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暮らしの情報

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪キクチ種苗株式会社

▪大分みらい信用金庫

▪公益財団法人TOSみどり森・守財団

▪KM東明クラブ

▪明治明野商工振興協同組合

▪�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　藤井淳朗（羽屋）／木村エリ子

（明野南）／安達正記（明野北）／内田伊久

夫（高崎）／髙倉百合子（今津留）／渡辺政

之（津守）／野田猛芳（下郡北）

▪�鶴崎地区　多賀宣明（三佐）／木村厚子（新

明治）

▪�大在地区　三浦多津子（大在北）／小野晃

（大在北）／溝邉誠（横田）

▪�坂ノ市地区　軸丸隆（佐野）／江川良治（王

ノ瀬）／江川文生（久原中央）／伊藤哲朗

（木田）

▪�大南地区　廣川ハルヱ（上戸次）

▪�稙田地区　小野修嗣（光吉台）／渡邉舜多
郎（寒田南町）／小野治美（国分団地）／安

東陽子（上宗方南）／鞭目広二（寒田）／衞

本由美子（木上）／工藤崇伸（光吉台）

▪�佐賀関地区　渡邉理利（志生木）／髙見久
美子（志生木）／岩川千夜子（佐賀関）／髙

本健次（木佐上）

▪�野津原地区　天野秀幸（野津原）
� 以上10月17日受付分まで

善意の泉 敬称略 ハラスメント集中労働相談
▪時12月9日㈮　午前8時30分～午後8
時　12月10日㈯･11日㈰　午前9時
～午後6時
▪場県労政・相談情報センター（県庁舎�
本館7階）
▪内相談内容：パワハラ、セクハラなど各
種ハラスメントや長時間労働など労
働問題全般
▪他・▪問電話による相談は、同センター（☎
532-3040）へ。

「エコアクション21」説明会
▪時5年1月13日㈮　午前10時～11時
15分
▪場アートプラザ2階　研修室
▪他・▪問申込期限は5年1月6日㈮。詳しく
は、県脱炭素社会推進室（☎506-
3033）へ。

消防設備点検資格者講習
▪時第1種：5年2月15日㈬～17日㈮
　第2種：5年3月1日㈬～3日㈮　
▪場 J：COM�ホルトホール大分
▪定45人（先着順）
▪料各3万2,300円（テキスト代含む）
▪申・▪問（一財）県消防設備安全協会（長浜
町二丁目）に備え付けの願書に記入
し、12月12日㈪～5年1月13日㈮に
同協会（☎537-3125）へ。

ビワ栽培を体験してみませんか
▪時5年3月～6月
▪内ビワの袋かけと収穫作業の体験
　※収穫した果実は持ち帰れます。
▪定貸出本数：約20本（多数時は抽選）
▪料木1本につき3,000円～1万5,000円
▪申・▪問はがきに、住所、氏名、電話番号を
記入し、5年1月11日㈬〈必着〉までに
ビワ栽培体験農業代表　阿部�宏明
（〒870-0802　田ノ浦4組　☎090-
9607-3369）へ。

老齢基礎年金は繰上げ受給と
繰下げ受給があります
　老齢基礎年金の受け取りは、原則65
歳からですが、希望すれば60歳以降い
つからでも受け取れます。ただし、64
歳以前から受け取ると減額され、66歳
以降から受け取ると増額されます。一
度減額・増額された受給率は、生涯変わ
りません。詳しくは、大分年金事務所
(☎552-1211 自動音声案内1→2)へ。

無料

無料

市プレミアム付商品券（第2弾）の
使用期限は12月31日㈯までです！
　5年1月1日㈰以降は使用できません。
また、未使用分の商品券は返金や換金
等できませんのでご注意ください。
▪問商品券コールセンター（☎�0120-
959-366）

健康づくり運動教室
　月2～4回、地区公民館等に集まって、
全身体操やストレッチなどを行います。
お近くの会場に参加して、体を動かし
ませんか。詳しくは、大分市民健康づく
り運動指導者協議会（☎514-3622）へ。

無料

「公共職業訓練コース」説明会
▪時12月13日㈫・20日㈫　午後1時30分
～4時30分（午後1時開場）
▪場・▪申・▪問電話で、大分職業能力開発促
進センター（ポリテクセンター大分）
〈大字皆春　☎529-8615〉へ。

公証人による無料相談会
　遺言や任意後見など、さまざまな公
正証書の作成を中心とした無料相談会
を各地区公民館等で開催しています。
参加には事前申込みが必要です。詳し
くは、大分公証人合同役場（☎535-
0888）のホームページをご覧ください。

無料 2022おおいた冬の就職フェア
▪時12月29日㈭　午前10時30分～午後
3時
▪場レンブラントホテル大分2階
　「二豊の間」、「地階会議室」
▪内企業面談会、企業プレゼン、個別相談
コーナー
▪対UIJターン希望者、5年3月大学等卒
業予定者、35歳未満の若年求職者、
インターンシップ情報を希望する学
生、保護者等
▪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（☎532-
8486）

第16回大分うみたまご
シーサイドたすきリレー
参加者募集
▪時5年2月26日㈰　午前8時30分受付
開始
▪場大分マリーンパレス水族館「うみた
まご」特設会場
▪他・▪問申込期限は、5年1月13日㈮まで。
詳しくは、第16回大分うみたまご
シーサイドたすきリレーエントリー
センター（☎079-420-6663）へ。

「放送大学」
5年度4月入学生募集
▪時出願期間：①5年2月28日㈫まで
　②5年3月1日㈬～14日㈫
▪問放送大学大分学習センター（☎0977-
67-1191）

母子家庭等就業・自立支援
センターをご利用ください
　母子家庭の母などを対象に、専門の
支援員が就労相談や職業紹介を行って
います。
▪時月～金曜日（祝日を除く）、日曜日　
午前8時30分～午後6時
　※月・日曜日は午後5時まで
▪場・▪問母子家庭等就業・自立支援セン
ター（県総合社会福祉会館3階〈大津
町二丁目〉　☎552-3313）

献血にご協力を
　冬季は輸血用血液が不足します。一
人でも多くの市民の皆さんの献血への
ご協力をお願いします。
▪問県赤十字血液センター（☎547-1154）

無料

無料

インボイス制度説明会
▪時12月8日㈭･15日㈭　〈法人〉午前9時
30分～、午後1時30分～　〈個人〉午
前11時～、午後3時～　所要時間1時
間程度　※要予約
▪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
▪時・▪場①12月17日㈯　明治明野公民
館、5年1月11日㈬　稙田市民行政セ
ンター　②12月17日㈯　明治明野
公民館　※時間はいずれも午後1時
～3時30分（2部制）
▪定①各日6組　②12組（いずれも先着順）
▪申・▪問電話で、12月2日㈮から県助産師
会（☎594-5938）へ。

県立盲学校幼稚部入学者募集
▪時願書配布：5年1月4日㈬～
　出願期間：5年1月4日㈬～13日㈮
▪対平成29年4月2日～令和2年4月1日
生まれで、視覚に障がいを有する人
▪問県立盲学校（☎532-2638）

県立聾学校幼稚部入学者募集
▪時願書配布：5年1月11日㈬～
　出願期間：5年1月11日㈬～31日㈫
▪対平成29年4月2日～令和2年4月1日
生まれで、聴覚に障がいを有する人
▪問県立聾学校（☎538-6661）

介護に関する入門的研修
▪時5年1月28日、2月4日・11日･18日
〈土曜日・全4回〉　午前9時～午後4
時10分　※4回すべての受講が必要
▪場県総合社会福祉会館（大津町二丁目）
▪対介護に興味・関心がある人、介護の仕
事をしたい人など
▪定35人（多数時は抽選）
▪他・▪問申込期限は、5年1月10日㈫まで。
申込方法など詳しくは、県介護福祉
士会ホームページをご覧になるか、
同会（☎551-6555）へ。

街のホット情報
無料

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

【10月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 476,912人（－1）〈住民基本台帳人口〉

男 229,246人（+10） 女 247,666人（－11） 世帯数 229,174世帯（+122）

新年祝賀互礼会
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止になる場合があります。

◎5年1月4日㈬
地区 時間 場所 申込期限 問

大分 午前11時～ レンブラントホテル大分
２階　二豊の間 12月2日㈮ 新年祝賀互礼会事務局

（市長室）� （☎537-5600）
▪�大分地区は、原則オンライン申請での申込みとなります。申込方
法について詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。

◎5年1月5日㈭
地区 時間 場所 申込期限 申込み・問

佐賀関 午前9時30分～ 早吸日女神社　
参集殿 12月9日㈮

大分商工会議所　佐賀関支所
（東部経営相談センター内）
� （☎521-1131）

明野 午前11時～ 明治明野公民館
集会室 12月14日㈬ 明野地区自治会連合会

� （☎556-0099）

鶴崎 正午～ 鶴崎公民館 12月2日㈮
大分商工会議所　鶴崎支所
（東部経営相談センター内）
� （☎521-1131）

大在 午後1時～ 大在公民館 12月9日㈮ 大在支所� （☎592-0511）
坂ノ市 午後2時～ 坂ノ市公民館 12月12日㈪ 坂ノ市支所�（☎592-1700）
大南 午後3時～ 大南公民館 12月9日㈮ 大南支所� （☎597-1000）
野津原 午後4時～ 野津原公民館 12月16日㈮ 野津原支所�（☎588-1111）
稙田 午後5時～ 稙田公民館 12月9日㈮ 稙田支所� （☎541-1234）
◦�上記は、11月4日時点の情報です
▪�受付日時：月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分　※明野地区のみ月･水･金曜日　午前
10時～午後4時
※会費など詳しくは、各地区にお問い合わせください。
※今回は、当日申込みができない地区もありますのでご注意ください。

◀詳しくは
　こちら

11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、12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

今号の
「おおいた香り野菜レシピ」は？
「�●●●のシフォンケーキ」

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、大葉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

スマホかはがきで
応募！

��今年で18回目を迎える大南地区のまつりは？　
「 大○ 野○ 川○ 合○ 戦○ まつり」
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