
【4月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477,676人（+228）〈住民基本台帳人口〉

男 229,642人（+208） 女 248,034人（+20） 世帯数 226,222世帯（+711）

第32回豊の国ねんりんピック
予選会シルバー将棋大会
（当日受付）
▪日時：6月20日㈰　午後0時30分～
（正午受付開始）
▪場所：稙田公民館 1階　大研修室（大
字玉沢）
▪対象：市内居住で、昭和37年4月1日
以前に生まれた人
▪参加料：1,500円
問　県将棋連合会事務局 七蔵司（☎
090-2588-3221）

2021おおいた七夕
就職フェア
▪日時：7月5日㈪～9日㈮　午後1時～
4時（正午受付開始）
▪場所：iichiko総合文化センター地下
1階「県民ギャラリー」
▪内容：ブース形式による企業面談会
▪対象：4年3月大学等卒業予定者、イ
ンターンシップ情報希望学生、34歳
以下の若年求職者
※保護者可
▪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（☎
548-5771）

国民年金保険料は
口座振替が便利です
　国民年金保険料は、口座振替で納め
ることができ、まとめて前納すると割
引が適用されます。手続きは、預貯金
口座をお持ちの金融機関、郵便局、また
は大分年金事務所で受け付けていま
す。
▪持参するもの：年金手帳、通帳、金融
機関届出印
問　大分年金事務所（☎552-1211
　自動音声案内2→2）

検察審査会にご相談ください
　検察審査会は、検察官が被疑者を裁
判にかけなかったこと（不起訴処分）に
ついて審査しています。犯罪の被害に
遭った人や告訴・告発した人から申し
立てがあったときに審査を始めます。
秘密は固く守られます。気軽にご相談
ください。
問　大分検察審査会事務局（☎532-
7161）

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪鶴友産業株式会社
▪原優梨子
▪山本翔一
◎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　橋本照子（西大道）/衞藤久嗣
（浜町北）
▪�鶴崎地区　大久保久子（森町）/木村和子
（皆春）/向義隆（丸亀）/工藤清（宮河内）
▪�大在地区　池邉秀子（横田）/藤澤加代子
（大在北）/森哲則（横塚）/栗林正史（横塚）
▪�坂ノ市地区　武藤康彦（久原南）/河野豊
（久土）
▪�稙田地区　工藤ケサコ（富士見が丘東）/
渡邉淳司（木上）/柴田憲治（萌葱台）/麻生
省吾（国分）
▪�佐賀関地区　鹿山たみ子（一尺屋）
� 以上４月14日受付分まで

善意の泉08 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！

買い物に行くときにできる、�
COOL�CHOICEの取り組みは？ 

「マイ●●●を持って行く」

▪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、6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＆佐賀関あまなつジャムを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。

5月1日号「市報クイズ」の答え
愛媛・大分交流　市町村コラボ企画�
豊予交流　今回の市町村は、鬼をテー
マにしたまちづくりに取り組んでいる

�「�鬼○�北○�町○�」

市報クイズ07

公共職業訓練
8月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識
と技能を6カ月で習得
▪申込期間：6月1日㈫～30日㈬
▪その他・問　訓練コース説明会を6
月15日㈫に行います。詳しくは、大
分職業能力開発促進センター（ポリ
テクセンター大分）〈☎529-8615〉
へ。

読み聞かせ会
▪日時：6月12日㈯　午後2時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問　電話で、6月11日㈮まで
に大分おはなしボランティア協会（☎
070-6670-0721）へ。

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
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
方、新生児の育児講座、沐

もく

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
②親子スキンシップ教室
▪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
▪日時・場所：6月19日㈯　①②午後1
時～3時30分（2部制）　稙田市民行
政センター
▪定員：①6組　②12組　※いずれも
先着順
▪申込み・問　電話で、6月2日㈬から
県助産師会（☎534-0753）へ。

JICA
海外協力隊募集
▪募集期間：6月30日㈬　正午まで
▪募集種別：一般案件、シニア案件
▪その他・問　応募資格など詳しくは、
JICAホームページをご覧になるか、
JICAデスク大分（☎533-4021）へ。

消防設備士
試験準備講習会
▪日時：7月11日㈰　午前9時50分～
午後5時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
▪申込期間：6月1日㈫～7月2日㈮
▪その他・問　受講料や申込方法など
詳しくは、（一財）県消防設備安全協
会（☎537-3125）へ。

無料

無料

無料

イベントの中止をお知らせします
市報5月15日号2ページに掲載しま
した「大分市環境展」と14ページに
掲載しました健康講座「げんき教室」
は中止となりました。
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七夕、伝統的七夕講座
▪日時：7月4日㈰　午後2時～3時
▪内容：七夕の星と伝説、民間伝承を学
ぶ
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪料金：一般420円、高校生210円、中
学生以下無料
▪申込み・場所・問　直接またははがき
で、代表者の住所、氏名、電話番号、講
座名、参加人数を、6月20日㈰までに
関崎海星館（〒879-2201　佐賀関
4057-419　☎574-0100）へ。

女性のための
リーダー育成塾2021
▪日時：7月7日・14日（水曜日・全2回）　
午後6時30分～8時30分
▪内容：女性が、チームのリーダーとして
活躍するために必要なスキルを学ぶ
▪講師：飯田�裕美氏（株式会社アドコ
ンセプト代表取締役）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
（J:COM�ホルトホール大分2階）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、6月1
日㈫～7月5日㈪に同プラザ（☎576-
8879 　 544-3011 　 plaza-
event@horutoholl.jp）へ。

情報学習センターの各種教室
（☎545-8616）
①はじめてのインターネット
▪日時：7月7日・14日（水曜日・全2回）　
午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
②はじめてのWord
▪日時：7月15日㈭　午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができ、
Microsoft�Wordを使用したことの
ない人
▪受講料：①600円　②300円
▪定員：各15人（先着順）
▪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
6月23日㈬〈必着〉、②は7月1日㈭〈必
着〉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。

講座＆教室05

無料

ふれあい歴史体験講座
土偶作り
▪日時：6月19日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：200円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、6月5日㈯
午前9時から歴史資料館（大字国分
☎549-0880）へ。

市美術館夏の子ども講座
①クレヨンいろいろ実験室
▪月日：7月10日㈯・11日㈰

②わくわくグラスデコ
▪月日：7月23日㈮・24㈯

③石粉粘土でつくるかわいい豆皿
▪月日：8月6日㈮・7日㈯

④はりこのどうぶつ
▪月日：8月20日㈮・21㈯

▪時間：各午後1時30分～3時30分
▪対象：未就学児、小・中学生とその保
護者（付き添いは2人まで）
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪材料費：①②③500円　④無料
▪申込み・場所・問　往復はがき（1講
座につき1家族1枚）に、講座名、希望
日、参加者全員の氏名、ふりがな、学
年（未就学児は年齢）、必要な材料数、
代表者の住所・電話番号を記入し、6
月1日㈫～15日㈫〈消印有効〉に市美
術館（〒870-0835　大字上野865　
☎554-5800）へ。

お稽古サロン「能楽堂オリジナル
鼻緒の日田下駄づくり
ワークショップ」
▪日時：7月17日㈯
午前10時～正午
▪対象：小学校5年
生以上
▪定員：男性5人、
女性15人（先着
順）
▪参加料：4,900円
▪申込み・場所・問　電話で、住所、氏
名、電話番号、参加人数を、6月8日㈫
～22日㈫に平和市民公園能楽堂（牧
緑町　☎551-5511）へ。

ステップアップカヌー講習会
▪日時：6月6日、7月4日、8月22日、9月
23日、10月10日（日曜日・全4回）
　※9月23日のみ木曜日　午後1時～4
時　※10月10日のみ午前10時～午
後3時
▪場所：豊後大野市「リバーパーク犬飼」
カヌー場
▪対象：高校生～70歳代の人
▪定員：20人程度
▪受講料：1万7,000円（5回分）
▪申込み･問　市カヌー協会のホーム
ページをご覧になるか、電話で、同協
会�藤原（☎545-7662）へ。

メディカルアロマテラピー
体験講座
▪日時：6月17日㈭　午後1時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：10人（先着順）
▪申込み・問　6月16日㈬までに、NPO
法人日本メディカルアロマテラピー
協会�川野（☎090-3986-1237）へ。

出張労働相談
▪日時：6月24日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階
201会議室
▪相談内容：賃金、労働時間、労災、労働
保険など
▪相談員：弁護士、労働基準監督官など
▪その他・問　電話による相談は県労
政・相談情報センター（☎532-3040）
へ。

街のホット情報06

無料

無料
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