
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�こくみん共済 coop大分推進本部
▪�HOKO株式会社
▪�イオン九州株式会社
▪�原優梨子
▪�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　吉永蓉子（高城西町）/大野こ
ずえ（大道町）/井元ヨシ子（片島）/大塚一
寿（新川西）/羽田野忠正（竹の上）/三ツ木
忍（田室町）/山下道廣（明野高尾）/三浦一
浩（三川上）/大塚典子（上野丘）/中野嘉代
子（舞鶴町）/溝邉一正（王子北町）
▪�鶴崎地区　三浦武海（三佐）/植木御（乙津
港町）
▪�大在地区　橘春子（曙台）/森田利一（角子
原）/岡﨑友行（志村）
▪�坂ノ市地区　小野道子（細）/内田洋子（里）/
平倉博文（久土）/松井健一（丹川）/姫野聖
子（里）/髙見繁明（久土）/太田正博（細）/
秦邦江（丹川）/高森紀郎（坂ノ市南）/木﨑
次江（東上野）/岡本惠三（東上野）
▪�大南地区　後藤恵美子（中判田）/田中秀
典（高江南）/後藤隆（辻）
▪�稙田地区　園田潤一郎（上宗方）/深野茂人
（富士見が丘東）/首藤素子（木上）/大塚ひと
み（富士見が丘東）/阿部ヒデ子（寒田）/古田
徹（美し野）
▪	佐賀関地区　岩﨑賢治（一尺屋）/伊藤一
亀（志生木）
▪�野津原地区　久米貞子（野津原）/甲斐隆
司（今市）/佐藤アキカ（下原）
▪�市外　杉﨑恵（東京都江戸川区）
	 以上5月17日受付分まで

善意の泉 敬称略 第19回日本うつ病学会総会
市民公開講座
「うつ病の理解と対応」
▪時7月17日㈰　午後2時～4時
▪場 J：COM	ホルトホール大分1階
　大ホール
▪申第19回日本うつ病学会総会ホーム
ページ内、市民公開講座よりお申込
みください。
▪問 JTB市民公開講座事務局 小山・堀
（☎06-6210-5613）

「九六位山
キャンプの夕べ」
▪時7月23日㈯　午後5時～
▪場九六位山キャンプ場（大字広内）
▪他・▪問当日受付。詳しくは、実行委員会
事務局（川添校区公民館内　☎529-
2388）へ。

第72回
市朝顔展
▪時7月29日㈮～8月2日㈫　午前7時～
正午
▪場若宮八幡社（上野町）
▪内朝顔の品評会・展示会
▪問市花き園芸大会実行委員会 後藤（☎
090-5021-0772）

目と見え方の
教育相談会
▪時8月10日㈬　午前10時～午後3時
▪内家庭での接し方、保育・教育・医療に
関することなど
▪対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・▪場・▪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3日㈬までに相談票を同
校へ。

無料

無料

無料

無料

【5月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477,077人（+340）〈住民基本台帳人口〉

男 229,259人（+151） 女 247,818人（+189） 世帯数 228,620世帯（+465）

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
▪内沐

もくよく

浴実習、助産師への相談など
▪対初妊婦（33週未満）とその夫
②親子スキンシップ教室
▪内ベビーマッサージなど
▪対生後3～5カ月児とその父母
▪時・▪場7月16日㈯　明治明野公民館、7
月30日㈯　稙田市民行政センター　
時間はいずれも午後1時～3時30分
（2部制）
▪定①各日6組　②各日12組
　（いずれも先着順）
▪申・▪問電話で、7月1日㈮から県助産師
会（☎534-0753）へ。

きこえとことばの
教育相談
▪時7月27日㈬　午前9時30分～午後3
時30分
▪内育児や学習、生活に関することなど	
▪対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・▪場・▪問電話またはファクスで、7月
20日㈬までに県立聾学校（金池町三
丁目　☎538-6664　 538-6665）
へ。

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、大分
年金事務所で受け付けています。
▪持基礎年金番号通知書または年金手
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）

無料

無料

6月1日号
「市報クイズ」の答え

○に入る言葉は何かな？

スマホ 	右の二次元コードから応募してください。
はがき 	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。

市
報
ク
イ
ズ

九州アジアリーグに所属し、
2020年に県内初のプロ野球
チームとなった表紙の球団名は？

大分●●●●●●

ヒントは、この市報の中にあります。

Q 正解者の中から抽選で、ニラ醤油セットを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。

応
募
方
法

スマホからも応募できるようになりました！

スマホか
はがきで
応募！

		６月１日号で紹介しているレシピの材料として使われているカリウムやBカロテン
などが豊富に含まれているおおいた香り野菜はなんでしょう？　	「	み○ つ○ば○	」
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暮らしの情報

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）

関あじフェア
▪時7月1日㈮～31日㈰
▪内関あじ料理の限定メニューを特別価
格で提供
　参加店舗：市内12店舗
▪他・▪問参加店舗など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、商工会議所
（☎536-3321）へ。

「サマージャンボ宝くじ」と
「サマージャンボミニ」が
発売されます
　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3,000万円も同時発売。
　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。
▪時発売期間：7月5日㈫～8月5日㈮

市少年相撲大会
▪時7月24日㈰　午前9時～午後2時
▪対市内居住の小学生（団体・個人の部）
▪他・▪問詳しくは、市相撲連盟 井上（☎
080-3183-7933）へ。

ふぐ処理講習会
▪時8月30日㈫　午前9時30分～午後5
時
▪場 J:COM	ホルトホール大分
▪料1万6,000円
▪申期間：7月25日㈪～29日㈮
▪他・▪問申込方法など詳しくは、県食品衛
生協会ホームページをご覧になるか、
同協会大分市支部（☎532-0010）へ。

甲種防火管理　
新規講習会
▪時9月14日㈬・15日㈭〈全2日〉
▪場 J:COM	ホルトホール大分3階
　大会議室
▪定117人（先着順）
▪料8,000円（資料代など）
▪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（☎03-6263-9903）
へ。

シニア向け就労応援セミナー
▪時7月31日㈰　午前10時～正午
▪場 J:COM	ホルトホール大分4階　409
会議室
▪内セカンドライフの働き方と資産形成
▪講三木 誠治氏（ファイナンシャルプラ
ンナー）
▪対市内居住のおおむね50歳以上の人
▪定20人（先着順）
▪申・▪問電話で、7月1日㈮～28日㈭に商
工労政課（☎537-5964）へ。

歴史資料館
夏休みジュニア歴史探検
▪時8月4日㈭　午前9時30分～午後3時
30分
▪対小学4年生～中学生
▪定30人（多数時は抽選）
▪料500円
▪申・▪場・▪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14日㈭〈消印有効〉までに同館
（〒870-0864　大字国分960-1　☎
549-0880）へ。

ゲートキーパー養成研修会
▪時・▪場①8月8日㈪　鶴崎市民行政セン
ター　②8月16日㈫　稙田市民行政
センター　①②ともに、午後1時30
分～3時（午後1時受付開始）
▪内講演「地域の住民だからこそできる
自殺予防」ほか
▪講関根	剛氏（県立看護科学大学准教授）
▪定各50人（先着順）
▪申・▪問電話またはファクスで、氏名、電
話番号、希望日を、7月1日㈮から保
健所保健予防課（☎536-2852　
532-3356）へ。

人権なんでも相談所
▪時①7月12日㈫　②7月28日㈭　午前
10時～午後3時
▪場①鶴崎市民行政センター　②坂ノ市
公民館
▪内相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、
いじめ・体罰を受けた人などの人権
問題
　相談員：人権擁護委員
▪問大分地方法務局（☎532-3161）

無料

無料

街のホット情報
無料

平和市民公園能楽堂
「自然とつながる親子ヨガ×
和の色に親しむアイシング
クッキーワークショップ」
▪時7月27日㈬　午前10時～正午
▪対3歳～8歳までの子どもとその保護
者
▪定15組30人（先着順）
▪料2,500円
▪申・▪場・▪問電話で、7月1日㈮午前10時～
15日㈮午後5時に平和市民公園能楽
堂（牧緑町　☎551-5511）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30日㈫、9月8日㈭・
15日㈭・29日㈭

C（その他） 8月23日㈫、9月25日㈰、
10月7日㈮

▪時午前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
▪場県教育会館（大字下郡）
▪料4,700円（県収入証紙を申請書に貼
付）
▪申受付期間：7月19日㈫～26日㈫
　受付場所：市防災協会（消防局3階　
予防課内）
▪問消防局予防課（☎532-3199）

応急手当普及員講習
▪時8月19日㈮～21日㈰〈全3回〉　午前
8時30分～午後5時15分
▪場消防局4階　講堂（舞鶴町一丁目）
▪定30人（先着順）　
▪申・▪問電話で、7月1日㈮
～8月9日㈫に消防局
救急救命課（☎532-
4199）または中央消
防署（☎532-2108）、
東消防署（☎527-2721）、南消防署
（☎586-1230）へ。

講座＆教室

無料

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ

14市報おおいた  R４.７.１


