、液
体のり
▪申込み・場所・問　電話で、1月17日㈭
から歴史資料館（大字国分　☎549-
0880）へ。

男女共生セミナー
「体を整えるピラティスと
女性の体と心のお話」
▪日時：①2月20日㈬　午前10時～11
時30分　②2月21日㈭　午後7時～
8時30分　※①②とも内容は同じ
▪講師：川本 絋美氏（PHIピラティス
マスタートレーナー）
▪対象：市内または由布市に居住・通
勤・通学している女性
▪定員：各30人（多数時は抽選）
　※①のみ生後6カ月～就学前の無料
託児あり（予約制）
▪持参品：ヨガマットまたはバスタオル
▪申込み・場所・問　電話または市ホー
ムページの申込み専用フォームで、
1月15日㈫～2月5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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