
　○に入る言葉は何かな？ヒント
は、この市報の中にあります！
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▪応募方法
　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、4月
16日㈪〈消印有効〉までに広聴広報課

（〒870-8504　荷揚町2-31　☎537-
5713）へ。正解者の中から抽選で3人
に、たかもんグッズと高崎山自然動物
園ペアチケットをプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代
えさせていただきます。

3月1日号「市報クイズ」の答え
田ノ浦海岸線に植えられた

小さな白い花びらが特徴の桜は
「　ウ○　ミ○　ネ○　コ○　ザクラ」

市報クイズ

【2月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.38㎢ 人　口 479,245人（－221）〈住民基本台帳人口〉

男 230,191人（－103） 女 249,054人（－118） 世帯数 218,434世帯（－98）

働き方のトラブル相談会
▪日時：4月15日㈰～17日㈫、5月13日

㈰～15日㈫　午前8時30分～午後8
時（日曜日は午前9時～午後6時）
▪場所：県庁舎本館7階　雇用労働政策課 
▪相談内容：労働問題全般
▪その他・問　電話による相談は、県

労政・相談情報センター（☎0120-
601-540）、携帯電話・スマートフ
ォンは専用ダイヤル（☎097-532-
3040）へ。

留学生が教える語学教室
（サテライトキャンパス実施事業）
▪期間：4月中旬～8月上旬（週1回90

分・全15回）
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

会議室など
▪内容：英語、中国語、韓国語、タイ語、

スペイン語の語学教室
▪定員：各教室15人程度
▪受講料：各教室1万5,000円（15回分）
▪その他：初回のみ無料見学可。申込方

法など詳しくは、NPO法人大学コン
ソーシアムおおいた（☎578-7400）
へ。

第109回市民水泳競技大会
▪日時：4月22日㈰　午前10時～
▪場所：市営温水プール（西浜）
▪対象：市内居住の小学生以上
▪参加料（1種目）：⃝大学生、一般…

800円　⃝小・中学生、高校生…400円
▪申込期間：4月1日㈰～8日㈰
▪その他：競技種目や申込方法など詳

しくは、市営温水プールに備え付け
の大会要項をご覧ください。
問　市水泳協会事務局　木本（☎090-

1167-2604）

生活学校受講生募集
▪受講期間：4月26日㈭～31年3月（毎

月1回程度）
▪場所：コンパルホールほか
▪内容：身近な消費者問題についての

研修・見学ほか
▪受講料：2,000円（年額）
▪その他：開校式…4月26日㈭　午後1

時～（講演「介護支援の現状と今後」
あり）
▪申込み・問　 電 話 で、4月20日 ㈮ ま

でに生活学校連絡協議会　渡辺（☎
558-2045）へ。

アフリカへ毛布を送ろう！
毛布収集キャンペーン
　アフリカの人々にとって貴重な毛布
を送る活動です。海外輸送協力金1,000
円と併せて協力をお願いします。
▪期間：4月1日㈰～5月31日㈭
問　明るい社会づくり運動　大分地区

協議会(☎543-5838)

県立農業大学校就農準備
研修生募集
▪コース：①随時　②中期
▪対象：県内の農業法人などでの就職

希望者、県内での新規就農希望者
▪申込み・場所・問　①は4月2日㈪から、

②は4月13日㈮から県立農業大学校
(豊後大野市　☎0974-22-7583）へ。

甲種防火管理新規講習会
▪月日：5月16日㈬・17日㈭
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪定員：200人（先着順）
▪受講料：7,500円
▪申込み・問　（一財）県消防設備安全

協会、消防局予防課、各消防署に備え
付けの申込書に記入し、4月13日㈮～
20日㈮に同協会（長浜町二丁目　☎
537-3125）へ。

危険物取扱者試験
▪日時：6月24日 ㈰　 午 前10時 ～（ 乙

種第4類のみ午後2時～）
▪場所：大分大学（大字旦野原）
▪受験手数料：甲種…5,000円、乙種…

3,400円、丙種…2,700円
▪申込み・問　（一財）消防試験研究セ

ンター県支部、消防局予防課、各消防
署に備え付けの願書に記入し、4月
13日㈮～26日㈭に同センター（長浜
町二丁目　☎537-0427）へ。

　※4月10日㈫～23日㈪に同センター
のホームページで電子申請も可。

おおいた勤労者サービスセンター
会員募集
　中小企業等で働く人の福利厚生のた
めの事業です。月々わずかな掛け金で
余暇活動、健康、自己啓発、慶弔などの
サービスを受けることができます。
▪入会金：1人当たり300円
▪月会費：1人当たり800円
問 　（一財）おおいた勤労者サービス

センター（☎548-5500）

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪農林中央金庫大分支店
▪キクチ種苗株式会社
▪ヤクシングループ
　ヤクシン友の会
社会福祉協議会へ　
香典返し寄付
▪�大分地区　矢野肇(向原東)/福間敬之輔

(仲西町)/藤澤孝子(花高松)/荒巻孝德
(勢家町)/仲野佐代子(青葉台)/大塚正
士(豊饒)/福多幸生(萩原)/橋本好生(新
川町)/安部芳正(にじが丘)/得丸健一
(明野南)
▪�鶴崎地区　髙橋裕（家島）/筒井啓仁(下

徳丸)/橋本奎子(猪野)/若杉カヨ子(三
佐)/阿部一也(小池原)/河村純子(三佐)/
安達五(松岡)/村上弘明(広内)/三浦初
美(三佐)/吉田守(松岡)
▪�大在地区　仲摩江美(志村)/吉岡和弘

(汐見)/中西靖雄(曙台)
▪ 坂ノ市地区　林洋子(細)
▪�大南地区　成松勇人(高江中央)/竹下信

子(下判田)
▪�稙田地区　佐々木俊一(ふじが丘)/堤公

一(田尻グリーンハイツ)/秦実雄(敷戸
北町)/神屋克彦(ふじが丘)/佐藤嘉久生
(国分)
▪�佐賀関地区　姫野隆則(佐賀関)/江藤和

彦(白木)/井上ハルエ(佐賀関)/島村豊
美(白木)/相澤栄一(一尺屋)/髙橋金一
郎(佐賀関)
▪�市外　後藤正幸(大東市)/高橋祥子(東

村山市) /的石淳一(横浜市)
 以上2月15日受付分まで

善意の泉（敬称略）
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市美術館「アートカレッジ」
▪日時：6月～11月の第1木曜日（全6

回）　午後1時30分～3時
▪内容：展覧会の解説、作品鑑賞など
▪定員：50人(多数時は抽選)
▪受講料：200円（資料代）※鑑賞があ

る場合は別途観覧料が必要
▪申込み・場所・問　往復はがきに、教

室名、代表者の住所・電話番号、参加
者全員の氏名を記入し、4月1日㈰～
30日㈪〈消印有効〉までに市美術館

（ 〒870-0835　 大 字 上 野865番 地　
☎554-5800）へ。

普通救命講習
▪月日・場所：毎月9日…中央消防署、

毎月19日…東消防署、毎月29日（31
年2月は28日）…南消防署
▪時間：午前9時～正午
▪講習内容：心肺蘇生法、AED（自動体

外式除細動器）の使用方法など
▪申込み：電話で、開催日の1カ月～1

週間前に各消防署へ。
問　中央消防署（☎532-2108）、東消

防署（☎527-2721）、南消防署（☎
586-1230）

長崎帆船まつり日帰りバスツアー
▪月日：4月20日㈮・21日㈯・22日㈰
▪内容：長崎港で開催される帆船まつ

りとペンギン水族館の見学など
▪集合場所：要町貸切バス駐車場　
▪定員：各49人（先着順）　※最少催行

人数は各35人
▪参加料：大人6,800円、小学生以下

4,800円
▪申込み・問　電話で、4月2日㈪午前9

時から長崎国際観光コンベンション
協会（☎095-823-7423）へ。

第21回市近郊小学生陸上記録会
▪日時：5月13日㈰　午前9時30分～
▪場所：市営陸上競技場
▪対象：市内および近郊の小学生
▪参加料：1人600円（リレーは1チー

ム1,200円）
▪申込期限：5月1日㈫
▪その他・問　種目など詳しくは、市陸

上競技協会ホームページをご覧にな
るか、同協会（☎558-0613）へ。

無料

街のホット情報

市営陸上競技場の教室
①らく楽卓球教室
▪日時：4月～7月の月曜日（全11回）　

午前の部　午前10時～正午、
　午後の部　午後1時～3時
▪参加料：各4,400円(保険料含む)
②はじめての卓球教室
▪日時：4月～7月の金曜日（全12回）
　午前の部　午前10時～正午、
　午後の部　午後1時～3時
▪参加料：各4,800円(保険料含む)
③はじめてのヨガ教室
▪日時：4月～9月の金曜日（全17回)　

午前10時30分～正午
▪参加料：6,800円(保険料含む)
▪対象：①②60歳以上　③50歳以上
▪定員：①②各15人　③20人　（先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、4月1日㈰

～6日㈮に市営陸上競技場(☎558-
0613)へ。

産業活性化プラザセミナー
「一人でできる時間管理術2018」
▪日時：5月16日・23日（ 水 曜 日・全2

回）　午後6時30分～8時30分
▪講師：首藤 浩氏（株式会社あいるコ

ンサルティングファーム　代表取締
役）
▪定員：45人(先着順)
▪受講料：200円(資料代)
　※交流会参加者は各回別途300円
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
（J:COM ホルトホール大分2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、4月
1日㈰～5月11日㈮に同プラザ(☎
576-8879)へ。

水中運動で気軽に健康づくり！
アクアフィットネス講座
▪日時：6月7日・14日・21日・28日、7月

5日、12日（木曜日・全6回）　午後3
時～4時
▪対象：市内に居住・通勤している18

歳以上の人　※高校生は不可
▪場所：南大分温水プール
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪申込み・問　南大分体育館に備え付

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、4月30日㈪
までに同体育館（☎546-7010）へ。

　※市ホームページで電子申請も可。

おおいた人とみどりふれあい
いちを開催しています
▪期間：5月6日㈰まで
▪時間：午前10時～午後5時
▪場所：平和市民公園　多目的広場
▪主な催し
◎ ふれあい朝市（野菜）　4月7日・14

日・21日、5月5日（土曜日）　午前10
時～

◎ 庭師の剪定講習会　4月6日㈮・26日
㈭、5月2日 ㈬　 午 前11時 ～、4月21
日㈯　午後1時～

◎ セリ市　4月8日、5月6日（日曜日）　
午前11時～
▪その他・問　庭園の展示や庭木・花の

苗などの販売、ふれあい茶会などを行
います。詳しくは、公園緑地課（☎537-
5975）へ。

第1回ふれあい歴史体験講座
「勾玉作り」
▪日時：4月21日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：250円（材料費）
▪持参品：ビニール袋3枚、雑巾、マスク
▪申込み・場所・問　電話で、4月4日㈬

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

アートプラザ
「ワイヤークラフト教室」
▪日時：5月14日・28日、6月11日・25日、

7月9日・23日（月曜日・全6回）　午後7
時～8時30分
▪対象：高校生以上の初心者
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪参加料：9,000円（材料費）
▪講師：S

ス

e p
プ レ ー ル

laire　沖 美紀氏
▪申込み・場所・問　電話で、5月4日

㈮午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

催 し催　し催 し

講座・教室・講習会

暮らしの情報
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