
下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
▪日時：11月15日㈰��午前10時15分～
午後0時30分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
大会議室
▪受験料：5,000円
▪申込み・問　上下水道局営業課（城崎
町一丁目）に備え付けの申込書に記
入し、8月31日㈪～9月11日㈮に同
課（☎537-5641）へ。

秋季市民
テニス講習会
▪日時：9月2日から毎週水曜日（全8
回）　午前9時15分～10時45分
▪場所：豊後企画�大分駄原テニスコー
ト
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪受講料：5,000円（保険代を含む）
▪申込み・問　往復はがきまたはEメ
ールで、住所、氏名、年齢、電話番号、
テニス経験年数、教室名を、8月24日
㈪〈消印有効〉までに市テニス連盟�
羽田尚史（〒870-1108　判田台東
二丁目7 - 4　☎59 7 - 7 6 9 1　
info@cityoita-tennis.com）へ。

ほっとアロマ教室
▪日時：◦9月～11月の第2水曜日（全
3回）　◦9月～11月の第2土曜日
（全3回）　午前10時～正午
▪内容：マスクスプレー作りや介護で
の使い方など
▪定員：各15人（多数時は抽選）
▪受講料：1回700円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、8月31日
㈪までに多世代交流プラザ（大字野
津原　☎588-1151）へ。

鉄道近接工事を行う際のお願い
　JR九州の線路沿線付近で行われる
工事で、近年、線路上への荷物落下など
の事故が報告されています。列車を安
全に運行するために、近接工事を行う
際は必ず事前に大分鉄道事業部(☎
513-5853)へ届け出を。
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市民後見人養成講座
▪期間：10月～3年2月（木・土曜日　全
8回）　午前9時30分～午後4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
福祉関係団体活動室
▪対象：20歳～70歳の市民で、原則す
べての講座に参加し、市民後見人や
成年後見制度に関わろうと考えてい
る人
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・問　市社会福祉協議会ホー
ムページの募集要項を確認の上、同
協議会（☎547-7774）へ。

情報学習センターの各種教室
（☎545-8616）
①はじめてのネットショッピング
▪日時：9月28日㈪　午前10時～正午
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
②小中学生対象プレゼンテーション力
をつけよう
▪日時：9月20日・27日、10月4日・11
日（日曜日・全4回）　午後2時～4時
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：800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（②は子どもの学年）、電話番号、
教室名、月日を、①9月14日㈪、②9月
6日㈰までに情報学習センター（〒
870-0851　大石町一丁目3組　
545-5065　 omc@hyper.or.jp）
へ。

第9回ふれあい歴史体験講座
「織物作り」
▪日時：9月5日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各20人（先着順）
▪参加料：200円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、8月18日
㈫から歴史資料館（大字国分　☎
549-0880）へ。

無料

ライフパルの各種講座　
①買う前に！シニア向けスマートフォ
ン体験講座
▪日時：9月2日㈬　午前10時～正午、
午後2時～4時
▪対象：60歳～70歳未満
▪定員：各12人（先着順）
②活動PRサポート講座「親子で遊ぶけ
ん！けん玉教室やけん！」
▪日時：9月12日㈯　午前11時～正
午、午後2時～3時
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：各10組（先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、①8月15
日㈯、②8月16日㈰からライフパル
（☎573-3770）へ。

男女共生セミナー
「家族が笑顔ですごせる
整理収納のメソッド」
▪日時：9月16日㈬　午前10時～11時
30分
▪対象：市内または由布市に居住・通勤
する小学生の保護者
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・場所・問　市ホームページの
専用フォームで、8月18日㈫から、た
ぴねす（男女共同参画センター）〈コ
ンパルホール2階　☎574-5577〉
へ。

初心者狩猟講習会
▪月日：◦わな猟…①8月30日㈰
　◦第一種・第二種銃猟…②9月26日
㈯　③9月27日㈰
▪時間：午前10時～午後4時30分
▪場所：①②…県教育会館（大字下郡）
　③…県猟友会会議室（顕徳町）
▪内容：法令、狩猟鳥獣の判別、猟具の
取り扱い、実技
▪受講料：わな猟…8,000円、第一種・
第二種銃猟…各１万2,000円
▪申込み：直接、市猟友会（顕徳町二丁
目6-13　☎538-1042）へ。　※毎週
火曜日のみ受け付け
▪その他・問　市内居住の農林水産物
を生産する人がわな猟を受講し、免
許を取得した場合は、市が受講料の
一部を助成します。詳しくは、林業水
産課（☎585-6021）へ。
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食品衛生責任者
養成講習会
▪日時：9月28日㈪　午前9時30分～
午後4時30分（午前9時受付開始）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者で、調
理師、栄養士などの資格を持たない
人
▪定員：100人程度(先着順)
▪申込み・問　受講料1万円（食品衛生
協会員は6,000円）を添えて、9月1日
㈫～4日㈮に直接、市食品衛生協会
（荷揚町6-1　保健所2階　☎532-
0010）へ。

いきいきストレッチ教室
▪日時：8月28日㈮　午前10時～11時
30分
▪場所：コンパルホール5階
▪対象：60歳以上の人
▪定員：40人（先着順）
▪申込み・問　電話で、8月25日㈫まで
にシルバー人材センター（☎538-
5575）へ。

里親募集説明会　
▪月日：①9月6日㈰　②9月11日㈮　
③9月15日㈫
▪時間：①③…午後2時～4時　②…午
後7時～9時
▪場所：①②…県こども・女性相談支援
センター（荏隈）　③…鶴崎市民行政
センター
▪申込み・問　申込方法など詳しくは、
県中央児童相談所（☎544-2016）
へ。

ハッピーファミリー応援教室
「孫育て応援教室」　
▪日時：9月12日㈯　午後1時～4時
▪場所：鶴崎市民行政センター　会議
室1
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐

もくよく

浴の
させ方、あそびとおもちゃ、子どもの
事故と対処法など
▪定員：25人（先着順）
▪申込み・問　電話で、8月17日㈪から
県助産師会（☎534-0753）へ。

医薬品の
県登録販売者試験
▪日時：12月13日㈰　午前10時30分
～午後4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分ほか
▪申込期間：8月31日㈪～9月11日㈮
▪その他・問　受験手数料、必要書類な
ど詳しくは、保健所保健総務課（☎
536-2554）へ。

市民農園の
利用者募集
▪対象農園：市民ふれあい農園（戸次・
高田・曲地区）
▪年間利用料：7,920円（24㎡）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
JAおおいた（☎546-1117）へ。なお、
窓口にお越しの際は、事前にご連絡
ください。

無料

無料

無料

大分地方法務局からのお知らせ
（☎532-3368）

◎無料人権なんでも相談所
▪月日・場所：◦8月19日㈬…人権啓発
センター（ヒューレおおいた）
〈J:COM� ホルトホール大分1階〉　
◦8月20日㈭…野津原公民館
▪時間：午前10時～午後3時
▪相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ
ラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀

き

損
そん

・その他の人権問題
▪相談員：人権擁護委員〈8月19日㈬・
20日㈭〉、法務局職員〈8月19日㈬〉

◎全国一斉「子どもの人権110番」
　相談強化週間
▪期間：8月28日㈮～9月3日㈭　
▪時間：◦平日…午前8時30分～午後7
時　◦土・日曜日…午前10時～午後
5時
▪電話番号：0120-007-110
▪相談内容：学校でのいじめや体罰、児
童虐待など子どもの人権問題に関す
ること全般
▪相談員：人権擁護委員、法務局職員
◎人権擁護委員制度をご存じですか
　市には法務大臣から委嘱された次の
人権擁護委員がいます。困り事、悩み事
を気軽にご相談ください。　◦大分中
央地区…石井久子、市ヶ谷洋子、武宮陽
子、河野みどり、佐藤絵里子、中山陽介、
植木義章、和田京子、岡野忠雄　◦明野
地区…溝口晴美　◦稙田地区…佐藤
豊、杉村幸三、池永雅典、麻生和紀　◦
鶴崎地区…阿部三四子、寳珠典隆、石橋
紀公子、太田博子　◦大在地区…岡崎
ケイ子　◦坂ノ市地区…藤本理恵　◦
大南地区…伊東祥子、廣瀬映子　◦佐
賀関地区…上野和夫　◦野津原地区…
工藤美智子
▪その他：相談は無料で、秘密は厳守さ
れます。連絡先などは、大分地方法務
局へ。

相続登記等
無料相談会
▪日時：8月23日㈰　午前10時～午後
3時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
セミナールームL
▪相談内容：不動産の相続や売買など
の登記、成年後見、借金などに関する
相談
問　県司法書士会（☎532-7579）

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
▪株式会社マルミヤストア
▪廣瀬舜一
▪株式会社新鮮マーケット
▪株式会社エーアンドエーマテリアル
　朝日珪酸工業株式会社
▪大分市管工事協同組合
▪婦人ゼミナール・コレジオ
▪�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
▪大森康正(大手町)

香典返し寄付
▪�大分地区　後藤時男(三川上)/横山富美雄�

(畑中)/大平悟(金池南)/下郡圭介(東大道）

▪�鶴崎地区　房前栄治(鶴崎)/毛利祐子(常

行)/渡辺俊治(小池原)/岡松昭三郎(鶴崎)

▪�大在地区　伊藤範寛(曙台)

▪�坂ノ市地区　渡邉 房(坂ノ市中央)/皿山

清文(王ノ瀬)/丹生吉信(王ノ瀬)/髙橋正

晴(坂ノ市中央)/宮﨑髙雄(市尾)/東孝樹�

(佐野)

▪�大南地区　村上秀信(中戸次)/安藤𠮷𠮷武�
(河原内)

▪�稙田地区　安井寿男(上宗方)

▪�佐賀関地区　姫野賢一郎(白木)/姫野妙子

(一尺屋)/實﨑恒 (佐賀関)

▪�野津原地区　森下榮丸(竹矢)
� 以上6月30日受付分まで
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