
働き方のトラブル
集中労働相談会
▪時3月3日㈮～5日㈰　午前9時～午後6

時　※3日は午前8時30分～午後8時
▪内相談内容：労働問題全般
▪場・▪問県労政・相談情報センター（県庁

舎本館7階　☎532-3040）　※電話
相談も可

春の労働相談会
◎まちなか労働相談会
▪時3月15日㈬　午後1時～3時30分
◎出張労働相談
▪時3月16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
▪他・▪問電話による相談は、県労政・相談

情報センター（☎532-3040）へ。

市テニス連盟からのお知らせ
①春季市民テニス講習会
▪時3月29日から毎週水曜日（全8回）　

午前9時15分～11時45分
▪場大洲総合運動公園テニスコート（砂

入り人工芝）
②市ジュニアテニス教室（硬式）
▪時4月22日～6年3月（土 ･ 日曜日など

全40回）　午前8時15分～9時45分
※無料体験会：4月2日㈰・15日㈯　午

前8時15分～9時45分（申込不要）
▪場豊後企画テニスコート、大洲総合運

動公園テニスコート
▪対小･中学生
▪定①40人　②100人　※多数時は抽選
▪料①7,000円　②2万8,000円　※保険

料含む、②は分割納付可
▪申期限：①3月20日㈪　②4月16日㈰
▪他 ･▪問申込方法など詳しくは、市テニス

連盟ホームページをご覧になるか、
同連盟 中川（☎090-4352-1440）へ。

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか
　毎月の国民年金保険料は、翌月末が
納付期限です。納め忘れると、将来、老
齢基礎年金の減額や場合によっては、
障害基礎年金や遺族基礎年金が受給で
きないこともあります。また、一部免
除の承認を受けている人も、納付期限
内に減額された保険料を納めなければ、
未納と同じ扱いになります。
▪問大分年金事務所（☎552-1211　自

動音声案内2→2）

無料

無料

ボランティアに取り組んでいる
皆さんへ
　ボランティア活動に取り組んでいる
グループや個人の登録を受け付け、活
動の支援をしています。
　5年度のボランティア活動保険等は
3月1日㈬から受け付けます。
▪問市ボランティアセンター（J:COM ホ

ルトホール大分4階　市社会福祉協
議会内　☎547-7419）

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

浴
よく

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①②3月18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①6組　②12組（いずれも先着順）
▪申・▪問電話で、3月2日㈭から県助産師

会（☎594-5938）へ。

ジェイリース　スタジアムの
教室
①市民マラソン＆
　らくらくジョギング教室
▪時4月～6月、6年2月～3月の第1･3水

曜日　午後6時30分～8時
②ノルディックウオーキング教室
　入門コース
▪時4月7日・21日、5月12日・26日、6月9

日・23日（金曜日・全6回）　午後2時
～3時30分
▪定15人（先着順）
▪対①20歳以上　②50歳以上
▪料①お問い合わせください　②3,000円
▪他・▪問申込方法など詳しくは、ジェイリー

ス　スタジアム（☎558-0613）へ。

ジュニアカヌー教室
▪時4月23日、5月14日、6月25日、7月9

日、8月6日（日曜日・全5回）　午前10
時～正午
▪場舞鶴橋下流「ハウス大分川」前
▪対小学2年生～中学3年生
▪料1万5,000円（保険料含む）
▪他・▪問申込方法など詳しくは、市カヌー

協会のホームページをご覧になるか、
同協会 藤原（☎090-2390-7369）へ。

無料

まちづくり出張教室
　皆さんの暮らしに関わる「聞きたい」

「知りたい」ことを、市職員が講師とし
てお伺いし、説明します。
▪時平日午前8時30分～午後5時15分（1

時間～1時間30分程度）
▪内防災、福祉、歴史・文化、環境対策など

市政に関する各種テーマ
▪対市民または市内に勤務する人で構成

された、おおむね15人以上のグルー
プまたは団体
▪他会場は、申込み団体でご用意くださ

い（会場使用料などは団体負担）。日
程は、調整させていただく場合があ
ります。
▪申・▪問広聴広報課（本庁舎3階）に備え

付けの申込書（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、実施希望
日 の 1 カ 月 前 ま で に 同 課（☎ 537-
5601）へ。

保護者向け「子どものための
就活サポートセミナー」
▪時3月21日㈫　午前10時～午後0時35

分
▪場 J:COM ホルトホール大分3階　大

会議室
▪内篠原丈司氏による講演「大分の求人

動向と子どもとの関わり方」、企業
PR
▪定70人（先着順）
▪問直接または電話で、3月20日㈪まで

に商工労政課（本庁舎9階　☎537-
5964）へ。

関あじ関さばまつり
▪時3月11日㈯　午前9時～午後2時
▪場県漁協佐賀関支店荷捌き施設周辺
▪内関あじ・関さば・関ぶりやクロメ、野

菜などの特産品を販売します。
▪問NPO 法人さがのせきまちづくり協

議会（☎575-2000）

公共職業訓練コース説明会
▪時3月14日㈫・22日㈬　午後1時30分

～4時30分
▪場・▪問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〉

無料

無料

街のホット情報

無料

【1月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 476,211人（－345）〈住民基本台帳人口〉

男 228,850人（－179） 女 247,361人（－166） 世帯数 228,958世帯（－147）
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暮らしの情報

トレイルランニング大会
inのつはる
　出場ランナーだけでなく、家族や来
場者も楽しめる健康増進イベントや特
産品販売などを用意しています。ぜひ
お越しください。
▪時3月19日㈰　午前8時～午後4時
▪場のつはる少年自然の家（大字荷尾杵）
▪問スポーツ振興課（☎537-5979）

春だ、陶芸とたけのこチャレンジ！
▪時4月15日㈯　午前9時30分～午後1時
▪場河原内くすのきホール
▪内簡単な作陶体験とたけのこ掘り
　※たけのこを掘る山へは約20分間

徒歩で登ります。
▪対小・中学生とその保護者（未就学児の

きょうだいも参加可）
▪料1人530円（材料費）
▪持長靴など
▪他・▪問申込期間は3月1日㈬～15日㈬
〈必着〉。詳しくは、市ホームページを

ご覧になるか、社会教育課（☎537-
5649）へ。

「歌声ひろば教室」
「童謡・唱歌の会」
参加者募集
▪時5月～9月（全10回）
▪内懐かしい歌を歌い、心と体をリフレッ

シュ
▪対65歳以上の市民（4月1日時点）
　※多数時は抽選
▪料4,800円（資料代等を含む）
▪他・▪問教室の内容や申込方法など詳し

くは、市ホームページをご覧になるか、
市社会福祉協議会（☎547-8695）へ。

無料

講座＆教室

ヤングキャリアアドバイザー
募集
　中学生に仕事をする上での苦労や喜
びなどを話していただける人を募集し
ます。
▪時6月～12月に2～4回程度
▪内中学校の教室で講演（約30分）、意見

交換（約10分）
　※講演1回につき謝礼5,000円
　※事前研修会と報告会あり
▪対市内の事業所に勤務し、おおむね採

用後3年以内の30歳未満の人
▪定60人
▪他・▪問申込期限は4月26日㈬まで。詳し

くは、市ホームページをご覧になる
か、商工労政課（☎537-5964）へ。

介護サービス相談員募集
▪内介護保険施設などに訪問（月2～3回程

度）し、利用者や家族の相談を受ける
　任用期間 :10月1日㈰（予定）～7年3

月31日㈪〈更新可〉
　謝礼金 : 月額1万円（交通費などは自

己負担）
▪対市内居住で、研修（大阪で1週間程度）

を受講できる人
▪定2人程度（選考方法:書類、面接）
▪申・▪問長寿福祉課に備え付けの申込書
〈3月1日㈬から市ホームページでダ

ウンロードも可〉に必要事項を記入
し、3月14日㈫〈必着〉までに同課（第
2庁舎2階　☎537-5744）へ。

2023バリアフリー・
ファッションショーinおおいた
▪時3月19日㈰　午後2時～4時（午後1

時30分開場）
▪場コンパルホール3階　多目的ホール
▪定200人程度
▪他・▪問申込期限は3月10日㈮まで。詳し

くは、市ホームページをご覧になる
か、障害福祉課（☎537-5785）へ。

イベント

無料

おおいた府内
ボランティアガイド募集
　個人や団体ツアーの観光客に、市内
中心部の観光スポットを案内するボラ
ンティアガイドを募集します。　※ガ
イドは1～3時間程度
▪他・▪問上野、戸次、鶴崎、佐賀関、野津原

にも各地のボランティアガイド団体
があります。申込方法など詳しくは、
観光課（☎537-7043）へ。

5年度市奨学生募集
▪内貸与金額：①高等学校 ･ 高等専門学

校…国公立は毎月1万円、私立は毎
月2万円　②大学 ･ 短大…毎月4万
5,000円
▪対保護者が市内に住所を有し、学業 ･

人物ともに優秀で経済的理由により
修学が困難な人（新1年生）
▪定①10人　②20人
▪他・▪問申込期間は3月10日㈮～4月10日

㈪。詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、学校教育課（☎537-5903）
へ。

第18回県障がい者
スポーツ大会参加者募集
▪時・▪内◦5月13日㈯…卓球、サウンド

テーブルテニス　◦5月14日㈰…
ボッチャ　◦5月20日㈯…陸上、フ
ライングディスク　◦5月21日㈰…
水泳
▪対4月1日㈯時点で、①身体障害者手帳　

②療育手帳　③精神障害者保健福祉
手帳のいずれかを所持している人ま
たは②③の取得対象に準ずる障がい
のある人
▪申・▪問障害福祉課（本庁舎1階）に備え

付けの申込書（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、3月15 
日㈬までに同課（☎537-5785）へ。

募　集

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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