
県立農業大学校	
就農準備研修生募集
▪コース:野菜中期（一般･職業訓練）
▪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
▪募集期間:4月10日㈮～5月15日㈮
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

一般は県中部振興局農山漁村振興部
（☎ 506-5795）、職業訓練は大分高
等技術専門校（☎542-3411）へ。

赤十字救急法等講習会
コース 日時

① 赤十字救急法
　基礎講習会

4月16日㈭、6月17日㈬
午前9時30分
～午後3時30分

② 赤十字救急法
　救急員養成講習会

●4月17日㈮・18日㈯
●6月18日㈭・19日㈮
午前9時30分～午後5時

③ 高齢者の健康と
　安全･介護技術
　講習会

5月21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26日㈫・27日㈬
午前9時～午後5時

⑤ 乳幼児の応急･
　救命手当講習会

6月10日㈬
午前10時～正午

▪対象：15歳以上（②は基礎講習修了
者）
▪定員：各20人（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、日赤大分県支部（〒
870-0033　千代町二丁目3-31　☎
534-2237　 533-6795）へ。

生活学校受講生募集
▪受講期間：4月27日㈪～3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･見学など
▪受講料：2,000円（年額）
▪申込み・問　電話で、4月20日㈪まで

に生活学校連絡協議会 渡辺（☎558-
2045）へ。

4月から働き方改革関連法が
順次施行されます
▪主な改正点：◦中小企業にも時間外

労働の上限規制を適用　◦正規雇用
労働者と非正規雇用労働者間の不合
理な待遇差の禁止（中小企業は3年4
月から適用）
▪その他･問　改正内容など詳しくは、

大分労働局（☎532-4025）へ。

危険物取扱者試験
▪日時：6月21日㈰　午前10時～（乙

種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…6,600円、乙種…

4,600円、丙種…3,700円
▪申込み･問　（一財）消防試験研究セ

ンター大分県支部、消防局予防課、各
消防署に備え付けの申込書に記入
し、4月15日㈬～27日㈪に同センタ
ー（長浜町二丁目　☎537-0427）へ。　
※4月12日㈰～24日㈮に、同センタ
ーホームページで電子申請も可。

危険物取扱者試験準備講習会
月日 講習内容 場所

5月23日㈯① 法令 県教育会館（大字下郡）

5月24日㈰② 物理化学 J:COM ホルトホール大分

5月30日㈯① 物理化学 県教育会館（大字下郡）

5月31日㈰② 法令 J:COM ホルトホール大分

※受講料･テキスト代が必要
▪時間:①午前9時30分～午後4時30分　

②午前10時～午後5時 
▪その他･問　申込み方法など詳しく

は、（一社）県危険物安全協会（☎
578-7980）へ。

大分少年少女発明クラブ生徒募集
▪期間：4月～3年3月（日曜日･全17回

予定）　午前9時～正午
▪内容：発明･創造力の育成を目的とし

たセミナーなど
▪対象：小学3年生～中学3年生
▪定員：36人（先着順）
▪受講料：1万5,000円（年額）
▪申込み・問　電話で、大分少年少女発

明クラブ事務局（☎569-1272）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月第4週～8月上旬（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（☎578-
7400）へ。

【2月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478，161人（－161）〈住民基本台帳人口〉

男 229，705人（－124） 女 248，456人（－37） 世帯数 222，287世帯（－23）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪�原優梨子

社会福祉協議会へ　
篤志寄付
▪宮﨑惠美子(寒田北町)

香典返し寄付
▪�大分地区　池永聖子(王子町)/後藤勝世(三

川上)/山﨑泉(東春日町)/田北泰生(金池
南)/中嶋剛(城南北町)
▪�鶴崎地区　岸田孝義(三佐)/穴繁美恵子

(南鶴崎)/岸田辰巳(横尾東町)/佐々木秀
夫(家島)
▪�大在地区　岩﨑恵子(青崎)/佐々木花子

(政所)/三代洋子(須賀)/安藤ケサミ(城原)
▪�坂ノ市地区　白石邦男(佐野)/入田誠(久

土)/渡邉靖子(坂ノ市西)/島崎浩隆(久原
北)/大平福雄(東上野)
▪�大南地区　日髙和彦(中戸次)
▪	稙田地区　平山晴江(敷戸東町)/姫野猛

志(玉沢)
▪�佐賀関地区　姫野アサヱ(白木)/坂本茂

之(一尺屋)/中野佐智子(本神崎)/相澤栄
(一尺屋) /若林善哉(一尺屋)
▪�野津原地区　小出昭夫(竹矢)
 以上2月13日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

今回の特集は、 
「海風ふくまち ● ● ● 」

▪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（〒
870-8504　荷揚町2-31　☎537-
5713）へ。正解者の中から抽選で、高崎
山入園券とたかもんグッズをペア3組
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
3月20日から開催される、春の季節 

恒例の「おおいた 人と み○ ど○ り○    
ふれあいいち」

市報クイズ
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第1回ふれあい歴史体験
「勾玉作り」
▪日時：4月18日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：270円（材料費）
▪持参品：ビニール袋3枚、雑巾、マス

ク
▪申込み・場所・問　電話で、4月3日㈮

から歴史資料館（大字国分　☎549-
0880）へ。

市営陸上競技場の教室
①親子体操教室
▪日時：4月～7月（月曜日･全8回）
　午前10時～11時30分
▪対象：2～4歳児とその保護者
▪参加料：4,000円(保険料含む)
②はじめてのピラティス教室
▪日時：4月～9月（金曜日・全10回）
　午前10時30分～11時30分
▪対象：50歳以上
▪参加料：4,500円(保険料含む)
③ほぐしストレッチ教室
▪日時：4月～9月（月曜日･全12回)
　午前10時30分～11時30分
▪対象：50歳以上
▪参加料：5,400円(保険料含む)
▪定員：①20組　②③15人（いずれも

先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、4月1日㈬

から市営陸上競技場(西浜　☎558-
0613)へ。

産業活性化プラザセミナー
「ゆめ」カナエル 
5カ年計画講座（2年目第1回）
▪日時：5月20日・27日（水曜日･全2

回）　午後6時30分～8時30分
▪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：36人（先着順）
▪受講料：200円（資料代）　※交流会

参加者は各回別途100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、4
月1日㈬～5月15日㈮に同プラザ

（J:COM ホルトホール大分2階　☎
576-8879）へ。

講座＆教室
アースデイおおいた2020
▪日時：4月19日㈰　午前10時～午後3時
▪場所：大分いこいの道広場
▪内容：ステージイベントやワークショッ

プ、飲食ブースなど
問　実行委員会事務局（☎0977-21-

1888）

新入社員の悩み･契約更新
トラブル相談会
▪日時：4月19日㈰～21日㈫　午前8

時30分～午後8時　※19日㈰は午
前10時～午後8時
▪場所：県雇用労働政策課（県庁本館7

階）
▪相談内容：労働問題全般
▪その他・問　予約不要。電話による相

談は、県労政・相談情報センター（☎
532-3040）へ。

第23回市近郊小学生　
陸上競技記録会
▪日時：5月17日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（西浜）
▪参加料：1人600円（リレーは1チー

ム1,200円）
▪申込期限：5月5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。

防災･防火管理講習
①甲種防火管理新規講習
▪月日：○ア 5月20日㈬･21日㈭　○イ 6月

10日㈬･11日㈭
▪申込期間：○ア 4月2日㈭～9日㈭　○イ 4

月16日㈭～23日㈭
②防災管理新規講習
▪月日：6月4日㈭
▪申込期間：4月14日㈫～21日㈫
③甲種防火管理再講習
▪月日：6月12日㈮
▪申込期間：4月20日㈪～27日㈪
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪定員：①160人　②③80人
▪受講料：①8,000円　②③7,000円
▪申込み･問　申込方法など詳しくは、
（一財）日本防火･防災協会ホームペ
ージをご覧になるか、同協会（☎03-
3591-7121）へ。

街の ホ
ッ
ト情報

みんな集まれ！
あおぞらストレッチ教室
▪日時：4月25日㈯　午前10時～11時
▪場所：平和市民公園多目的広場ステ

ージ（おおいた人とみどりふれあい
いちメインテント内）
▪講師：川本 紘美氏（ピラティスマス

タートレーナー）
▪定員：30人（当日先着順）
問　男女共同参画センター（☎574-

5577）

市美術館の教室（☎554-5800）
①春の美術教室「クレヨン実験室」
▪日時:4月25日㈯　午後1時30分～3

時30分（午後1時受付開始）
▪その他:小学生以下は保護者同伴
②アートカレッジ
▪日時：6月～11月の第1木曜日（全6

回）　午後1時30分～2時30分
▪内容:展覧会の解説、作品鑑賞など
▪定員:①40人　②50人（いずれも多

数時は抽選）
▪受講料:①製作者1人につき500円
（材料費など）　②200円（資料代）
▪申込み･場所･問　往復はがきに、教

室名、参加者全員の氏名（ふりがな）
〈①のみ、年齢または学年・必要な材
料数〉、代表者の住所･電話番号を記
入し、①は4月1日㈬～10日㈮に、②
は4月30日㈭〈いずれも消印有効〉ま
でに市美術館（〒870-0835　大字
上野865）へ。

アクアフィットネス講座
▪日時：6月4日･11日･18日･25日、7月

2日･9日（木曜日･全6回）　午後3時
～4時
▪場所：南大分温水プール（豊饒一丁目）
▪対象：市内に居住･通勤している18

歳以上の人（高校生は不可）
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500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、4月30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
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暮らしの情報 ▲


