
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪大分府内ライオンズクラブ
▪明治安田生命保険相互会社 大分支社
▪�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　田邉博子（希望が丘）／房前富
夫（仲西町）／葛城美津江（新川西）／高野
志穂（向原西）／園田敏也（志手）／末光智
津香（王子西町）／二宮徹（片島）／御手洗
佳津子（米良）／黒石博雅（片島）／奈良ス
ミ子（津守）／桂政枝（西大道）
▪�鶴崎地区　児玉三重子（森町西）／工藤
右（宮河内）／重石克己（松岡）／安東寿子�
（小池原）／指原利夫（常行）／吉武和子（鶴
崎）／吉田多津世（森）／西田武士（葛木）／
長野勝博（皆春）／三浦郁子（東鶴崎）
▪�大在地区　菅博之（竹下）／中村裕介（曙
台）／佐藤幸子（大在中央）／佐々木重信
（志村）
▪�坂ノ市地区　後藤恵美子（恵比寿町）／池
見ミエ子（佐野）／寺井正典（屋山）／小野
明美（里）
▪�大南地区　藤井隼子（ひばりケ丘）／伹馬
宏一（奥）
▪�稙田地区　髙橋顕一郎（木上台）／黒田保
生（宮崎台）／髙内洋子（敷戸新町）／田村
理昭（玉沢）／井原京子（下宗方）
▪	佐賀関地区　篠田たか子（木佐上）／若林
カズ子（馬場）／袰岩淳子（本神崎）／渡邉
ツヤ子（志生木）／姫野陽代（佐賀関）／比
永孝徳（木佐上）
▪�野津原地区　熊谷隆範（野津原）／小出龍
也（竹矢）
▪�市外　中野明（日出町）
� 以上9月14日受付分まで

善意の泉 敬称略 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11月16日㈬・29日㈫　〈法人〉午前9
時30分～10時30分、午後1時30分～
2時30分　〈個人〉午前11時～正午、
午後3時～4時　※要予約
▪申・▪場・▪問大分税務署（☎532-4171）

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
③孫育て応援教室
▪内昔と今の子育ての違いなど
▪対祖父母世代の人、子育てに関心のあ
る人
▪時・▪場①②11月26日㈯　午後1時～3
時30分（2部制）　稙田市民行政セン
ター　③12月3日㈯　午後1時～4時　
いきいき健康館（大手町三丁目）
▪定①6組　②12組　③17人
　※いずれも先着順
▪申・▪問電話で、11月2日㈬から県助産師
会（☎534-0753）へ。

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

人権なんでも相談所
月日 場所

11月10日㈭ 稙田市民行政センター

11月24日㈭ 大在公民館

12月1日㈭ 大南公民館

▪時午前10時～午後3時
▪内相談内容：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）

陸上自衛隊高等工科学校
生徒の採用試験
▪時一次試験：5年1月14日㈯
▪対15歳以上17歳未満の男子で中学校
卒業者（5年3月卒業見込みを含む）
▪申期限：5年1月6日㈮
▪問自衛隊大分地方協力本部大分募集案
内所（☎546-2177、夜間・休日は☎
536-6271）

5年版おんせん県おおいた
県民手帳を販売します
▪時販売期間：5年1月末まで
▪場販売場所：総務課（本庁舎3階）、市役
所地下1階コンビニエンスストア、
各支所など
▪料700円（税込）
▪問県統計協会（☎506-2462）

消防設備士試験
▪時5年2月5日㈰　午前10時～
▪場大分大学（大字旦野原）
▪申・▪問（一財）消防試験研究センター県
支部（都町一丁目）、県下各消防本部
（局）に備え付けの願書に記入し、12
月7日㈬～16日㈮に同センター（☎
537-0427）へ。

【9月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 476,913人（－188）〈住民基本台帳人口〉

男 229,236人（－99） 女 247,677人（－89） 世帯数 229,052世帯（+12）

10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、11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

今年で18回目を迎える
大南地区のまつりは？
「	●●●●●まつり」

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、ごぼうを使った加工品セットを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！

		大分市国保医療費の1年間の総額は？　
　約	 ３○ ６○ ４○ 億円
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暮らしの情報

里親カフェ参加者募集
▪時11月15日㈫　午前10時～正午
　※要予約
▪場大分東部公民館　大会議室
▪内里親制度の説明、里親体験談発表
▪他託児あり（200円／人、要予約）
▪申・▪問電話で、11月4日㈮までに県中央
児童相談所（☎544-2016）へ。

第12回風景写真展
①写真展
▪時11月21日㈪～27日㈰　午前10時～
午後5時　※21日㈪は正午～午後5
時、27日㈰は午前10時～午後3時
②風景写真講座「九州の風景の魅力を
語る」
▪時11月26日㈯　午後1時30分～3時
30分
▪講清家�道子氏
▪定30人（先着順）
▪場アートプラザ
▪申・▪問②は、電話またはファクス、Eメー
ルで、氏名、電話番号を、日本風景写真
協会大分支部　大沼（☎080-5217-
6671　 560-0691　 chisyu0316�
@gmail.com）へ。

県立農業大学校農学部学生募集
▪内出願期間：11月21日㈪～12月5日㈪
　試験日：12月20日㈫
▪問県立農業大学校（☎0974-22-7582）

食品衛生責任者養成講習会
▪時12月22日㈭　午前9時30分～午後4
時30分（午前9時受付開始）
▪場県教育会館（大字下郡）
▪対食品関係営業者・従事者および従事
予定者で、調理師、栄養士などの資格
を持たない人
▪定100人程度（先着順）
▪申・▪問12月1日㈭～7日㈬まで〈3日㈯・
4日㈰を除く〉に、受講料1万円（食品
衛生協会員は6,000円）を添えて、直
接、市食品衛生協会（荷揚町6-1　保
健所2階　☎532-0010）へ。

アワビ、ナマコの採捕事業者
および取扱事業者は
届け出が必要です
　届け出をせずに譲渡等を行った場合
には、罰則が適用されることがありま
す。詳しくは、県漁業管理課（☎506-
3915）へ。

無料

無料

東アジア文化都市2022大分県
閉幕事業交流行事
（歩行者天国）を実施します
▪時11月6日㈰　午前11時
～午後3時30分
▪場県立美術館（OPAM）前
▪内ステージイベントやグ
ルメコーナー、ワーク
ショップなど
▪他・▪問交通規制は、午前8時～午後6時。
詳しくは、県芸術文化スポーツ振興
課（☎506-2089）へ。

陶芸作品の
チャリティーバザー展
▪時11月12日㈯　午前9時30分～午後2
時
▪場市教育センター4階（碩田町）
▪問楽陶会�広瀬（☎090-5720-6377）

出張労働相談
▪時11月17日㈭　午後1時～4時
▪場 J:COM�ホルトホール大分4階　408
会議室
▪内相談内容：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
▪他・▪問弁護士相談は事前予約が必要で
す。申込方法など詳しくは、県労政・
相談情報センター（☎532-3040）へ。

第71回別府大分毎日マラソン大会
ボランティア募集
▪時5年2月5日㈰　午前9時～午後5時
▪内マラソンコース内の整理など
▪他・▪問申込方法など詳しくは、別府大分
毎日マラソン大会事務局（☎558-
1999）へ。　※11月1日㈫から

国民年金保険料は全額が所得税
および市・県民税申告時の
社会保険料控除の対象です
　4年中に支払った全額が控除の対象
になります。社会保険料控除の適用に
ついては、国民年金保険料の支払額を
証する書類「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」（日本年金機構が11月
中または5年2月中に送付）を年末調整
や確定申告時に添付する必要がありま
す。証明書を紛失した場合は、大分年
金事務所で再発行できます。
▪問大分年金事務所（☎552-1211〈自動
音声案内2→2〉）

▲詳しくはこちら

無料

過労死防止
集中労働相談会
▪時11月11日㈮～13日㈰　午前9時～
午後6時　※11日㈮は午前8時30分
～午後8時
▪他・▪問相談は県労政・相談情報センター
（県庁本館7階　フリーダイヤル〈☎
0120-601-540〉または携帯電話用
ダイヤル〈☎532-3040〉）へ。

自死遺族のつどい
▪時12月1日㈭　午後2時～4時
▪内参加者の気持ちの分かち合い
▪申・▪場・▪問電話で、11月24日㈭までに県
こころとからだの相談支援センター
（大字玉沢　☎541-6290）へ。

公共職業訓練1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、11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。

（一財）日本防火・防災協会の
各種講習（☎03-6263-9903）
①甲種防火管理新規講習会
▪時5年1月17日㈫・18日㈬〈全2日〉
▪場県教育会館　多目的ホール�
▪定135人（先着順）
▪料8,000円（資料代など）
②甲種防火管理再講習
▪時12月14日㈬
▪場 J:COM�ホルトホール大分3階　大
会議室
▪定85人（先着順）
▪料7,000円（資料代など）
▪他・▪問申込方法など詳しくは、（一財）日
本防火・防災協会へ。

JR九州からのお知らせ
　鉄道施設内への農業用、買い物用の
ビニールなどの飛来により、列車の運
行に支障をきたす事故が発生していま
す。ビニール袋などは確実に持ち帰る
かごみ箱に入れていただき、飛散防止
対策にご協力をお願いします。
▪問 JR九州大分支社大分工務所（☎513-
5853）

街のホット情報

無料

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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