
ハッピーファミリー応援教室
①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、妊婦体験、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）
②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・場所：◦7月18日㈯…鶴崎市民
行政センター　◦8月1日㈯…大分
西部公民館
※両教室参加者の交流会あり。
▪申込み・問　電話で、7月2日㈭から
県助産師会（☎534-0753）へ。

狩猟免許試験および免許更新
▪試験1の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…8月8日㈯　網・わな猟…8月9
日㈰　※受付期間　7月13日㈪～
31日㈮
▪試験2の種類・月日：網・わな猟…9月
12日㈯　※受付期間　8月24日㈪
～9月4日㈮
▪試験3の種類・月日：第一種・第二種銃猟
…10月3日㈯　網・わな猟…10月4日㈰　
※受付期間　9月14日㈪～25日㈮
▪免許更新：全種…①9月7日㈪　②9
月9日㈬　※受付期間　8月3日㈪～
21日㈮
▪場所：県庁本館　正庁ホール　※た
だし①は由布市役所庄内庁舎（由布
市庄内町柿原302）　②は県教育会
館（大字下郡）
▪申込み・問　県中部振興局森林管理
班（☎506-5749）へ。

2年度「本場鶴崎踊大会」の
開催を中止します
　「本場鶴崎踊大会」については、8月
22日㈯・23日㈰の2日間で開催予定と
していましたが、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、開催の中止
を決定いたしました。
問　本場鶴崎踊大会実行委員会（鶴崎
支所内　☎527-2111）
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人権・行政
困りごと相談所
▪日時：7月16日㈭　午前10時～午後3
時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、
いじめ・体罰などの人権問題、行政手
続・サービスについて困っているこ
と
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員
問　大分地方法務局（☎532-3161）、
大分行政監視行政相談センター（☎
532-3715）

九州八県赤十字大会受章者・
法人の寄付を募集します
　「人間のいのちと健康、尊厳を守る」
という、日本赤十字社の理念に賛同し、
一時に20万円以上の寄付のご協力を
いただいた個人や法人を、11月12日㈭
に大分市で開催予定の九州八県赤十字
大会の式典にお招きし、表彰品の授与
を行います。
▪募集期限：7月31日㈮
▪その他・問　寄付の受付先、募集区分
など詳しくは、日赤大分県支部（千代
町二丁目　☎534-2236）へ。

きこえとことばの
教育相談
▪日時：8月7日㈮　午前9時30分～午
後3時30分
▪内容：育児や学習、生活に関すること
など�

▪対象：きこえやことばが気になる18
歳以下の子どもおよび関係者
▪申込み・場所・問　電話またはファク
スで、7月22日㈬までに県立聾学校
（東大道二丁目　☎543-2047　
546-2111）へ。

目と見え方の
教育相談会
▪日時：8月18日㈫　午前10時～午後3
時
▪内容：家庭での接し方、保育・教育・医
療に関することなど
▪対象：視覚障がいのある幼児・児童・
生徒およびその保護者など
▪申込み・場所・問　県立盲学校（金池
町三丁目1-75　☎532-2638）へお
問い合わせの上、8月12日㈬までに
相談票を同校へ。

無料

無料

無料

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

大分市の子育て支援サイトの名前は？
「●●●●●」（アルファベット）

▪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、7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、大分
のいちじく果肉ソース（500ml）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。

6月1日号「市報クイズ」の答え
警戒レベルと避難のタイミング
警戒レベル3は高齢者等避難！�

警戒レベル4は「�全○�員○�避○�難○�」！
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【5月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477，826人（－32）〈住民基本台帳人口〉

男 229，517人（－33） 女 248，309人（+1） 世帯数 223，740世帯（+71）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪HOKO株式会社
▪原優梨子
▪株式会社SARABiO温泉微生物研究所
▪株式会社シーアール
▪株式会社新日配薬品
▪マツコちゃんねる
▪ビープラス・グループ株式会社
▪株式会社昇真
▪グローバル国際
◎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　植木雅隆(王子中町)/吉永厳�
(東原)/大塚和惠(明野高尾)
▪�鶴崎地区　鹿島知子(小池原)/橋本朋子�
(三佐)
▪�大南地区　那須康弘(ひばりヶ丘)/野中
正二(下判田)/佐藤宣明(上戸次)/御手洗
晴久(上戸次)
▪�稙田地区　渡辺泰彦(敷戸北町)
▪�佐賀関地区　石井宏孝(志生木)
� 以上５月14日受付分まで
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笑顔ひろがる
折り紙教室
▪日時：7月31日㈮　午前10時～午後0
時30分
▪定員：15人(先着順)
▪参加料：400円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、7月1日㈬
からライフパル（府内町三丁目　☎
573-3770）へ。

情報学習センターの教室
①はじめてのパソコン操作
▪日時：8月4日㈫・11日㈫　午前10時
～正午
▪対象：パソコン未経験の人
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：600円
②小中学生の親子のはじめての3DCG
▪日時：8月2日㈰　午後2時～4時
▪対象：パソコン操作に慣れている小
学3年生～中学生とその保護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪受講料：大人…300円　小・中学生…
200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、①は
7月21日㈫、②は7月19日㈰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。

アートプラザ　
親子で楽しむ
夏休み子どもワークショップ
①親子で作ろう！気球オーナメント
▪日時：8月8日㈯・21日㈮　午後1時30
分～2時30分
▪対象：3歳以上の子どもとその保護者
▪参加費：300円（材料費）
②夏にぴったり！さわやかジェルキャ
ンドル
▪日時：8月9日㈰・22日㈯　午後1時30
分～3時
▪対象：小学生以上の子どもとその保
護者
▪参加費：800円（材料費）
▪定員：各10組（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　電話で、①8月8日
㈯②8月9日㈰は7月24日㈮、①8月
21日㈮②8月22日㈯は8月7日㈮、ど
ちらも午後6時までにアートプラザ
（荷揚町　☎538-5000）へ。

魚料理教室
～カツオとイサキを使った料理～
▪日時：7月19日㈰　午前9時30分～
午後1時
▪対象：個人、団体、グループ
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1人1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1組1
枚）に、住所、氏名、電話番号、団体・グ
ループの場合は参加者全員の氏名を
記入し、7月13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。

海部古墳資料館「勾玉作りに挑戦」
▪日時：7月26日㈰　午前10時～正午
▪対象：小学3年生以上（保護者同伴可）
▪定員：12人(先着順)
▪参加料：300円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、7月1日㈬
～25日㈯に海部古墳資料館（大字里　
☎524-2300）へ。

市美術館チャイルドハウス
夏の子ども講座
①ジュラシック・ジオラマ
▪日時：8月7日㈮・8日㈯　午後1時30
分～3時30分
▪参加費：500円（材料費）
②はりこのどうぶつ
▪日時：8月21日㈮・22日㈯　午後1時
30分～3時30分
▪対象：中学生以下（小学生以下は保護
者同伴）
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1講
座1枚、1家族1枚）に、講座名、希望
日、住所、電話番号、参加者全員（付き
添いは２人まで）の氏名（ふりがな）、
学年（未就学児は年齢）、必要な材料
数を記入し、7月15日㈬〈消印有効〉
までに市美術館（〒870-0835　大
字上野865　☎554-5800）へ。
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第31回豊の国ねんりんピック
参加者募集
◎三世代交流健康マラソン大会
▪月日：9月27日㈰
▪場所：昭和電工グラウンド
▪対象：小学5・6年生、40歳以上（昭和
55年9月27日以前生まれ）の人　
▪種目：①80歳以上（男子）　②70歳～
79歳（男子）　③60歳～69歳（男子）　
④60歳以上（女子）　⑤50歳～59歳
（男女）　⑥40歳～49歳（男女）　⑦
小学5・6年生
　※小学生は1.7km、それ以外は3.1km
◎ゴルフ交流大会
▪月日：10月21日㈬
▪場所：三重カントリークラブ
▪対象：◦男性…昭和36年4月1日以前
に生まれた人　◦女性…昭和41年4
月1日以前に生まれた人
▪定員：200人（多数時は抽選）
▪競技方法：個人戦（18ホールストロ
ークプレー、ダブルペリア方式）、セ
ルフプレー
※�女性参加者多数の場合、女子の部有
り
▪参加料：10,000円（プレー料金など）
▪申込み・問　長寿福祉課（本庁舎1階
⑭番窓口）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、7月15日㈬までに同課（☎
537-5747）へ。

アート・ワンダーランド2020
「魔法使いがやってきた！」
　展示室に魔
法が掛けられ
たという設定
で、「絵が大き
くなる魔法」
など子どもた
ちに作品を印
象深く見ても
らう工夫をしています。
▪期間・時間：7月9日㈭～9月13日㈰　
午前10時～午後6時（入館は午後5時
30分まで）
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）
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