
認知症の人を介護する
家族のつどい～茶話会～
▪日時：9月24日㈫　午後2時～4時
　（以降、毎月1回開催）
▪場所：県総合社会福祉会館3階　研
修室（大津町二丁目）
▪対象：認知症の人を介護している人
▪申込み・問　電話で、城東地域包括支
援センター（☎558-6285）へ。

ハッピーファミリー
応援教室

◎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
方、新生児の育児講座、妊娠体験、沐

もく

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：12組（先着順）
◎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
▪定員：17組（先着順）
▪月日：10月12日㈯
▪場所：明治明野公民館（明野北四丁
目）
※両教室の参加者の交流会もあり。
▪申込み・問　電話で、9月17日㈫から
県助産師会（☎534-0753）へ。

大分市武漢市
友好都市締結40周年記念

「武漢と三国志の舞台
赤壁の旅」募集
▪期間：11月20日㈬～23日㈯
▪参加料：ひとり当たり11万8,000円
（洋室ツイン2名1室利用）
▪定員：40人（先着順）
▪申込み・問　電話で、9月30日㈪まで
に、東武トップツアーズ大分支店（☎
538-1091）へ。

令和元年度
後期技能検定試験
▪実技試験実施期間：12月6日㈮～令
和2年2月16日㈰
▪学科試験実施日：令和2年1月26日㈰、
2月2日㈰・5日㈬・9日㈰
▪職種：配管、建築大工など50職種
▪受付期間：10月7日㈪～18日㈮
問　県職業能力開発協会
　（☎542-3651）

無料

無料

弓道教室「初級コース」
▪日時：10月10日㈭～12月22日㈰の
毎週月・木曜日（祝日を除く）〈全20
回〉　※最終回のみ日曜日　⃝昼の
部…午後1時30分～3時　⃝夜の部
…午後6時30分～8時
▪場所：大洲総合運動公園内弓道場
▪対象：中学生以上の初心者
▪定員：⃝昼の部…20人　⃝夜の部…
40人（いずれも多数時は抽選）
▪参加料：9,000円
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号、希望の
部、足袋のサイズを記入し、9月27日
㈮〈消印有効〉までに市弓道クラブ　
高野（〒870-0267　城原1734-44　
☎593-2096）へ。

裂き織り教室
「コースター作り」
▪日時：10月11日・25日、11月8日・22日、
12月6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（材料費）
▪申込み・問　電話で9月15日㈰から
裂織の会�小野（☎090-9582-2838）
へ。

にっぽん縦断こころ旅
お手紙募集
　NHK-BSプレミアムで放送予定の�
「にっぽん縦断こころ旅」のルート決定
のため、市内の「忘れられない場所・風
景」にまつわる手紙を募集しています。
▪大分県の放送予定：12月2日㈪～6日
㈮
▪募集期限：10月15日㈫〈必着〉
▪その他・問　応募方法など詳しくは、
番組ホームページをご覧になるか、
NHKふれあいセンター（☎0570-
066-066）へ。

福祉・介護の職場を
体験してみませんか
▪実施期間：令和2年2月29日㈯までの
1～3日間
▪場所：県内の福祉・介護施設
▪申込み・問　県福祉人材センターに
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、同セ
ンター（☎552-7000）へ。

無料

県障がい者（児）「秋の交歓会」
▪日時・内容：10月26日㈯　午前10時
～午後4時…ステージイベント、餅
まき、苗木無料配布、味のコーナー
問　県障害者社会参加推進センター
　（☎558-8797）

令和元年冬巡業
「大相撲大分場所」
▪日時：12月6日㈮　午前8時～午後3
時（取組は午前11時30分～）
▪場所：昭和電工武道スポーツセンタ
ー（大字横尾）
▪その他・問　入場料、スケジュールな
ど詳しくは、事務局（☎524-3711）へ。

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. 
5日

Fri.

（９月15日現在）

大分市テレビ広報番組
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）
◎10月から放送局、放送日が変わります。 放送局：TOSテレビ大分　放送日：毎週日曜日  午前11時45分～11時50分

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�株式会社�新鮮マーケット
▪�原優梨子
▪�明治明野商工振興協同組合
▪�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　
香典返し寄付
▪�大分地区　房前明美(二又町)/増野チド
リ(新川町)/戸次保子(羽屋)/日野好美
(芦崎)/津末礼子(下郡東)/鳥居順子(加
納)/荒巻徹(金池町)/山村美智子(金池町)/
徳永淳一(青葉台)/立川長二郎(高城台)
▪�鶴崎地区　佐藤桂二(西鶴崎)/大平和敏
(種具)/阿部スミヱ(森)
▪�大在地区　向川喜久代(曙台)/後藤具子
(城原)
▪�坂ノ市地区　小手川信博(佐野)/岩下清
一(木田)/佐藤政行(里)/高橋 雄(浜中)/
杉﨑壽明(屋山)/工藤廣行(丹生)/姫野京
子(久原中央)/萱島雷三(久原中央)
▪�大南地区　山崎早苗(中判田)
▪�稙田地区　河野浩二(富士見が丘西)/辻美
恵子(緑が丘)/小峰俊之(田原)/上野ツギ
子(ふじが丘)/工藤博幸(緑が丘)
▪ 佐賀関地区　岡本邦裕(佐賀関)/北尻真
之介(佐賀関)
▪�市外　白石茂男(野田市)
� 以上7月31日受付分まで

善意の泉 敬称略
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年金生活者支援給付金の
専用ダイヤルを開設しています
　10月から始まる年金生活者支援給
付金の請求などでお困りの際は、専用
ダイヤルにお問い合わせください。
▪専用ダイヤル：☎0570-05-4092
▪受付時間：平日…午前8時30分～午
後5時15分（月曜日は午後7時まで）、
第2土曜日…午前9時30分～午後4
時　※祝日、年末年始を除く
問　大分年金事務所（☎552-1211　
音声案内①→②）

JICA海外協力隊募集
　自分の知識や技術、経験を開発途上
国の人々のために生かしてみません
か。活動分野が多岐にわたるJICA海外
協力隊を募集します。
▪募集期限：9月29日㈰
▪その他・問　詳しくは、JICAホーム
ページをご覧になるか、JICAデスク
大分(☎533-4021)へ。

県下一斉司法書士法律相談
▪日時：9月29日㈰　午前10時～午後3時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分4階
　409会議室、鶴崎公民館
▪相談員：県司法書士会会員
▪相談内容：相続・会社設立等の登記、
供託、訴訟、成年後見など
問　県司法書士会（☎532-7579）

悩まず どんとこい労働相談
▪期間：10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：労使間トラブル
▪相談場所・問　県労働委員会事務局
（県庁舎本館3階）〈専用ダイヤル（☎
536-3650）〉

県立盲学校「学校公開と授業公開」
▪日時：10月25日㈮　午前10時～
▪内容：学校案内、公開授業、視覚障が
いセミナーなど
▪場所・問　県立盲学校（金池町三丁目　
☎532-2638）

街のホット情報

無料

無料

アートプラザワークショップ
①毛糸で作るハロウィンタペストリー
▪日時：10月5日㈯　
　午前10時～正午
▪対象：小学生以上
（小学生は保護者
同伴）
②U-40建築家展2019ワークショップ
親子で作ろう糸掛け曼

ま ん だ ら

荼羅
▪日時：10月20日㈰　午前10時～正
午
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪参加費：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、①は9月
22日㈰午後6時、②は10月4日㈮午
後6時までにアートプラザ（荷揚町　
☎538-5000）へ。

文化・芸術講座
「カラーサンドアート」
▪日時：10月26日
㈯　午後1時30
分～3時30分
▪講師：N

ニ コ リ

icori氏
（カラーサンド
アート認定講
師）
▪定員：15人（多
数時は抽選）
▪参加料：1,500円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、講
座名、住所、参加者全員（1枚につき2
人まで）の氏名（ふりがな）、電話番号
を記入し、9月15日㈰～30日㈪〈消
印有効〉に市美術館（〒870-0835　
大字上野865　☎554-5800）へ。

年金受給者のためのインター
ネットで確定申告書作成
▪日時：10月29日㈫、11月28日㈭　午
後2時～4時
▪定員：各30人（多数時は抽選）
▪受講料：300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、各教
室の開講日の2週間前までに情報学
習センター（〒870-0851　大石町
一丁目3組　☎545-8616　 545-
5065　 omc@hyper.or.jp）へ。　
※情報学習センターホームページで
申し込みも可。

人材育成システム（3KMプログラム）
入門セミナー2019
▪日時：10月25日㈮　午前10時～午
後5時20分
▪講師：中川 理

ま さ み

巳氏〈㈱ブレイド・イ
ン・ブラスト代表取締役〉
▪定員：30人（先着順）
▪受講料：1,000円
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
（J:COM�ホルトホール大分2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、9月
15日㈰～10月21日㈪に同プラザ
（☎576-8879）へ。

「歌声ひろば教室」および
「童謡・唱歌の会」（追加募集）
▪期間：11月～令和2年3月（月2回・全
10回）
▪内容：懐かしい歌を歌い、心と身体を
リフレッシュ

場所 週 曜日 募集
① 大在公民館A

第1・3
月

10人
② 大在公民館B 20人
③ 大分西部公民館A 5人
④ 大分西部公民館B 20人
⑤ 大分南部公民館 火 10人
⑥ 佐賀関公民館 水 10人

⑦ 大分中央公民館Ａ（コンパルホール内）

第2・4

水 3人

⑧ 野津原市民センター 金 5人
⑨ 東部公民館 水 10人

⑩ 童謡･唱歌の会（コンパルホール内） 火 5人

▪時間：①午前9時30分～10時45分　
②午前11時～午後0時15分　③⑦
⑧⑩午後1時～2時15分　④午後2
時30分～3時45分　⑤⑥⑨午前10
時～11時15分
▪対象：60歳以上の市民（10月1日現
在）　※多数時は抽選
▪参加料：3,000円（資料代、保険料を
含む）
▪申込み・問　往復はがき（1人1枚）
に、希望場所、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号を記入し、9月27
日㈮〈必着〉までに市社会福祉協議会
（〒870-0839　金池南一丁目5-1　
☎547-8695）へ。
※歌声ひろば等で活動する、音楽指導
員（補）を募集しています。詳しくは、
市社協ホームページをご覧ください。

講座＆教室

12市報おおいた  R１.９.15

暮らしの情報 ▲


