
ふぐ処理講習会
▪日時：9月3日㈭　午前9時30分～午

後5時
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪受講料：1万6,000円
▪申込み・問　顔写真2枚（縦4.5cm×

横3.5cm）、印鑑、受講料、運転免許証
など申込者の氏名・住所・生年月日が
確認できるものを持参の上、7月27
日㈪～31日㈮に直接、県食品衛生協
会大分市支部（保健所2階  荷揚町
6-1　☎532-0010）へ。

自衛官などの採用試験
　採用区分により受付期間、試験日が
異なりますので、お問い合わせくださ
い。
問　自衛隊大分地方協力本部大分募集

案内所（☎546-2177）

市花
か き

卉同好会からのお知らせ
◎第70回大分市朝顔展
▪期間・時間：7月27日㈪～31日㈮
　午前7時～正午
▪場所：県護国神社（大字牧）
▪内容：朝顔の品評会・展示会
◎日曜園芸教室
▪月日・時間：8月2日、9月6日、10月4

日、11月1日、12月6日、3年3月7日
（日曜日・全6回）　午前9時～正午
▪場所：大分南部公民館（大字曲）
▪内容：朝顔・菊・小菊・盆栽の作り方
▪年会費：4,000円（種苗、テキスト代

含む）
問　市花卉同好会 後藤（☎090-5021-

0772）
　
おんせん県おおいた
就農応援フェア
▪日時：8月16日㈰　午前11時～午後

4時
▪場所：コンパルホール3階　多目的

ホール・300会議室
▪内容：新規就農者の体験談、相談会な

ど
問　県新規就業・経営体支援課(☎506-

3586)

第2回市陸上競技記録会
▪日時：8月30日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（大字西浜）
▪対象：大分陸上競技協会登録者
▪参加料：800円～1,400円（種目など

により異なる）
▪申込期限：8月18日㈫　
▪その他・問　種目、申込方法など詳し

くは、市陸上競技協会のホームペー
ジをご覧になるか、同協会（☎558-
0613）へ。

甲種防火管理新規講習
▪月日：9月3日㈭・4日㈮
▪場所：J:COM ホルトホール大分
▪内容：消防法の規定により、一定規模

以上の建物を管理する防火管理者の
資格を取得するための講習
▪定員：160人
▪受講料：8,000円
▪申込期間：7月20日㈪～27日㈪
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
（一財）日本防火・防災協会のホーム
ページをご覧になるか、同協会（☎
03-3591-7121）へ。

無料

人権なんでも相談所
▪日時：7月30日㈭　午前10時～午後

3時
▪場所：坂ノ市公民館　
▪相談員：人権擁護委員
▪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
問　大分地方法務局（☎532-3161）

市民健康づくり運動指導者
協議会による養成講座
①市民健康づくり運動指導者養成講座
▪期間：8月17日㈪～11月16日㈪〈全

15回〉
②介護予防サポーター養成講座
▪期間：8月17日㈪～9月18日㈮〈全6

回〉
▪時間：午後1時30分～4時30分
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪定員：①②合わせて30人(先着順)
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名、性

別、生年月日、電話番号、講座の番号
を記入し、8月14日㈮〈必着〉までに、
養成講座事務局（〒870-0022　大
手町三丁目6-15　いきいき健康館
内　☎514-3622）へ。

介護に関する入門的研修の
受講者募集
▪月日・時間：8月30日、9月6日・13日・

27日（日曜日・全4回）　午前9時30
分～午後4時
▪場所：いきいき健康館（大手町三丁目）
▪対象：家族の介護に備えたり、資格取

得を目指す人
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込期限：8月7日㈮
▪その他・問　研修内容や申込方法な

ど詳しくは、県介護福祉士会ホーム
ページをご覧になるか、同会（☎
551-6555）へ。

サマージャンボ宝くじ販売中!
8月14日㈮まで
　サマージャンボ宝くじの賞金は、1
等・前後賞合わせて7億円です。サマー
ジャンボミニ1等1,000万円も同時販
売中。
　この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
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無料

無料

無料

▪ 市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。 
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪イオン九州株式会社
▪マックスバリュ九州株式会社
▪国際ロータリー第2720地区
▪有限会社ウエノお志ぼり商会
▪公益社団法人大分市薬剤師会
▪フィーリングハウス 上村不動産株式会社
▪株式会社極東クリエイト
▪JX金属株式会社
▪日油株式会社
▪株式会社アド・サイン
▪�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　辻哲夫(下郡東)/梅津照子(顕徳

町)/甲斐義浩(椎迫)/園田秀夫(城崎町）
▪�鶴崎地区　三藤八千代 (西鶴崎)
▪�坂ノ市地区　板井敬治 (木田 )/江藤百合

子(久土)/大平幸子(小佐井)/姫野三枝(浜
中)/實﨑克二(細)/大石房則(小佐井)
▪�稙田地区　朝来野真理子(玉沢)/矢野久美

子(ふじが丘)/麻生義和(宮崎)/築城貴美
子(賀来)
▪�佐賀関地区　平山芳宏(木佐上)
▪�野津原地区　工藤修一 (今市 )/小出龍也

(竹矢)
 以上5月31日受付分まで
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歴史資料館の
ふれあい歴史体験講座
（☎549-0880）
◎はにわ作り教室
▪日時：7月25日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪参加料：280円（材料費）

◎勾玉作り
▪日時：8月1日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪受講料：270円(材料費)
▪持参品：ビニール袋（3枚）、雑巾、マ

スク

▪定員：各30人（先着順）
▪申込み：電話で、7月17日㈮から歴史

資料館へ。

河原内陶芸楽習館
親子ふれあい陶芸教室
▪日時：8月14日㈮・18日㈫　〈午前の

部〉午前10時～正午、〈午後の部〉午
後1時～3時
▪対象：中学生以下の子どもとその保

護者
▪定員：各15人(多数時は抽選)
▪参加料：530円（材料費など）
▪その他：作陶作品は10月18日㈰午後

に引き渡します。
▪申込み・問　はがき(1家族1枚)に、

住所、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢・学年、電話番号、教室名、希望日
時を記入し、7月29日㈬〈必着〉まで
に社会教育課（〒870-8504　荷揚
町2-31　☎537-5649）へ。　※7月
15日㈬から市ホームページで電子
申請もできます。

保育士の職場体験講習会
体験施設 開催日 申込期限

桜ケ丘保育所
8月 6日㈭ 7月20日㈪

11月24日㈫ 11月 4日㈬

新春日町保育所 9月 8日㈫ 8月18日㈫

裏川保育所 9月24日㈭ 9月 3日㈭

金池保育所 11月10日㈫ 10月21日㈬

▪時間：午前9時30分～午後1時
▪対象：保育士資格を持つ人
▪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（☎574-6552）へ。

危険物取扱者保安講習
講習区分 開催日

A（給油取扱所） 8月18日㈫、9月29日㈫

B（コンビナート地区）8月27日㈭、9月10日㈭
9月29日㈫、10月1日㈭

C（その他） 8月25日㈫、9月6日㈰
10月6日㈫

▪時間：午前9時30分～午後0時30分
※区分A　9月29日㈫は午後1時30分

～4時30分
▪場所：県教育会館（大字下郡）
※区分B　10月1日㈭は昭和電工㈱体

育館（大字三佐）
▪受付期限：7月21日㈫
▪受付場所：市防災協会（消防局3階　

予防課内）
▪受講手数料：4,700円（県収入証紙を

申請書に貼付）
問　消防局予防課（☎532-3199）

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（3
年2月は28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カ月～1

週間前に各消防署へ。
問　中央消防署（☎532-2108）、東消

防署（☎527-2721）、南消防署（☎
586-1230）

無料

おおいた人権
フェスティバル2020
◎お楽しみ映画上映会
▪日時：8月1日㈯　午前10時～（午前

9時30分開場）、午後1時～（午後0時
30分開場）
▪作品名：若おかみは小学生！（アニメ

ーション）
▪場所：J:COM ホルトホール大分　大

ホール
▪定員：各400人（当日先着順）
※エントランスホールでは、人権作品

展を行います。
問　社会教育課（☎537-5722）

アートプラザ
磯崎新パネル展　
▪開催期間：8月30日㈰まで
▪開催時間：午前10時～午後5時
▪内容：大分市出身の世界的建築家・磯

崎新氏の業績をパネルで紹介
▪場所：アートプラザ２階　アートホ

ール
▪その他：夏休みの期間中は、小学生を

対象としたクイズを行う予定です。
問　アートプラザ（☎538-5000）

情報学習センターの教室
①はじめてのWord教室
▪日時：8月18日㈫　午後2時～4時
②はじめてのExcel教室
▪日時：8月24日㈪　午後2時～4時
▪定員：各15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、日時を、①は
8月4日㈫、②は8月10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。
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無料

無料
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