【6月末日現在】

大分市の面積と人口
※（

面

）は前月比

積 502.39㎢
男

人

229,612人（+95）

〈住民基本台帳人口〉
口 477,935人（+109）

248,323人（+14）

女

世帯数 223,982世帯（+242）

公共職業訓練コース
説明会

06
○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
まちなかと美術館など各所を結ぶ
中心市街地循環バスの名前は？
「 大 分 ● ●●●● 」
▪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、
8月15日
㈯〈消印有効〉までに広聴広報課（〒
8 7 0 -8 5 0 4

荷 揚 町2 -3 1

☎5 3 7 -

5713）
へ。正解者の中から抽選で、大葉
を使ったカレーセットを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。
7月1日号「市報クイズ」の答え
大分市の子育て支援サイトの名前は？
a ○
a ○
n ○
a 」
○○

「 n

▪日時：8月18日㈫ 午前9時30分～
午後4時30分
▪場所・問 大分職業能力開発促進セ
ンター（ポリテクセンター大分）
〈大
字皆春 ☎529-8615〉
へ。

ボイラー
取扱技能講習
▪日時：8月27日㈭･28日㈮ 午前8時
35分～午後4時45分
▪場所：大分職業能力開発促進センタ
ー（ポリテクセンター大分）
〈大字皆
春〉
▪受講料：11,000円（別途テキスト代
が必要）
▪申込み･問 （一社）日本ボイラ協会
大分支部（長浜町三丁目 ☎5325749）に備え付けの申込書（同協会
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、8月20日㈭までに同協会
へ。

自死遺族のつどい
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善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪住友化学株式会社大分工場

無料

▪日時：9月3日㈭ 午後2時～4時
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問 電話で、8月27日
㈭までに県こころとからだの相談支
援 セ ン タ ー（ 大 字 玉 沢 ☎5 4 1 6290）へ。

▪大分県建設業協会大分支部
▪株式会社イトダネーム
▪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)

世界の恒久平和は、人類共通の願
いである。
しかるに、近年、核軍備の拡張は依
然として続けられ、世界平和と人類の

▪大分地区 河野満 (岩田町 )/佐藤憲治 (椎

生存に深刻な脅威をもたらしている。

迫)/佐藤由起枝(北下郡)/池邉辰生(王子

我が国は世界最初の核被爆国であ

▪鶴崎地区

り、広島、長崎のあの惨禍を再び繰り
筒井雅文 (下徳丸 )/西野貴雅

(森町)
▪坂ノ市地区

返さないように、核兵器の恐ろしさ、
核兵器の廃絶を全世界の人々に訴え

本田和宏 (屋山 )/安部葉留

美 (丹川 )/本田安代 (屋山 )/直野秀昭 (佐
野)
▪大南地区 村上秀信(中戸次)
▪稙田地区 田内康雄(光吉新町)
▪佐賀関地区 小野ケイ子(馬場)
▪野津原地区 藤塚次男(竹矢)
以上6月14日受付分まで
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大分市平和都市宣言

香典返し寄付

新町)
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親子LED工作教室
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続けていかなければならない。
大分市は、
日本国憲法に掲げられて
いる恒久平和の理念に基づき、
非核三
原則を守り、大分市民の平和と安全の
ため全力を尽くすことを誓い、ここに
「平和都市」
とすることを宣言する。
昭和59年12月24日告示

2020おおいた
夏の就職フェア

無料

▪日時：8月 14日㈮ 午前 11時～午後
4時
▪場所：トキハ会館5階 ローズ･カト
レアの間（府内町二丁目）
▪内容：企業面談会、企業プレゼン、個
別相談コーナー
▪対象者：UIJターン希望者、3年3月大
学等卒業予定者、35歳未満若年求職
者、インターンシップ情報を希望す
る学生 ※保護者も可
▪その他：事前予約優先。詳しくは、
「お
おいたde就職するねっと」ウェブサ
イトをご覧ください。
問 （公財）県総合雇用推進協会（☎
532-8486）

夏の集中労働相談会

無料

▪日時：8月17日㈪～19日㈬ 午前8
時30分～午後8時
▪場所：県雇用労働政策課（県庁舎本館
7階）
▪相談内容：労働問題全般
▪その他・問 電話による相談は、県労
政･相談情報センター（固定電話専用
フリーダイヤル〈☎0120-601-540〉
または携帯電話用ダイヤル〈☎5323040〉）へ。

ハッピーファミリー
応援教室

▪日時：8月22日㈯ 午前10時～正午、
午後1時30分～3時30分
▪対象：市内に居住の小学生とその保
護者
▪定員：各12組（先着順）
▪料金：800円（材料費）
▪申込み･場所･問 電話で、8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
はじめてのプログラミング教室
①micro:bitプログラミング
▪日時：9月5日㈯ 午前10時～正午
▪対象：小中学生とその保護者
▪受講料：大人1人300円、
小・中学生1人
200円
②Scratchプログラミング
▪日時：9月13日㈰ 午後2時～4時
▪対象：小学4年生～中学3年生とその
保護者
▪受講料：大人1人300円、
小・中学生1人
200円
▪定員：①②各10組（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、子ども
の学年を、①は8月22日㈯②は8月
30日㈰までに情報学習センター（〒
870-0851 大石町一丁目3組 ☎
5 4 5 -8 6 1 6
5 4 5 -5 0 6 5
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スズキ･アジを使った料理教室

歴史的資料等の募集

▪日時：8月16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（最大5
人）の氏名を記入し、
8月7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。

◎戦争関係の寄贈資料
▪内容：戦争や戦時下の状況を後世に
伝えるような写真、新聞、チラシ、資
料、遺品など
◎「自分史・家族史コーナー」展示品
▪内容：日記、写真、家宝などで、大分市
の歴史にも関わりがあるもの
▪申込み・問 電話で、歴史資料館（☎
549-0880）
へ。

子育てファミリー ･サポート･
センター会員募集

ふれあい歴史体験講座
土面作り
▪日時：8月22日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪受講料：170円（材料費）
▪申込み･場所･問 電話で、8月5日㈬
から歴史資料館（☎549-0880）
へ。

omc@hyper.or.jp）
へ。
無料

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
もく
方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
よく
浴実習など
▪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：8月29日㈯
▪場所：明治明野公民館
▪その他：①②の参加者同士の交流会
もあります。
▪申込み・問 電話で、8月3日㈪から、
県助産師会（☎534-0753）
へ。

上級救命講習会

無料

▪日時：9月26日㈯ 午前8時30分～
午後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：南消防署3階 講堂
▪内容：傷病者管理、搬送法など
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問 電話で、8月1日㈯～9月
1 9 日 ㈯ に 消 防 局 警 防 課（ ☎5 3 2 2199）または中央消防署（☎5322108）、東消防署（☎527-2721）
、南
消防署（☎586-1230）
へ。

育児の手助けを受けたい「依頼会員」
が手助けをしたい「援助会員」に、1時
間当たり600～700円を支払って、会
員同士で援助し合うシステムです。な
お、
「援助会員」になるには、2日間の講
習会（無料）の受講が必要です、
▪依頼会員の対象:生後3カ月～小学生
の子どもの保護者
▪援助会員講習会:9月8日㈫･9日㈬
※申込期限:9月1日㈫
▪その他･問 登録方法など詳しくは、
子育てファミリー ･サポート･セン
ター（☎576-8246）
へ。

03
どこでもコンサート
in 大在市民センター
自分らしい働き方
応援セミナー

無料

▪日時：8月28日㈮ 午前10時～正午
▪場所：コンパルホール3階 303会議
室
▪講師：中村 亜紀子氏（臨床心理士）
▪対象：市内に居住または市内の事業
所に就労を希望する、おおむね50歳
未満の若年求職者
▪定員：20人（先着順）
▪申込み･問 電話で、8月26日㈬まで
に商工労政課（☎537-5964）
へ。

無料

▪日時：8月21日㈮ 午後6時30分～7
時10分（午後6時開場）
▪場所：大在市民センター
▪定員：50人（当日先着順）
▪出演：ルミエールフルートアンサン
ブル
問 文化振興課（☎537-5663）
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