【5月末日現在】

大分市の面積と人口
※（
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面

積 502.39㎢
男

）は前月比

229,583人（－59）

市報クイズ

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
7月12日～21日にある
「おおいた夏の
事故ゼロ運動」
のスローガンは？
「おこさず あわず ●●●●」
▪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、
市美術館特別展
「北
村直登展」
ペアチケットを3人にプレゼン
トします。
なお、
今号限定で、
応募者の中から抽
選で、
市内で活躍する6人のアーティスト
が制作した
「アマビエ」
ポストカードセッ
トを100人にプレゼントします。
※各 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
買い物に行くときにできる、

COOLCHOICE の取り組みは？

○ ○

ッ  グ を持って行く」
「マイ バ ○
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善意の泉

敬称略

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
▪原優梨子
▪廣瀬舜一
▪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

▪宮﨑惠美子（寒田北町）

香典返し寄付

▪大分地区 仲良介（片島）/長野優子（勢家
町）/河野智憲（高尾台）
▪鶴崎地区 藤野知恵子（松岡）/阿部智彦
（徳島）/前田教子（森）
▪大在地区 長谷川皇（花江川）/久保京子
（大在浜）
▪坂ノ市地区 内田初子（里）
▪大南地区 神野敏公（判田台東）
▪稙田地区 柳井弥生（緑が丘）/町田研一
（小野鶴南）/衛藤房美（光吉台）/手島和枝
（椿が丘）/安東よしみ（田尻）/溝邉博見
（国分）/二保ヤチヨ（椿が丘）
▪佐賀関地区 藤澤良夫（志生木）/宇和富
子（本神崎）
▪野津原地区 飯倉香代子（廻栖野）
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以上5月17日受付分まで
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人

〈住民基本台帳人口〉
口 477,642人（－34）

女

248,059人（+25）

第71回市朝顔展

世帯数 226,331世帯（+109）

無料

▪日時：7月30日㈮～8月3日㈫ 午前
7時～正午
▪場所：若宮八幡社（上野町）
▪内容：朝顔の品評会・展示会
問 市花き園芸大会実行委員会 後藤
（☎090-5021-0772）

人権・行政困りごと相談所

無料

▪日時：7月15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）

人権なんでも相談所

無料

▪日時：7月29日㈭ 午前10時～午後
3時
▪場所：坂ノ市公民館
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、
いじめ・体罰を受けたなどの人権問
題
▪相談員：人権擁護委員
問 大分地方法務局（☎532-3161）

きこえとことばの教育相談

無料

▪日時：8月5日㈭・6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21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

無料

▪日時：8月17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や関係者
▪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10日㈫までに
相談票を同校へ。

「サマージャンボ宝くじ」
と
「サマージャンボミニ」
が
7月13日㈫から発売開始！
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・前後賞合わせて5,000万
円も同時発売。
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。
▪発売期間：7月13日㈫～8月13日㈮

第2回
市陸上競技記録会
▪日時：8月29日㈰ 午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場（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13日㈮必着
▪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（☎5580613）へ。

甲種防火管理
新規講習会
▪月日：9月2日㈭・3日㈮〈全2日〉
▪場所：J:COMホルトホール大分 大
会議室
▪定員：85人（先着順）
▪受講料：8,000円（資料代など）
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
（一財）
日本防火・防災協会ホームペー
ジ を ご 覧 に な る か、同 協 会（☎ 036263-9903）
へ。

赤十字救急法等講習会
「救急基礎講習会
（ベーシック
ライフサポート講習）
」
▪日時：9月11日㈯ 午前9時～午後1
時
▪対象：15歳以上
▪定員：16人（先着順）
▪参加料：1,500円（教材費）
▪その他・場所・問 応募方法など詳し
くは、日赤大分県支部（千代町二丁目
☎534-2237）
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）

読み聞かせ会

無料

▪日時：7月10日㈯ 午後2時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：20人程度
▪申込み・問 電話で、7月9日㈮まで
に大分おはなしボランティア協会
（☎
070-6670-0721）
へ。

メディカルアロマテラピー
無料
体験講座
▪日時：7月15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 7月14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。

狩猟免許試験および免許更新
①試験1の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…7月31日㈯ 網・わな猟…8月
1日㈰ ※受付期間 7月5日㈪～21
日㈬
②試験2の種類・月日：第一種・第二種
銃猟…10月9日㈯ 網・わな猟…10
月10日㈰ ※受付期間 9月21日㈫
～10月1日㈮
③試験3の種類・月日：網・わな猟…11
月20日㈯ ※受付期間 11月2日㈫
～12日㈮
▪免許更新：④9月7日㈫ ⑤9月8日㈬
⑥9月9日㈭・10日㈮ ※受付期間
8月3日㈫～26日㈭
▪場所：① 県 庁 舎 本 館 正 庁 ホ ー ル
②③県庁舎新館 大会議室 ④臼杵
市中央公民館（臼杵市大字臼杵浜2
の107-562） ⑤は由布市役所庄内
庁舎（由布市庄内町柿原302） ⑥県
庁舎別館 84会議室
▪申込み・問 県中部振興局森林管理
班（☎506-5749）
へ。

ふぐ処理講習会
▪日時：9月1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：16,000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26
日㈪～30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。

06 街のホット情報
ハッピーファミリー
応援教室

無料

①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～3時30分（2部制）
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
もくよく
方、新生児の育児講座、沐浴実習など
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
▪定員：6組（先着順）
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時～3時30分（2部制）
▪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：12組（先着順）
▪月日：7月31日㈯
▪場所：明治明野公民館
▪申込み・問 電話で、7月5日㈪から
県助産師会（☎534-0753）
へ。

3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
21日㈯・22日㈰の2日間で開催を予定
していましたが、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため、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）

サテライト・ゼミwith大分市
「マネジメントの実践力の磨き方」
▪月日：10月7日㈭・8日㈮・22日㈮
〈全3回〉
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
セミナールーム
▪定員：15人（先着順）
▪受講料：2万9,000円
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
中小企業大学校直方校（☎0949-281144）へ。

年金相談
（予約制）

無料

▪実施時間：◦月～金曜日（祝日を除
く） 午前8時30分～午後4時 ※月
曜日（祝日の場合は、翌開所日）は午
後6時まで ◦第2土曜日 午前9時
30分～午後3時
▪申込み・場所・問 直接または電話
で、相談希望日の1カ月前から大分
年金事務所（東津留二丁目 ☎5521211 音声案内①→②）へ。
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講座＆教室

歴史資料館の講座
（☎549-0880）
①ふれあい歴史体験講座「はにわ作り」
▪日時：7月24日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：280円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月10日
㈯午前9時から同館へ。

②夏休みジュニア歴史探検
▪日時：8月5日㈭ 午前9時30分～午
後3時30分
▪対象：小学4年生～中学生
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：500円
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、性別、学年、電話
番号を記入し、7月15日㈭〈消印有
効〉までに同館（〒870-0864 大字
国分960-1）
へ。

河原内陶芸楽習館
親子ふれあい陶芸教室
▪日時：8月10日㈫・13日㈮・17日㈫・
20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10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10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、希望日時を記
入し、7月21日㈬〈必着〉までに社会
教育課（〒870-8504 荷揚町2-31
☎537-5649）へ。 ※市ホームペー
ジで電子申請も可。
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