市報クイズ

●投票終了時刻を繰り上げる投票区

投票所
入場整理券に記載していますのでご確認ください。
入場整理券を破損・紛失した場合でも投票できます。当日投票所の係員
に申し出てください。
※ペットを連れての入場はご遠慮ください。

投票区

今回の投票所

王子

王子中学校体育館

百木

百木公民館

施設の名称が変わった投票区（場所は同じ）
投票区

新名称

野津原第６

旧大分市立野津原西部小学校体育館

●点字投票

目の不自由な人で点字のでき
る人は、点字投票ができますの
で係員に申し出てください。
点字器は各投票所に用意して
います。また、点字器を持参して
投票することもできます。

病気やけがなどで、投票用紙に
記入できない人は、投票所の係員
に申し出てください。係員の１人
が代筆し、他の係員１人が立ち会
う代理投票ができます。
投票の秘密は守られますので
安心して投票してください。

候補者の経歴や政見（政治を行う上での意見や考え方）などを掲載し
た選挙公報を、投票日の前日までに各戸に配布します。なお、市役所本庁
舎１階案内所、
各支所、
各地区公民館にも置いています。

選挙管理委員会事務局 ☎537-5652

▪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、
4月15日㈪
〈消印有効〉までに広聴広報課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5713）
へ。
正解者の中から抽選で、うみたまごと高
崎山自然動物園のチケットを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。
3月1日号「市報クイズ」の答え
明治から昭和にかけて運行し、市内交通
の主役として活躍した路面電車の愛称は

○○

「 別 大 電車 」

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

▪KM東明クラブ
▪阿部清澄（八幡）/安部照彦（葛木）/朝倉美
彌子（和光市）/小川善規（松が丘）/仲築間
英人（坂ノ市中央）/岡﨑健治（志手）/守末
利宏（国東市）/大塚芳和（臼杵市）/松野良
治（日出町）/小倉正史（横浜市）/生野徳三
（下白木）

社会福祉協議会へ
篤志寄付

▪宮﨑惠美子(寒田北町)/石川キヌエ(森町)

香典返し寄付

●代理投票

選挙公報を発行します

問

第一歩

投票所が変わる投票区

おおいた創る

午後４時まで 百木、
伊与床
午後６時まで 河原内、
野津原第５～第８
午後７時まで 上戸次、
下戸次、
広内、
佐賀関全地区、野津原第１～第４

その一票

午前７時～午後８時

大分県知事選挙
大分県議会議員選挙

投票時間

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
今回の特集のテーマは、
大分の誇りを胸に
「● ● する人たち」

4/ 7
投票日

日

▪大分地区 芦刈博美(中島東)/渡辺房野
(住吉町)/日名子務(弁天)/友永静江(庄の
原)/古原才子(深河内)/玉田潤一(萩原)
▪鶴崎地区 加茂亘(つるさき陽光台)/梅
木みづ代(法勝台)/竹永トヨ子(皆春)/髙
倉イツ子(森町)/首藤弘三(常行)
▪坂ノ市地区 小野佐知子(市尾)/小野文
博(佐野)/斉藤和義(坂ノ市南)
▪大南地区 上杉康昭(上戸次)
▪稙田地区 安部一紀(寒田)/後藤謙英(平
横瀬)/門脇和子(口戸)/久下康子(松が丘)/
岡田和明(寒田北町)/飯倉寿子(市)/市原
みどり(光吉台)/西島智美(富士見が丘西)/
亀田英子(宮崎台)/山手小鈴(緑ヶ丘)
▪佐賀関地区 藤田時子(佐賀関)/姫野郁
雄
（志生木）
▪市外 菅俊秀(藤沢市)
以上2月14日受付分まで
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生活学校受講生募集
▪受講期間：4月22日㈪～2020年3月
（毎月1回程度）
▪場所：コンパルホールほか
▪内容：身近な消費者問題についての
研修・見学ほか
▪受講料：2,000円（年額）
▪その他：開校式は4月22日㈪午後1時
から ※高齢者福祉の現状について
の講演も行います。
▪申込み・問 電話で、4月15日㈪まで
に生活学校連絡協議会 渡辺（☎
558-2045）
へ。

第113回市民水泳競技大会

街の

ホ
ッ
ト

情報

赤十字救急法等講習会
コース

日

①赤十字救急法
基礎講習会

時

4月19日㈮、5月18
日㈯、6月13日㈭午
前9時～午後3時

◦4月20日 ㈯・21日
②赤十字救急法
㈰◦6月14日㈮・15
救急員養成講習会 日㈯午前9時～午後
5時30分
③乳幼児の応急・
救命手当講習会

5月8日㈬午前10時
～正午

④乳幼児の応急・
救命手当と
看病講習会

◦5月30日㈭・31日
㈮午前9時～午後5
時

⑤赤十字子ども
すくすく講座

6月19日㈬午前10
時～午後1時10分

▪日時：4月28日㈰ 午前10時～
▪場所：市営温水プール（西浜）
▪対象：市内居住の小学生以上
▪参加料（1種目）
：◦大学生、一般…
1,000円 ◦小・中 学 生、高 校 生 …
500円
▪申込期間：4月1日㈪～7日㈰
▪その他：競技種目や申込方法など詳
しくは、市営温水プールに備え付け
の大会要項をご覧ください。
問 市水泳協会事務局 木本（☎0901167-2604）

▪対象：15歳以上（②は基礎講習修了
者、⑤は乳幼児とその保護者）
▪定員：①②④各30人、③20人、⑤15
組（いずれも先着順）
▪受講料：①各1,500円 ②各1,700円
③⑤無料 ④1,800円
▪申込み・場所・問 はがきまたは電
話、ファクスで、4月1日㈪から日赤
大分県支部（〒870-0033 千代町
二丁目3-31 ☎534-2237
533-

第22回市近郊小学生
陸上記録会

県立農業大学校就農準備
研修生募集

▪日時：5月12日㈰ 午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場
▪対象：市内および近郊の小学生
▪参加料：1人600円（リレーは1チー
ム1,200円）
▪申込期限：4月30日㈫
▪その他・問 種目など詳しくは、市陸
上競技協会ホームページをご覧にな
るか、同協会（☎558-0613）
へ。

▪コース：野菜中期
▪対象：県内の農業法人などでの就職
希望者、県内での新規就農希望者
▪申込み・問 電話で、4月12日㈮から
県立大分高等技術専門校（☎5423411）へ。研修内容のお問い合わせ
は、県立農業大学校（☎0974-227583）へ。

危険物取扱者試験
▪日時：6月23日㈰ 午前10時～（乙種
第4類のみ午後2時～）
▪場所：大分大学（大字旦野原）
▪受験手数料：甲種…6,500円、乙種…
4,500円、丙種…3,600円
▪申込み・問 （一財）消防試験研究セ
ンター県支部、消防局予防課、各消防
署に備え付けの願書に記入し、4月
12日㈮～25日㈭に同センター（長浜
町二丁目 ☎537-0427）
へ。
※4月9日㈫～22日㈪に同センター
のホームページで電子申請も可。

6795）
へ。

留学生が教える語学教室
（サテライトキャンパス実施事業）
▪期間：4月中旬～8月下旬（週1回90
分・全15回）
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
会議室など
▪内容：英語、中国語、韓国語、タイ語、
スペイン語の語学教室
▪定員：各教室15人程度
▪受講料：各教室1万5,000円
（15回分）
▪その他・問 初回のみ無料見学可。申
込方法など詳しくは、NPO法人大学
コンソーシアムおおいた（☎5787400）へ。
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