大分市テレビ広報番組

民事介入暴力集中相談所

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）

無料

暴力団などが関係した被害や不当要
求などの困り事について、面接または
電話による相談を行います。
▪日時：2月27日㈬ 午前10時～午後
4時
▪場所：コンパルホール 309会議室
▪相談員：弁護士、暴力団担当警察官、
暴力追放相談委員
問 （公財）暴力追放大分県民会議（☎
538-4704）

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

▪磯崎新
▪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

▪B・F・Cコーポレーション㈱/新川町内会/
宗教法人真如苑

香典返し寄付

▪大 分地区 首藤重行(片島)/𠮷𠮷 村治子(大
津町)/牧美知男(永興)/余瀬信和(東大道)/
今次英子(大手町)/野田猛芳(下郡北)/岩田
和夫(花津留)/末光雅敏(三川上)/和田雅士
(大石町)
▪鶴 崎地区 髙上田鶴子(横尾)/永田俊隆
(森)/東千恵子(猪野)
▪大在地区 河越信隆(政所)
▪坂ノ市地区 原祥子(一木)/庄司正男(佐
野)/萱島巧(坂ノ市南)/西郷成(佐野)/大
橋裕幸(佐野)
▪大南地区 後藤一武(下戸次)/野村友幸(中
判田)/渋谷武美(端登)/岩田千鶴子(竹中)/
吉田武勝(端登)
▪稙 田地区 廣池保彦(富士見が丘東)/阿
南篤子(富士見が丘東)/佐藤晴男(寒田北
町)/中村公子(ふじが丘)/岡郁子(富士見
が丘東)/續憲二(光吉新町)
▪佐 賀関地区 坂本純子(志生木)/末松俊
一(本神崎)
▪野 津原地区 工藤正信(野津原)/奈須正
治(下原)
▪市外 甲斐恵子(豊後大野市)


以上1月3日受付分まで

ラグビーワールドカップ 2019™
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開幕まであと
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手話講習会
（入門）
課程

日

時

耳の日市民公開講座
場所

4/2～9/24
県聴覚障害
者センター
入門 （毎週火曜日）
午後6時30分～8時30分（大津町）
県総合社会
4/4～2020年3/26
福祉会館
（毎週木曜日）
午後６時30分～８時30分（大津町）
4/5～2020年3/27
入門・
（毎週金曜日）
基礎
午前10時～正午

県聴覚障害
者センター
（大津町）

4/6～2020年3/28
（毎週土曜日）
午前10時～正午

県総合社会
福祉会館
（大津町）

▪受講料：無料
（テキスト代は自己負担）
▪申込み・問 往復はがきまたはファク
ス、
Eメールで、住所、氏名、電話番号、
受講希望曜日を、
3月10日㈰〈必着〉ま
でに県聴覚障害者協会（〒870-0907
大津町一丁目9-5 ☎551-2152
556-0556 info@toyonokuni.jp）
へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：3月20日㈬ 午前9時30分～午
後4時30分（午前9時受付）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者で、調理
師、
栄養士などの資格を持たない人
▪定員：160人（先着順）
▪申込み・問 受講料8,000円（食品衛
生協会員は5,000円）を添えて、
3月1日
㈮～7日㈭に直接、市食品衛生協会
（荷
揚町6-1保健所2階☎532-0010）
へ。

ボランティアグループなどの
登録を受け付けています
ボランティア活動に取り組んでいる
グループや個人の登録を受け付け、活
動の支援をしています。
なお、
31年度のボランティア活動保
険等は3月1日㈮から受け付けます。
問 市ボランティアセンター（J:COM
ホルトホール大分4階 市社会福祉
協議会内 ☎547-7419）

産業別最低賃金をお知らせします
鉄 鋼 業：915円 非 鉄 金 属 製 造 業：
886円 電子部品･デバイス･電子回路、
電気機械機具、情報通信機械器具製造
業：807円 自動車･同附属品製造業、
船
舶製造・修理業、舶用機関製造業：853
円 自動車
（新車）
小売業：821円 これ
らに該当しない場合：762円
※いずれも時間額
問 大分労働局賃金室（☎536-3215）

無料

▪日時：3月3日㈰午前10時～11時30分
▪場所：県労働福祉会館ソレイユ3階
「牡丹」
（中央町）
▪内容：難聴と認知症、補聴器について
の講演
問 日本耳鼻咽喉科学会大分県地方部
会（☎586-5913）

おおいた元気企業就職ガイダンス
無料
in 福岡
▪日時：3月7日㈭ 正午～午後4時30分
▪場所：福岡ファッションビル8階（福
岡市博多区）
▪対象：2020年3月に大学等を卒業予
定の人など
▪その他・問 詳しくは、県雇用労働政
策課（☎506-3332）
へ。

点訳ボランティア養成講座
▪日時：4月11日～2020年3月12日（木
曜日・全45回） 午後1時30分～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階
ボランティアルーム
▪対象：講座終了後に、点訳ボランティ
アの活動ができる市民
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：無料（テキスト代1,000円程
度は自己負担）
▪その他：3月6日㈬午後1時30分～3時
に行う事前説明会に必ず参加してく
ださい。
（要申込み）
▪申込み・問 申込方法など詳しくは、市
ボランティアセンター
（☎547-7419）
へ。

人権擁護委員制度をご存じですか
市には法務大臣から委嘱された人権
擁護委員がいます。困り事、悩み事を気
軽にご相談ください。
◦大分中央地区…石井久子、市ヶ谷洋
子、武宮陽子、河野みどり、幸順一、中山
陽介、植木義章、和田京子、岡野忠雄
◦明野地区…溝口晴美 ◦稙田地区…
佐藤豊、西本徹男、杉村幸三、池永雅典
◦鶴崎地区…阿部三四子、寳珠典隆、石
橋紀公子、
太田博子 ◦大在地区…岡崎
ケイ子 ◦大南地区…伊東祥子、
廣瀬映
子 ◦佐賀関地区…上野和夫 ◦野津
原地区…佐藤克治
▪その他：相談は無料で、秘密は厳守し
ます。連絡先などは、大分地方法務局
（☎532-3368）へお問い合わせくだ
さい。

第2回消費生活セミナー
「笑って元気‼～お金はおっかねえ～」
▪日時：3月15日㈮ 午前10時～11時
30分
▪場所：コンパルホール4階400会議室
▪講師：矢野大和氏（県南落語組合会
長）
▪定員：60人（先着順）
▪内容：悪質商法に関する事例や対処
法、お金に関する知識について学ぶ
▪申込み・問 電話で、2月15日㈮から
ライフパル（府内町三丁目 ☎5733770）へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

生活の不安や心配ごとを
相談してみませんか
自立生活支援センター（J:COMホル
トホール大分4階 市社会福祉協議会
内）では、市内居住の生活困窮者（生活
保護受給者は除く）を対象に、専門の支
援員が相談に応じます。
「どこに相談し
たらいいか分からない」といった人も、
一人で悩みを抱え込まずに、まずはご
相談ください。
問 自立生活支援センター（☎547-83
19）

フェンシング体験教室

無料

▪日時：3月2日㈯ 午前10時～正午(午
前9時40分集合) ※事前申込不要
▪場所：県立総合体育館 フェンシン
グ場
▪内容：元オリンピック日本代表千田
健太氏、冨田智子氏による指導など
▪対象：小学生
▪持参品：上履き、運動着（長袖）、タオ
ル、飲み物など
問 県フェンシング協会 村上（別府
翔青高校 ☎0977-22-3141）

合同企業説明会inおおいた

無料

▪日時：3月4日㈪・5日㈫ 午前10時30
分～午後5時30分
（午前10時受付）
▪場所：トキハ会館5階 ローズ・カト
レアの間（府内町）
▪対象：2020年3月に大学等を卒業予
定の人
▪その他・問 参加企業は160社です。
詳しくは、
（公財）県総合雇用推進協
会（☎532-8486）
へ。

アライグマ防除講習会

無料

▪日時：3月4日㈪午前10時～11時30分
▪場所：本庁舎地下1階 B12会議室
▪内容：アライグマの被害対策や防除
方法など
▪定員：15人程度（多数時は抽選）
▪申込み・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、講習会名を、2月26日㈫〈消印有
効〉までに環境対策課（〒870-8504
荷揚町2-31 ☎537-5758
5383302
kankyotai5@city.oita.oita.
jp）
へ。

能楽サロン Vol.3
「狂言ワークショップ」
▪日時：3月10日㈰ 午後2時～4時
▪講師：深田博治氏（能楽師和泉流狂
言方）
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：1,620円
（小・中学生は540円）
▪申込み・場所・問 電話またはファク
ス、
Ｅメールで、
住所、
氏名、
電話番号、
参加人数を、
2月21日㈭～3月3日㈰に
平和市民公園能楽堂（牧緑町1-30
☎551-5511
551-5512
info
@nogaku.jp）
へ。

南大分スポーツパーク
いきいき健康講座
①高齢者いきいきフィットネス講座
（前期）
▪日時：4月17日・24日、5月8日・15日・
22日・29日、
6月5日・19日・26日、
7月
3日（水曜日・全10回） 午前9時30
分～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の人
②ストレッチ講座（前期）
▪日時：5月14日・21日・28日、6月4日・
11日・18日・25日、7月2日（火曜日・
全8回） 午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人（高校生は除く）
▪場所：南大分体育館アリーナ
▪定員：各50人程度（多数時は抽選）
▪受講料：①2,500円 ②2,000円
▪申込み・問 南大分体育館に備え付
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は3月15
日㈮ ②は4月14日㈰までに同体育
館（☎546-7010）
へ。
※市ホームページで電子申請も可。

講座＆教室
男女共生セミナー
「熟年夫婦で力を合わせて
本場中国餃子を作ろう」
▪日時：3月19日㈫午前10時～午後1時
▪対象：市内または由布市に居住・通勤
しているおおむね50歳以上の夫婦
▪内容：中国人留学生による本場の餃
子作り
▪定員：12組（多数時は抽選）
▪参加料：1組500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、2月15日
㈮～3月5日㈫に男女共同参画セン
ター（コンパルホール2階 ☎5745577）
へ。

産業活性化プラザセミナー
「シニアIMが推薦する
創業者必見！セミナー2019」
▪日時：3月27日㈬ 午後6時30分～8
時30分
▪講師：吉野朝氏〈㈱サポートジャン
グルクラブ代表取締役社長〉
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：1,000円
（資料代など）
※交流会参加者は別途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、
2月15日㈮
～3月22日㈮に同プラザ（J:COMホル
トホール大分2階 ☎576-8879）
へ。

子どもプログラミング道場
無料
スクラッチ
▪日時：4月7日㈰ 午前10時～正午
▪対象：パソコンの基本操作ができる
小・中学生とその保護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪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、保護
者の氏名、子どもの氏名・学年、電話番
号、教室名、月日を、
3月24日㈰
〈必着〉
までに情報学習センター（〒870-0851
大石町一丁目3組 ☎545-8616
545-5065
omc@hyper.or.jp）
へ。
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