
男女共生セミナー
①当事者が話す！性的少数者と呼ばれ
る人のコトvol.3
▪日時：7月20日㈯　午前10時～11時
30分
▪場所：男女共同参画センター　会議
室1（コンパルホール2階）
▪講師：奥	結香氏（ココカラ共同代表）
▪定員：30人（先着順）
②「ぼけますから、よろしくお願いしま
す。」映画上映と監督のお話
▪日時：7月21日㈰　午後1時～4時
▪場所：コンパルホール4階　視聴覚
室
▪講師：信友	直子氏（映画監督）
▪定員：70人（多数時は抽選）
▪対象：市内または由布市に居住・通学・
通勤している人
▪申込み・問　電話で、6月15日㈯から
①は7月15日㈪、②は7月7日㈰まで
に男女共同参画センター（☎574-
5577）へ。　※市ホームページで申
込みも可。無料託児あり（定員あり）。

歴史資料館
「夏休みジュニア歴史探検」
▪日時：8月1日㈭　午前9時30分～午
後3時30分
▪対象：小学4年生～中学生
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：500円
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、性別、学年、電話
番号を記入し、7月15日㈪〈消印有
効〉までに歴史資料館（〒870-0864　
大字国分960-1　☎549-0880）へ。

ゲートキーパー
養成研修会
▪月日・場所：⃝8月21日㈬…保健所6
階　大会議室　⃝8月23日㈮…稙田
市民行政センター2階　大会議室
▪時間：午後1時30分～3時45分（受付
は午後1時～）
▪定員：各100人（先着順）
▪内容：講演「地域の住民だからこそで
きる自殺予防」ほか
▪講師：関根	剛氏（県立看護科学大学
准教授）ほか
▪申込み・問　電話またはファクスで、
氏名、電話番号、希望日を、6月17日
㈪～8月19日㈪に保健所保健予防課
（☎536-2852　 532-3356）へ。

無料

無料

在宅ワーク
入門セミナー
▪日時：7月9日㈫・16日㈫　午前10時
～正午
▪場所：J:COM	ホルトホール大分4階　
408会議室
▪講師：堤	香苗氏〈㈱
キャリア・マム代
表取締役〉ほか
▪対象：在宅ワークに
関心がある、また
は在宅ワークを始めたい女性
▪定員：各50人（先着順）　
▪申込み・問　商工労政課（本庁舎9
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、
6月17日㈪から同課（☎537-5964）
へ。

高校生向け
起業家育成実践講座2019
▪日時：7月20日㈯　午前9時30分～
午後5時、21日㈰　午前9時～午後5
時（全2日）
▪講師：鶴岡	英明氏
〈イジゲン㈱CEO〉
▪定員：15人（先着順）
▪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、6月15日㈯～7月18日
㈭に同プラザ（☎576-8879）へ。

初心者狩猟講習会
▪月日：①わな猟…7月15日㈪　②第
一種・第二種銃猟…7月20日㈯・21
日㈰
▪時間：午前10時～午後4時30分　
▪場所：①県林業会館（大字古国府）
　②県猟友会会議室（顕徳町）
▪内容：法令、狩猟鳥獣の判別、猟具の
取り扱い、実技など
▪受講料：①8,000円		②各1万2,000
円
▪申込み：直接、市猟友会（顕徳町二丁
目6-13　☎538-1042）へ。　※毎週
火曜日のみ受付
▪その他・問　市内居住の農林水産物
を生産する者がわな猟を受講し、試
験に合格した場合は、市が受講料を
助成します。詳しくは、林業水産課
（☎585-6021）へ。

無料

無料

丹生温泉市民感謝デー
▪日時：7月1日㈪～5日㈮　正午～午
後9時（受付は午後8時30分まで）
▪期間中の料金：12歳以上…100円、
11歳以下…無料
▪その他：入場無料券が当たるくじ引
きもあります。
問　丹生温泉（☎522-1610）

プレミアム・ガラ・コンサート
▪日時：8月23日㈮　午後7時開演（午
後6時30分開場）
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪出演：ロベルト・フロンターリ、渡邉	
弘樹（バリトン歌手）
▪定員：1,201人（先着順、全席自由）
▪料金：大人3,000円、高校生以下
　1,500円（当日券は500円増し）
※チケットはJ:COM	ホルトホール大
分1階総合事務室などで販売中。
問　J:COM	ホルトホール大分総合事
務室(☎576-8877)

コンパルホール
映画上映会
▪日時：8月31日㈯、9月1日㈰　午前
10時～
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪上映作品：「めぐりあい」「八月の濡れ
た砂」「約束」「忍ぶ川」
▪料金：1,400円(1日フリーパス券)
※チケットは6月25日㈫からコンパル
ホールで販売
問　コンパルホール(☎538-3700)

河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス」
▪日時：8月4日～11月3日（日曜日・全
10回）　午後1時～4時
▪対象：陶芸未経験者・初心者
▪定員：16人（多数時は抽選）
▪受講料：4,110円　
▪申込み・問　はがき（1人1枚）に、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
陶芸歴を記入し、7月15日㈪〈必着〉
までに社会教育課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎537-5649）へ。
　※市ホームページで電子申請も可。

講座＆教室

大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
災害時における外国人や訪日観光客とのコールセンターを通じた通訳サービスを提供しています。 対応言語や利用方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。） 問 国際化推進室（☎537-5719）
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パッケージ
デザインコンテストの
課題商品募集
▪対象：商品パッケージのリニューア
ルや新規開発を検討する市内の中小
企業等
▪募集件数：10件程度
▪募集期限：7月1日㈪
※申込方法など詳しくは、商工労政課
（☎585-6011）へ。

市民図書館夏休みイベント
(☎576-8241)

◎夏の星座と工作
▪日時：7月20日㈯　午後7時～9時
▪場所：市民図書館2階　会議室
　(J:COM	ホルトホール大分内)
▪対象：小学生（保護者同伴）
▪定員：15人（先着順）
▪参加料：500円（教材費）
◎電気を学ぼう!!
▪月日：7月23日㈫、8月7日㈬
▪時間：午前10時30分～正午
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
201・202会議室
▪対象：小学4年生～中学1年生
▪定員：各25人(先着順)
◎新聞紙でエコバッグ作り
▪日時：7月29日㈪　午前10時30分～
正午
▪場所：市民図書館2階　会議室
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：15組(先着順)
▪申込み：直接または電話で、7月1日
㈪から市民図書館へ。

避難訓練コンサート
▪日時：8月19日㈪　午後2時～3時30
分（午後1時30分開場）
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪出演：陸上自衛隊第41普通科連隊
　音楽部
▪内容：演奏中に災害が発生した場合
を想定した避難訓練
▪定員：1,201人（先着順）
▪申込み・問　直接または電話で、7月
1日㈪からJ:COM	ホルトホール大
分1階総合事務室（☎576-8877）へ。

イベント

無料

無料

無料

コンパルホール合唱団員募集
◎一般の部（小学5年生以上）
▪定員：女性パート（高音・中音・低音）、
男性パート　計60人程度
▪参加料：3,500円（教材費など）
◎キッズゴスペルの部（小・中学生）
▪定員：高音・中音パート　計30人程度
▪参加料：2,500円（教材費など）
▪練習期間：9月～11月（7回程度）
▪その他：多数時はパートごとに抽選。
公演チケット代が別途必要。
▪申込み・問　往復はがきに、住所、氏
名、年齢（学生は学校名、学年）、電話
番号、希望パート名（第2希望まで）
を記入し、6月15日㈯～7月19日㈮
〈必着〉に、コンパルホール（〒870-
0021　府内町一丁目5-38　☎538-
3700）へ。

女性消防団員を募集しています
　女性消防団員は、子どもへの防火・防
災教育や応急救命の普及など幅広く活
動しています。そのような活動から得
る経験は、万一の際に家族を守ること
にもつながります。詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、消防局総務課
（☎532-2188）へ。

知的障がい児(者)
交流会参加者募集
▪日時：8月21日㈬　午前9時～正午
(予定)
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪内容：アトラクション鑑賞など
▪対象：市内に居住・通勤の知的障がい
児(者)とその家族
▪申込み・問　障害福祉課(本庁舎1階)
に備え付けの申込書に記入し、7月12
日㈮までに同課(☎537-5658)へ。

第45回大分市民音楽祭
参加団体募集
▪日時：令和2年2月23日㈰　午後1時
～
▪場所：J:COM	ホルトホール大分
　大ホール
▪対象：市内で活動する音楽団体
▪参加料：1人1,000円　
▪申込み・問　社会教育課（第2庁舎4
階）、各支所、各地区公民館に備え付
けの申込書に記入し、6月17日㈪～7
月31日㈬に同課（☎537-5722）へ。

無料

見本市の出展者募集
　大都市圏で開催される見本市の大分
市ブースに出展する中小企業を募集し
ます。
◎FOOD STYLE 2019(福岡)
▪月日：11月13日㈬・14日㈭
▪出展の対象：食品・飲料、店舗設備な
ど

◎医療と介護の総合展(大阪)
▪月日：令和2年2月26日㈬～28日㈮
▪出展の対象：医療・介護など
▪募集期限：7月26日㈮
▪事前説明会：7月5日㈮〈要申込み〉
▪その他・問　出展者は書類審査の上、
決定します。応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、商
工労政課(☎585-6011)へ。

第22回陶芸祭作品募集
①一般作品
▪応募規定：1人1点（素焼き済みのも
ので、23cm×23cm×23cm以内に
限る）
▪募集作品数：160点（多数時は抽選）
▪費用：520円（焼成料金）
▪作品持込日：10月19日㈯
②子ども作品
▪応募規定：1人1点（完成品に限る）
▪対象：中学生以下
▪作品持込日：10月27日㈰
▪持込場所：河原内くすのきホール（大
字河原内）　※事前申込が必要です。
▪申込み・問　はがき（1人1枚）または
ファクス、Eメールで、①は住所、氏
名、年齢、電話番号を記入し、7月31
日㈬〈必着〉まで、②は住所、氏名、年
齢、学校、学年、電話番号を記入し、9
月13日㈮〈必着〉までに社会教育課
（〒870-8504　荷揚町2-31
　☎537-5649　 532-8102
　 syakaikyoiku@city.oita.oita.jp）
へ。

募　集

無料
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暮らしの情報 ▲


