
大分年金事務所からのお知らせ
（☎552-1211　音声案内①→②）
◎12月から「年金生活者支援給付金」
の支給が始まります
　10月18日までにはがきタイプの請
求書を提出した人は、12月13日㈮に初
回分（10月・11月分）を振込予定です。
年金生活者支援給付金の支払日は、年
金と同じ偶数月の15日ですが、15日が
土・日曜日または祝日のときは、直前の
金融機関の営業日となります。
◎老齢基礎年金は繰上げ受給と
　繰下げ受給があります
　老齢基礎年金は、原則として65歳か
ら受けられますが、希望すれば60歳以
降いつからでも受けられます。ただし、
64歳以前から受けると減額され、66歳
以降から受けると増額されます。一度
減額、増額された受給率は、生涯変わり
ません。

市民公開講座
「若い女性で増えているがん
～予防するためには～」
▪日時：令和2年1月12日㈰　午後1時
～4時15分（午後0時30分開場）
▪場所：レンブラントホテル大分（田室
町）
▪内容：吉村�𣳾𣳾

やす

典
のり

氏（慶應義塾大学名
誉教授）による基調講演やパネルデ
ィスカッションなど
▪定員：200人（当日先着順）
問　セント・ルカ産婦人科（☎547-
1234）

県立聾
ろう

学校幼稚部入学者募集
▪対象：聴覚に障がいを有し、平成26
年4月2日～29年4月1日に生まれた
幼児
▪願書配布：令和2年1月14日㈫～
▪出願期間：令和2年2月3日㈪～13日㈭
▪入学希望者面接日：2月下旬
問　県立聾学校（☎543-2047）

裂き織り教室「コースター作り」
▪日時：令和2年1月24日、2月14日・28
日、3月13日・27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、裂織の会�小野
（☎090-9582-2838）へ。

ふれあい歴史体験講座
「和凧作り」
▪日時：令和2年1月11日㈯　午前9時
30分～、午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪受講料：230円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、12月17日
㈫から歴史資料館（☎549-0880）へ。

母子家庭等就業・自立支援
センターをご利用ください
　母子家庭の母などを対象に、専門の
支援員が就労相談や職業紹介を行って
います。
▪受付日時：月～金曜日（祝日を除く）、
日曜日　午前8時30分～午後6時
　※月・日曜日は午後5時まで
▪場所・問　母子家庭等就業・自立支援
センター（県総合社会福祉会館3階
〈大津町二丁目〉　☎552-3313）

2019おおいた
冬の就職フェア
▪日時：12月29日㈰　午前10時30分
～午後3時（午前10時受付開始）
▪場所：レンブラントホテル大分「二豊
の間」（田室町）
▪対象：UIJターン希望者、令和2年3月
大学等卒業予定者、35歳未満若年求
職者、大学等在学生 ※保護者も可
問　（公財）県総合雇用推進協会（☎
532-8486）

移住支援金支給対象法人・求人
情報を募集します
　県では、移住・定住の促進と中小企業
などにおける人手不足の解消に向け
て、「県マッチング支援事業」を実施し
ます。この取り組みを進めるに当たり、
マッチングサイトに掲載を希望する企
業を募集します。詳しくは、県雇用労働
政策課（☎506-3340）へ。

街の ホ
ッ
ト情報

無料

無料

癒しのフラワーアレンジメント教室
▪日時：令和2年1月18日㈯・19日㈰　
午前10時30分～11時20分、午後1時
～1時50分
▪場所：iichiko総合文化センター1階　
　アトリウムプラザ
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：500円
▪申込み・問　電話で、令和2年1月7日
㈫～17日㈮〈土・日曜日、祝日を除
く〉に県園芸活性化協議会（☎544-
0392）へ。

ビワ栽培体験農業参加者募集
▪期間：令和2年3月～6月
▪内容：ビワの袋かけ作業および収穫
作業の体験
▪参加料：木1本につき5,000円～1万
5,000円（木の大きさによって異な
ります）
▪貸出本数：約30本（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名、電
話番号を記入し、令和2年1月10日㈮
〈必着〉までにビワ栽培体験農業代表　
阿部 宏明（〒870-0802　田ノ浦4
組　☎090-9607-3369）へ。

大分市テレビ広報番組
毎週日曜日　午前11時45分～11時50分　TOSテレビ大分
（市内のケーブルテレビ局でも放送中）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�農林中央金庫　大分支店
▪�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
▪�別保くすの木会
香典返し寄付
▪�大分地区　櫻井清(田中町)/勇圭子(城崎
町)/後藤加代子(太平町)/牧愛訓(新栄
町)/安部町子(東原)/右田芳明(上田町)/
永嶋昌子(南春日町)/馬見塚潔(萩原)/後
藤初美(花津留)/園田妙子(萩原)
▪�鶴崎地区　加藤幸太郎(家島)/姫野暢之
(横尾東町)/徳丸利之(丸亀)
▪�大在地区　太田宏(城原)
▪�坂ノ市地区　菅原小夜子(丹川)/川野真
嗣(坂ノ市南)/薬師寺博子(小佐井)/松井
聖(久土)
▪�大南地区　伊東博文(梅が丘)/一万田範
彦(端登)/河野ケイ子(高江中央)
▪�稙田地区　釘宮隆信(下宗方)/立川幸子
(寒田)/柴田邦博(ふじが丘)/水江清(鴛
野)/佐藤克己(口戸)/中村佳子(花の木坂)
▪�佐賀関地区　藤澤仲男(志生木)/須川住太
郎(白木)
▪�市外　江里眞弓(別府市)/秦有紀(三田市)
� 以上10月31日受付分まで

善意の泉 敬
称
略
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普通救命講習
▪月日・場所：毎月9日…中央消防署、
毎月19日…東消防署、毎月29日…南
消防署
▪時間：午前9時～正午
▪講習内容：心肺蘇生法、AED（自動体
外式除細動器）の使用方法など
▪申込み：電話で、開催日の1週間前ま
でに各消防署へ。
問　中央消防署（☎532-2108）、東消
防署（☎527-2721）、南消防署（☎
586-1230）

サバを使った魚料理教室
▪日時：令和2年1月19日㈰　午前9時
30分～午後1時
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1人
〈組〉1枚）に、代表者の住所・電話番
号、参加人数（最大5人）、参加者全員
の氏名を記入し、令和2年1月10日㈮
〈必着〉までに公設地方卸売市場管理
事務所（〒870-0018　豊海三丁目
2-1　☎533-3113）へ。

アートプラザワークショップ
「イヤースタンドをつくろう」
▪日時：令和2年1月29日㈬　午後1時
～3時、2月9日㈰　午前10時～正午
▪講師：沖�美紀氏（ワイヤーアーティ
スト）
▪対象：高校生以上
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、令和2年1
月8日㈬午後6時までにアートプラ
ザ（☎538-5000）へ。

女性ダイエット講座
▪日時：令和2年2月21日・28日、3月6日・
13日・19日・27日（金曜日〈3月19日の
み木曜日〉・全6回）　午後1時～3時
▪対象：市内に居住、通勤している18
歳以上の女性（高校生は不可）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪申込み・場所・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、令和2
年1月15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。

無料 情報学習センターの各種教室
①マイペースで学ぶWord・Excel特別
演習（予約制）
▪日時：令和2年1月～3月　昼の部…
月～土曜日 午後2時～4時、夜の部
…月～土曜日（祝日を除く） 午後7
時～9時
▪対象：Word初級・Excel初級教室を
受講した人、または同等の使用経験
がある人
▪受講料：各回1,000円
▪申込期限：受講日の2週間前
②はじめての親子のm

マイクロ

icro:b
ビット

itプログ
ラミング
▪日時：令和2年1月5日㈰　午前10時
～正午
▪対象：小学3年生以上の子どもと保
護者
▪受講料：大人…300円、子ども…200
円
▪申込期限：12月22日㈰〈必着〉
③はじめてのパソコン操作入門
▪日時：令和2年2月5日㈬・6日㈭（全2
回）　午後2時～4時
▪対象：パソコンを扱ったことがない人
▪受講料：600円
▪申込期限：令和2年1月22日㈬〈必着〉
④はじめてのExcel
▪日時：令和2年2月18日㈫　午後2時
～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪受講料：300円
▪申込期限：令和2年2月4日㈫〈必着〉
▪定員：①各10人　②20組　③④20
人（いずれも多数時は抽選）
▪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、氏
名、電話番号、教室名、月日、②のみ子ど
もの学年を、各教室の申込期限までに
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。

保育士の職場体験講習会
▪実施期間：令和2年2月28日㈮まで　
※随時募集（希望日は要相談）
▪時間：午前9時30分～午後1時
▪対象：保育士資格を持つ人
▪定員：30人（先着順）
▪申込期限：希望日の2週間前
▪その他・問　申込方法など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
子ども企画課（☎585-6016）へ。

無料

初日の出観望会
▪日時：令和2年1月1日㈬　午前6時～
9時
▪内容：初日の出の観望、ビンゴ大会　
※ビンゴ大会は当日先着200人
▪場所・問　関崎海星館（大字佐賀関　
　☎574-0100）

児童書の
リサイクルフェア
▪日時：令和2年1月19日㈰　午前9時
30分～午後3時　※1月6日㈪から
市民図書館（J:COM�ホルトホール大
分内）で、イベント当日の時間を指定
した整理券を配布。
▪内容：古くなった児童書や絵本の無
料配布
▪その他：一人当たり、本は5冊まで。
持ち帰り用の袋は各自で準備。
▪場所・問　市民図書館（☎576 -
8241）

産業活性化プラザセミナー
「企業と個人で役立つ！」
スタッフ機能向上セミナー
▪日時：令和2年1月22日・29日（水曜
日）　午後6時30分～8時30分（全2
回）
▪講師：首藤�浩氏〈㈱あいるコンサル
ティングファーム代表取締役〉
▪定員：各36人（先着順）
▪受講料：200円（資料代）
▪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、12
月15日㈰～令和2年1月17日㈮に同
プラザ（☎576-8879）へ。

イベント
無料

講座＆教室
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暮らしの情報 ▲


