
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪�地球大好き！さくらグループ
▪�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　野村京子（青葉台）／鹿末由

起子（津守）／柳原喜一郎（高松）／長山義
德（羽田）／佐々木信彰（王子西町）／吉永
誠司（萩原）／赤嶺聡（大石町）／上野豊広

（曲）
▪�鶴崎地区　長野幸子（皆春）／今村邦博（宮

河内）
▪�大在地区　梅田不二子（大在浜）
▪�坂ノ市地区　太田絹代（細）／荒金しおり
（小佐井）／大平マスミ（坂ノ市中央）／廣

瀬雅則（佐野）／多田カズミ（佐野）
▪�大南地区　桑原冨造（上戸次）
▪�稙田地区　安達砂和子（上宗方南）／川上

良明（寒田）
▪ 佐賀関地区　岩﨑睦代（志生木）／長濱康

文（大平）／中村ツルヱ（一尺屋）／宇都宮
輝美（佐賀関）
▪�野津原地区　後藤新一（荷尾杵）／小野洋

治（野津原）
▪�市外　佐々木德治（宮崎市）／三浦正子（東

京都墨田区）
 以上11月15日受付分まで

善意の泉 敬称略

4年12月25日から産業別
最低賃金を改正しました
　鉄鋼業：1,010円　非鉄金属製造業：
965円　電子部品 ･ デバイス ･ 電子回
路、電気機械器具、情報通信機械器具製
造業：896円　自動車 ･ 同附属品製造
業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業：
916円　自動車（新車）小売業：902円　
これらに該当しない場合：854円
※いずれも時間額
▪問大分労働局賃金室（☎536-3215）

インボイス制度説明会
▪時1月18日㈬ ･25日㈬　午前10時～

11時
▪定各回12人
▪場・▪他・▪問申込方法など詳しくは、大分税

務署（中島西一丁目　☎532-4171）へ。

大分赤十字病院健康講座　
▪時1月23日㈪　午後2時～3時30分　
▪場大分赤十字病院管理棟5階　大会議室　
▪内膵のう胞のはなし　など
▪問大分赤十字病院（☎532-6181）

健康講座「げんき教室」
▪時1月25日㈬　午後2時～3時30分
▪場県看護研修会館（豊饒二丁目）　
▪内講話「心、穏やかに生きる」　
▪他先着順、予約制　
▪問県看護協会（☎574-7117）

おおいた花育2023夢一輪運動
～暮らしに花を心に潤いを～
▪時2月4日㈯　午前9時30分～午後4時
▪場 J:COM ホルトホール大分3階　大

会議室
▪内生け花、フラワーアレンジメントの

展示など
▪問県園芸活性化協議会（☎544-0392）

無料

無料

無料

無料

第30回七瀬川どんど焼き大会
▪時1月14日㈯　午後5時～

▪場七瀬川自然公園
▪内無病息災などを祈念し、正月飾りや

お守りに火を放ちます。
▪問実行委員会 井下（☎090-6290-0211）

出張労働相談
▪時1月19日㈭　午後1時～4時
▪場 J:COM ホルトホール大分2階　201・

202会議室
▪内相談内容：労働問題全般
　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。

悩まず どんとこい労働相談週間
▪時2月1日㈬～7日㈫
　〈平日〉午前9時～午後8時（来所受付

は午後7時まで）〈土・日曜日〉午前9時
～午後5時（来所受付は午後4時まで）
▪内解雇・賃金未払いなどを含む労使間

トラブルに関する相談
▪他来所相談の場合は、事前にご連絡く

ださい。
▪場・▪問〈専用ダイヤル〉☎536-3650
　〈来所〉県労働委員会事務局（県庁舎

本館3階）

危険物取扱者試験準備講習会
▪時・▪内2月4日㈯…法令、2月12日㈰…物

理化学　午前9時30分～午後4時30分
▪場県教育会館（大字下郡） 
▪他受講料、テキスト代が必要です。
▪申・▪問申込方法など詳しくは、（一社）県

危 険 物 安 全 協 会（☎ 578-7980）の
ホームページをご覧になるか、消防
局予防課（☎532-3199）へ。

無料

無料

【11月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 476,788人（－124）〈住民基本台帳人口〉

男 229,159人（－87） 女 247,629人（－37） 世帯数 229,136世帯（－38）

成年後見制度普及講演会
▪時2月9日㈭　午後1時30分～3時30分
（午後1時開場）
▪場鶴崎市民行政センター2階　大会議室
▪定50人（先着順）
▪申・▪問事前申込みが必要です。電話また

はファクスで、1月31日㈫までに市
成年後見センター（☎547-7774　
547-7773）へ。

無料

12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、1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

市民税・県民税の
申告期限は？
 3月●●日㈬

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、新春セット（関ぶりめしの素＆関たい
めしの素）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！

  今号の「おおいた香り野菜レシピ」は？　
「� パ○ セ○ リ○ のシフォンケーキ」
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O i t a  I n f o r m a t i o n

暮らしの情報

人権・行政困りごと相談所
▪時1月12日㈭　午前10時～午後3時　
▪場鶴崎市民行政センター
▪内相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、

いじめ・体罰、行政の手続き・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）

ななせ川凧
たこ
揚げ大会

▪時1月21日㈯　午前10時～

▪場七瀬川自然公園
▪対小学生以下
▪料50円（材料費）
▪問実行委員会 足立（☎090-1871-1133）

市プレミアム付き商品券
（第3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冊（紙商品券77,000

冊、電子商品券77,000冊）〈多数時は抽
選〉
▪他紙商品券 ･ 電子商品券いずれかを 

1人2冊まで購入可能
▪申・▪問事前申込みが必要です。1月25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。

県立農業大学校　
就農準備研修生募集
▪内コース：①野菜長期　②野菜中期
　③畜産
▪対県内の農業法人などで就職を希望す

る人、県内で新規就農を希望する人
▪申・▪問①③は2月15日㈬　②は5月16

日㈫までに県中部振興局農山漁村振
興部（☎506-5795）へ。

公共職業訓練3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カ月間で習得
▪時受講期間：3月2日㈭～8月29日㈫
　申込期間：1月5日㈭～31日㈫
▪他・▪問訓練コース説明会を1月17日㈫・

24日㈫に行います。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。

無料 第34回豊の国ねんりんピック
シルバーふれあい短歌・俳句・
川柳募集
▪内◦募集期間：1月1日㈰～31日㈫
　◦�募集点数：1人につき短歌1首、俳

句2句、川柳2句で、未発表のもの
　◦�応募資格：昭和39年4月1日以前に

生まれた県内居住の人
▪申・▪問県社会福祉協議会（大津町二丁

目）または市社会福祉協議会（J:COM 
ホルトホール大分4階）、長寿福祉課

（本庁舎1階⑭番窓口）に備え付けの
申込用紙に記入し、県社会福祉協議
会（☎553-1150）へ。

税理士会の確定申告相談
▪時1月30日㈪～2月28日㈫〈土・日曜日、

祝日を除く〉
▪他・▪問相談は無料、書類作成は有料で

す。相談場所は、南九州税理士会大
分支部ホームページをご覧ください。
詳しくは、1月4日㈬から同会同支部

（☎532-2974）へ。

県立盲学校高等部入学者募集
▪対視覚に障がいを有する中卒者（普通

科）・高卒者（専攻科…あんまマッサー
ジ指圧師、はり師など）
▪内出願期間：2月13日㈪～17日㈮
　※願書は県立盲学校（金池町三丁目）

で配布
　試験日：2月28日㈫、3月7日㈫
▪問県立盲学校（☎532-2638）

大分体操教室生を募集します
▪時4月8日㈯～6年3月（全24回）　土・

日曜日、祝日の午前中
▪場コンパルホール5階　体育室または

南大分体育館　※場所は会場確保の
状況で異なる
▪対満4歳（年中）～新小学6年生（4月2日

現在）
▪定50人程度（多数時は抽選）
▪料入会金2,000円（傷害保険料など）、

年会費2万円（スポーツ安全保険・手
帳等を含む）
▪申・▪問往復はがき（家族は同一はがき可）

に、住所、参加者の氏名・性別・生年月
日・新学年（年中～新小学6年生）、電
話番号、保護者名を記入し、1月20日
㈮〈必着〉までに大分体操教室 松木

（〒870-0163　明野南二丁目22-1-
201号室　☎090-9475-2131）へ。

人権なんでも相談所
▪時①1月24日㈫　②2月7日㈫　午前

10時～午後3時
▪場①人権啓発センター（ヒューレおお

いた）〈J:COM ホルトホール大分1
階〉　②明治明野公民館
▪内相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、

いじめ・体罰などの人権問題
　相談員：人権擁護委員
▪問大分地方法務局（☎532-3161）

「エコアクション21」
合同コンサルティング
▪内AコースとBコース（いずれも全5回）

があります。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
▪対県内の事業者
▪他・▪問申込期限は、1月31日㈫。申込方

法など詳しくは、エコアクション21
特別基礎地域事務局おおいた（☎
504-3088）へ。

「大分いのちの電話」ボランティア
電話相談員養成講座（前期）
およびカウンセリング公開講座
▪時4月4日㈫～8月1日㈫　毎週火曜日　

午後6時30分～8時30分
▪場コンパルホール
▪対20歳以上
▪定50人（先着順）
▪申・▪問電話で、3月31日㈮までに（福）大

分いのちの電話事務局（☎537-2488）
へ。

点訳・音訳ボランティア　
養成講習会受講者募集
▪時受講期間：4月～6年3月　
　①点訳講習会…毎週金曜日　午前

10時～正午　②音訳講習会…毎週
火曜日　午前10時～正午
▪対講座終了後に、ボランティアとして

点訳・音訳作業ができる人
▪定①②16人程度（いずれも多数時は抽選）
▪申・▪場・▪問往復はがきまたはメールで、

住所、氏名、年齢、電話番号、講習会名、
リモート受講の可否を、3月7日㈫〈必
着〉までに県点字図書館（〒870-0043　
中 島 東 一 丁 目 2-28 　 ☎ 538-0399　

oita-kenmou.tenjitoshokan@
mbr.nifty.com）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
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