
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�株式会社エーアンドエーマテリアル
　朝日珪酸工業株式会社

▪有限会社 創研ビルサービス

▪�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
▪�大分中央ライオンズクラブ

香典返し寄付
▪�大分地区　安東克彦（岩田町）/ 畠山久美

子（明野北）

▪�鶴崎地区　柳瀬美紀子（皆春）/ 吉松雄治

（鶴崎）/佐藤裕仁（南）/岩本忠行（小池原）

▪�大在地区　安東多美子（竹下）

▪�坂ノ市地区　吉田和美（久土）/ 江川順二

（久原中央）/ 安藤肇（木田）/廣瀬眞佐子

（佐野）

▪�大南地区　佐藤光信（竹中）/ 上野サチコ

（上戸次）/ 三原徹（高江南）/ 佐藤大悟（中

戸次）/赤峰英昭（宮尾）

▪�稙田地区　赤峰富久枝（富士見が丘東）/

甲斐久雄（木上）/安東義明（高瀬）/園田德

明（鬼崎）/ 安東重雄（上宗方）/ 三又陽子

（賀来南）/森川理恵（市）

▪ 佐賀関地区　下郡幾子（佐賀関）/ 松永孝

裕（木佐上）/稲生雅子（本神崎）

▪�野津原地区　雨川津喜子（下原）/ 奈須修

一（下原）

 以上7月14日受付分まで

善意の泉 敬称略 危険物取扱者試験準備講習会
▪時月日：10月2日㈰･29日㈯…法令
　　　 10月10日㈪･30日㈰…物理化学
　時間：午前10時～午後5時
▪場 J:COM ホルトホール大分
▪他受講料・テキスト代が必要
▪申・▪問申込方法など詳しくは、（一社）県

危険物安全協会のホームページをご
覧になるか、消防局予防課（☎532-
3199）へ。

4年度後期技能検定試験
▪時実技試験：12月5日㈪～5年2月12日

㈰、学科試験：5年1月22日㈰・29日
㈰、2月1日㈬・5日㈰
▪内職種：配管、建築大工など50職種
▪他・▪問受付期間は、10月3日㈪～14日

㈮。詳しくは、県職業能力開発協会
（☎542-3651）まで。

おかばる花公園「ジャンボガーデン」
参加団体募集！
　来年3月のチューリップフェスタに
向け、球根を植え付け、管理をする団体

（10人程度）を募集します。
▪料1,000円（1区画）
▪定・▪申・▪問先着30団体。申込期限は、10月

31日㈪まで。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、おかばる花公園推
進協議会（☎090-2717-0848）へ。

日曜園芸教室
▪時5年3月までの第1日曜日　午前9時

～正午
▪場大分南部公民館（大字曲）
▪内朝顔・菊・小菊盆栽の作り方
▪料年会費4,000円
▪申・▪問電話で、市花卉同好会 後藤（☎

569-5257）へ。

【7月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 477,096人（+10）〈住民基本台帳人口〉

男 229,307人（+13） 女 247,789人（－3） 世帯数 228,985世帯（+153）

司法書士法律相談
▪時10月1日㈯　午前10時～午後3時
▪場 J:COM ホルトホール大分　セミナー

ルームL
▪内相続、訴訟、遺言、成年後見など
▪問県司法書士会（☎532-7579）

経営者のための
事業承継個別大相談会
▪時10月7日㈮・8日㈯　午前9時30分～

午後4時30分
▪場コンパルホール3階　会議室
▪申・▪問申込期限は、10月3日㈪まで。詳

しくは、県事業承継・引継ぎ支援セン
ター（☎585-5010）へ。

おおいたサポステ
集中訓練プログラム
　生活習慣を整え、就活に必要なノウ
ハウなどを身に付け、3カ月で就職を
目指すプログラムです。
▪時10月3日㈪～12月28日㈬　午前9時

～午後3時
▪場県消費生活・男女共同参画プラザ「ア

イネス」ほか
▪対15～49歳の未就業・未就学の人
▪定8人（先着順）
▪問おおいた地域若者サポートステー

ション（☎533-2622）

市民農園の利用者募集
◎貸し農園 横瀬ファーム1,2（横瀬）
▪料年間利用料：1万5,000円/（50㎡）
▪問川野（☎ 090-1367-4814）
◎桃園寺崎町農園（寺崎）
▪料年間利用料：1万円（34㎡）
▪問阿南（☎070-3610-9164）
▪他・▪問場所や応募方法など詳しくは、各

農園へ。

無料

8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、9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

10月7日㈮に、2作同日全国
公開される、大分市が舞台の

アニメ映画は？
「●を愛した ひとりの僕へ」
「僕が愛した すべての君へ」

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、市美術館特別展「福田平八郎と大分の
日本画家たち」ペアチケットを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！

  「猿丸太夫」と「左衛門」の２つからなる、大分の代表的な踊りといえば？
　「 鶴○ 崎○ 踊」
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暮らしの情報

市プレミアム付商品券（第2弾）の
お知らせ
　13,000円分の商品券を10,000円で
販売します。
▪内販 売 数：154,000 セット（紙 商 品 券

77,000冊、電子商品券77,000セット）
▪他紙商品券・電子商品券いずれかを1

人2セットまで購入可能
▪申・▪問事前申込みが必要です。9月1日

㈭から受け付けます。詳しくは、大
分商工会議所ホームページをご覧に
なるか、商品券コールセンター（☎
0120-959-366）へ。

消防設備士法定講習
▪対令和2年度に免状交付を受けた消防

設備士、平成29年度に法定講習を受
けた消防設備士、法定期限内に法定
講習を受けていない消防設備士
▪申受講対象者には、受講申請書用紙を

郵送します。受講申請の受付期限は、
9月9日㈮です。
▪他・▪問日時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。

悩まず どんとこい
労働相談週間
▪時10月1日㈯～7日㈮　午前9時～午後8

時（土・日曜日は午後5時まで）　※来所
は終了1時間前までにご連絡ください。
▪内解雇・賃金未払い・労働条件などの労

使間トラブルに関すること
▪場・▪問県労働委員会事務局（県庁舎本館

3階）〈専用ダイヤル（☎536-3650）〉

OITAものづくり展2022
「ものづくり体験教室」
▪時10月15日㈯・16日㈰
▪内にじみえ、木製小家具の製作など
▪定各10人程度（多数時は抽選）
▪申・▪問申込期限は、9月29日㈭まで。詳

しくは、OITA ものづくり展2022公
式ホームページをご覧になるか、同
展実行委員会（☎569-1234）へ。

甲種防火管理新規講習
▪時11月15日㈫・16日㈬（全2回）
▪場県教育会館（大字下郡）
▪定135人（先着順）
▪料8,000円
▪申・▪問申込期間は、9月28日㈬～10月5日

㈬。申込方法など詳しくは、（一財）日本
防火・防災協会（☎03-6263-9903）へ。

無料

無料

第33回豊の国ねんりんピック
（親善交流登山会）参加者募集
▪時9月11日㈰　午前9時～
▪場霊山　※集合場所は、霊山寺駐車場
▪対60歳以上の健康な人
▪申・▪問当日午前8時30分から集合場所

にて受け付けします。詳しくは、県
社会福祉協議会（☎553-1150）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9月17日㈯　稙田市民行政セン

ター、10月8日㈯　鶴崎市民行政セ
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、9月1日㈭から県助産師

会（☎534-0753）へ。

人権なんでも相談所
▪時9月20日㈫   午前10時～午後3時
▪場稙田市民行政センター
▪内相談内容：差別、暴行・虐待、セクハ

ラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀損・
その他の人権問題

　相談員：人権擁護委員
▪問大分地方法務局（☎532-3161）

公共職業訓練11月受講生募集
▪内再就職するために必要な知識と技能

を6カ月で習得
▪申・▪問申込期限は、9月30日㈮まで。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。

ノルディックウオーキング教室
入門コース
▪時10月14日･28日、11月4日・25日、12

月9日・23日（金曜日・全6回）　午後
2時～3時30分
▪場ジェイリース スタジアム
▪対50歳以上の人
▪定15人（先着順）
▪料3,000円（傷害保険料含む・全6回分）
▪申・▪問電話で、9月1日㈭からジェイリー

ス スタジアム（☎558-0613）へ。

無料

無料

無料

消費税の適格請求書等保存方式
（インボイス制度）説明会
▪時9月15日㈭・27日㈫　〈法人〉午前10

時～11時、午後2時～3時
　〈個人〉午前11時～正午、午後3時～4

時　※要予約
▪場・▪問大分税務署（☎532-4171）

認知症の人を介護する家族の
つどい～茶話会～
▪時9月27日㈫　午後2時～4時
　（以降、毎月1回開催）
▪対認知症の人を介護している人
▪他・▪問開催場所は、お問い合わせくださ

い。申込みは、電話で、城東地域包括
支援センター（☎558-6285）へ。

成年後見・相続税等無料相談会
▪時10月1日㈯　午前10時～午後4時
▪場 J:COM ホルトホール大分4階　404

会議室
▪内税理士による成年後見制度、相続税、

贈与税に関する相談会（事前予約制）
▪問南九州税理士会大分県連合会（☎

532-2974）

弓道教室「初級コース」
▪時10月13日㈭～12月18日㈰の毎週

月・木曜日（祝日を除く）〈全19回〉　
※最終回のみ日曜日　◦昼の部…午
後1時30分～3時　◦夜の部…午後
6時30分～8時
▪場大洲総合運動公園内弓道場
▪対中学生以上の初心者
▪定◦昼の部…20人　◦夜の部…40人
（いずれも先着順）
▪料9,000円
▪申・▪問往復はがきに、住所、氏名、生年月

日、性別、電話番号、希望の部、足袋の
サイズを記入し、10月3日㈪〈消印有
効〉までに市弓道クラブ 高野（〒870-
0267　城原1734-44　☎593-2096）
へ。

障がい者福祉センター各種講座
▪内パソコン教室、文化教室、水中運動教室
▪対障害者手帳等を所持している人
▪他・▪問講座の内容や申込方法など詳しく

は、障がい者福祉センター（J:COM ホ
ルトホール大分3階　☎576-8880）へ。

街のホット情報

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
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