おおいたナビ

次世代モビリティの最新動向講演会

吉野梅まつり

自動運転車両の
「今」を知ろう

市では昨年10月に自動運転車
両の実証運行を実施しました。
今回の講演会では次世代モビ
リティの最新動向について、実
証運行に携わった小木津氏と、
昨年10月の実証運行の様子
車両の開発・製造を行った宗村
氏にお話ししていただきます。定員は100人で、先着順。直
接または電話、
申込専用フォームで、
２月15日㈮までに商工
労政課
（本庁舎９階）
へ。

2月16日㈯

⃝ 日時：

午後１時30分～３時30分
（午後１時開場）

⃝ 場所：J:COM ホルトホール大分３階 大会議室
⃝ 講師：第１部 小木津 武樹 氏

（群馬大学次世代モビリティ社会実装研究
センター副センタ―長）
第２部 宗村 正弘 氏

⃝ 料金：無料

梅の香りと伝統文化を
楽しみませんか

イベント

イベント

（株式会社シンクトゥギャザー
代表取締役）

がりゅうばい

樹齢800年に及ぶ「臥龍梅
ふ
（龍が地に臥した形に見
える梅）」や豊後梅など約
450本の梅の木が花を咲
かせる吉野梅園。まつりで
は、伝統文化である吉野棒
術や吉野臥龍梅太鼓、臥龍
さ な ぎ し し ま い
梅音頭、佐柳獅子舞などが
披露されるほか、三味線演
奏や茶会も開催されます。

2月17日㈰

⃝ 日時：

気になる大分市の話題を紹介

市民栄誉賞
おめでとうございます

大分市スポーツ大使で福岡ソフトバンクホークスの
内川聖一選手への市民栄誉賞授与式を、昨年12月４
日に行いました。内川選手の受賞は今回で３回目で
す。プロ野球史上51人目となる2000本安打を達成
し、市民に大きな感動と勇気を与えてくれました。

午前10時～午後３時

⃝ その他の日程（各日午前10時～午後３時に開催）

２月 24日㈰ 小池原神楽、吉野臥龍梅太鼓
３月 ３日㈰ 片島神楽、吉野臥龍梅太鼓
10日㈰ 二目川神楽、よさこい、
正調 安来節保存会
※天候等により、変更・中止になる可能性があります
⃝ 場所：吉野梅園（大字杉原）

内川選手は「市民の応援を糧に、また頑張りたい」と
来シーズンへの意気込みを語りました。今後もチー
ムの中軸として活躍されることを期待しています！

市長表彰おめでとうございます
国際大会や全国大会で優秀な成績を収めた13人２団体の市長表彰を、昨年11月６日に行いました。

問 大南支所 ☎597-1000

申込専用フォームはこちら→

問 商工労政課 ☎585-6011
男女共同参画 うめはるフェスタ特別講演会
大分市民のこころといのちを守る自殺対策講演会

子どもの心の
SOS を受けとめて

イベント

加古川市教育委員会学校支援カウンセラーで臨床心理
士の阪中順子氏による「子どものこころといのちを守る
ため、私たちにできること」と題した
講演会を行います。定員は200人で、
先 着 順です。申込 み は 、ファクスま
たは申込 専用フォームで、参加 者 全
員の氏名・年齢、代 表者の電話番号
を、２月１日㈮～３月14日㈭に保健所
保健予防課（ 532-3356）へ。

3月16日㈯

⃝ 日時：

阪中順子 氏

午後１時15分～４時
（午後０時45分開場）

⃝ 場所：コンパルホール3階 多目的ホール
⃝ 料金：無料
申込専用フォームはこちら→

問 保健所保健予防課 ☎536-2852
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⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

考えよう！
ワーク・ライフ・バランス

イベント

大阪教育大学准教授でファザーリングジャパン顧問の小崎
恭弘氏による
「男性の○○が５人を幸せにする！」と題した
講演会を行います。元保育士で３児の父親でもある講師な
らではの軽快なトークの中には、未来を変えるヒントがたく
さんあります。
定員は50人で、
無料託児
（生後６カ月～就学前、定員15人）もあ
ります。いずれも多数時は抽選です。申
込みは、電話または申込専用フォーム
で、２月18日㈪までに男女共同参画セ
ンターへ。

3月3日㈰

⃝ 日時：

小崎恭弘 氏

午後１時30分～３時10分

⃝ 場所：男女共同参画センター会議室１
（コンパルホール２階）

⃝ 料金：無料

申込専用フォームはこちら→

問 男女共同参画センター ☎574-5577

①

②

③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

最後列は、BRAVES（日本文理大学チアリーディング部）
の皆さんです。

①第18回全国障害者スポーツ大会
卓球競技 肢体不自由男子1部区分4 優勝 宮脇 進さん
②第18回全国障害者スポーツ大会
水泳競技 男子25m・50m自由形 優勝 山村 拓也さん
③第18回全国障害者スポーツ大会
フライングディスク競技
アキュラシー ディスリート・ファイブ男子2部、
ディスタンス メンズ・スタンディング男子2部
優勝 広瀬 正男さん
④平成30年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技大会 男子1500m・5000m、
第73回国民体育大会
陸上競技 少年男子 A5000m 優勝 ベヌエル・モゲニさん
⑤平成30年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技大会 女子3000m、
第73回国民体育大会
陸上競技 少年女子 A3000m 優勝 マータ・モカヤさん
⑥平成30年度全国高等学校総合体育大会
フェンシング競技大会 男子フルーレ 優勝 中村 太郎さん
⑦第73回国民体育大会
自転車競技 成年男子1k mタイムトライアル
優勝 一丸 尚伍さん

⑧第29回日本パラ陸上競技選手権大会
女子 T64走り幅跳び、
インドネシア2018アジアパラ競技大会
陸上競技 女子 T64 走り幅跳び 優勝 中西 麻耶さん
⑨インドネシア2018アジアパラ競技大会
陸上競技 男子 T20 1500m 3位 十川 裕次さん
⑩第41回全国 J O C ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
男子100m 平泳ぎ 優勝 高橋 功さん
⑪第1回アジアマスターズ兼ジャパンマスターズ2018
男子100m・200m 平泳ぎ 優勝 織田 秀正さん
⑫第1回アジアマスターズ兼ジャパンマスターズ2018
男子50m・100m バタフライ、男子50m・100m自由形
優勝 仲松 賢二さん
⑬第13回全日本女子オープンレスリング選手権大会
シニアの部76キロ級 優勝 齋藤 未来さん
⑭平成30年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技大会 学校対抗 男子の部
優勝 大分東明高等学校 駅伝部 男子
⑮ J A PA N C U P2018チアリーディング日本選手権大会
大学の部 優勝 B R AV E S（日本文理大学チアリーディング部）
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