
笑顔ひろがる折り紙教室
▪日時：1 月2 9 日 ㈮　 午 前1 0 時 ～ 正

午、午後1時～3時
▪定員：各12人（先着順）　
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、1月7日㈭

からライフパル（府内町三丁目　☎
573-3770）へ。

第32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
▪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37年4月1日以前に生

まれた県内居住の人
▪申込み・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。

人権・行政困りごと相談所
▪日時：1月14日㈭   午前10時～午後3時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪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、行政手
続・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、法務局職員
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）

介護に関する入門的研修の
受講者募集
▪月日・時間：1月23日㈯、2月6日㈯・

14日㈰・21日㈰〈全4回〉　午前9時
～午後4時
▪場所：県総合社会福祉会館（大津町二

丁目）
▪対象：家族の介護に備えたい人、資格

取得を目指す人など
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込期限：1月13日㈬
▪その他・問　研修内容や申込方法など

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。
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無料

無料

無料

第15回ふれあい歴史体験講座
「ぞうり作り」
▪日時:1月16日

㈯　 午 前9 時
30分～、

　午後2時～
▪定員：各15人
　（先着順）
▪参加料：100円（材料費）
▪持参品：はさみ、座布団など
▪申込み・場所・問　電話で、1月6日㈬

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

新卒・中途採用力
向上セミナー
▪日時：1月20日㈬　午後1時30分～4

時30分（午後1時受付）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

302・303会議室
▪対象：新卒・中途採用の求人方法につ

いて関心のある事業所 
▪定員：70人（先着順）
▪申込み・問　電話または市ホームペ

ージの電子申請で、1月15日㈮まで
に商工労政課（☎537-5964）へ。

女性のための
在宅ワーク入門セミナー
▪日時：1月26日㈫　午前10時～正午
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

302・303会議室
▪講師：渡辺 雪乃氏（HAPPY VERY代

表）
▪対象：市内に居住の在宅ワークに関

心のある女性 
▪定員：40人（先着順）
▪申込み・問　電話で、1月22日㈮まで

に商工労政課(☎537-5964)へ。

生ごみ堆肥で野菜づくり
勉強会
▪日時：2月20日㈯　午後2時～3時30

分
▪場所：稙田公民館　大研修室
▪内容：生ごみ処理容器を使った生ご

み堆肥の作り方や、生ごみ堆肥を利
用した野菜や草花の育て方を学ぶ
▪定員：19人（多数時は抽選）　
▪申込み・問　ごみ減量推進課（本庁舎

4階）または各支所に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、1月29日㈮までに
同課（☎537-5687）へ。

無料

無料

無料

第9回アートプラザ
建築キッズ絵画展
　県内の小学生を対象に公募した、「オ
リンピックスタジアム」をテーマにし
た絵画を展示します。
▪日時：1月27日㈬～31日㈰　午前10

時～午後5時　※金・土曜日は午後6
時まで
▪場所・問　アートプラザ（☎538-5000）

情報学習センターの教室
①はじめてのネットショッピング
▪日時：2月5日㈮　午後2時～4時
▪対象：パソコンを使ったインターネ

ットの基本操作ができる人
②はじめてのデジタル絵画
▪日時：2月5日㈮　午前10時～正午
▪対象：パソコン操作に慣れている人
③はじめてのパソコン操作
▪日時：2月8日㈪・15日㈪　午後2時

～4時
▪対象：パソコン未経験の人
▪定員：①③ 15人　② 10人（いずれも

多数時は抽選）
▪受講料：①②300円　③600円
▪申込み・場所・問　直接または電話、

はがき、ファクス、Eメールで、住所、氏
名、電話番号、教室名、日時を、①②は1
月22日㈮、③は1月25日㈪までに情報
学習センター（〒870-0851　大石町
一丁目3組　☎545-8616　 545-
5065　 omc@hyper.or.jp）へ。

産業活性化プラザセミナー
「円滑な事業承継のための
中小企業支援講座2021」
▪日時：2月3日・10日・17日（水曜日・

全3回）　午後6時30分～8時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪講師：県事業引継ぎ支援センター
　山中 俊弘氏、高山 由佳氏、木津 俊彦

氏
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・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、1月
4日㈪～29日㈮に同プラザ（☎576-
8879）へ。

無料
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無料

大分市災害時多言語通訳サービス（Oita City Multilingual Disaster Distress Call Center）
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。（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.） 問　国際課（☎537-5719）
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市美術館　第4期コレクション展
▪内容：展示室1「『旅』と絵画」、展示室

2前期「吉祥の絵画」、展示室3「生誕
110年　幸寿展」、展示室4「民藝・ク
ラフト・室内装飾（竹工芸の世界～生
野祥雲斎を中心に～）」
▪期間：1月6日㈬～4月5日㈪〈展示室2

前期は2月14日㈰まで〉　午前10時～
午後6時（入館は午後5時30分まで）
▪観覧料：一般…310円、高校・大学生

210円、中学生以下無料　※市美術
展の期間中〈3月5日㈮～28日㈰〉は
無料
問　市美術館（☎554-5800）

令和3年大分市成人記念集会の
開催方法を変更します
　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、1月10日㈰にJ:COM ホルトホ
ール大分で開催予定の令和3年大分市
成人記念集会は、従来の集会形式での
開催は行わず、動画の配信と「成人記念
フォトコンテスト」に開催方法を変更
しました。動画の配信日時やフォトコ
ンテストの応募票の
入手方法、応募規定
などの詳細は、市ホ
ームページをご覧く
ださい。
問　社会教育課（☎537-5722）

第44回大分市
みんなの消費者大会
▪日時：1月22日㈮　午前10時～11時

40分（午前9時30分開場）
▪場所：コンパルホール3階　多目的

ホール
▪内容：◦講演…「高齢者の健康につい

て」　◦講師…小宮 幸作氏（大分大
学医学部　呼吸器・感染症内科学講
座　准教授）
▪定員：100人（事前予約制）
▪申込み・問　電話で、1月5日㈫～15

日㈮にライフパル（☎573-3770）へ。

髙山辰雄《広場のカフェ》1977年

無料

子育てファミリー・サポート・
センター会員募集
　育児の援助を受けたい「依頼会員」
が、援助を行いたい「援助会員（20歳以
上）」に1時間当たり600円～700円を
支払って、会員同士で援助し合うシス
テムです。
▪その他：援助会員になるには、2日間

の講習会（無料）の受講が必要です。
〈次回は2月9日㈫・10日㈬で、2月2
日㈫までに申込みが必要〉
問　子育てファミリー・サポート・セン

ター（☎576-8246）

NPお母さんひろば参加者・
保育ボランティア募集
①参加者募集
▪内容：子育ての話し合いと仲間づく

り　※子どもは別室で託児（無料）
▪対象：0歳～6歳児（未就学児）の保護

者
▪定員：10人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内容：参加者の子どもの保育
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪日時：2月2日㈫・9日㈫・16日㈫・24

日㈬、3月2日㈫・9日㈫　午後1時30
分～3時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

子育て交流センター
▪申込み・問　直接または電話で、①は

1月6日㈬～15日㈮、②は1月6日㈬～
22日㈮に子育て交流センター（☎
576-8245）へ。　※1月12日㈫を除く。

おおいたアートコレクション
　現代美術、ワイヤーアート、陶芸な
ど、さまざまなジャンルのアート作品
を一堂に展示します。
▪期間：2月23日㈫～28日㈰　午前10

時～午後5時
▪場所：アートプラザ2階　アートホ

ール
▪その他・問　アーティストによるワ

ークショップ（事前申込制）も行いま
す。申込方法など詳
しくは、市ホームペ
ージをご覧になる
か、文化振興課（☎
537-5663）へ。

無料
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無料

▲詳しくはこちら

市民の意見を募集します
①「大分市公営住宅等長寿命化計画（原
案）」
▪担当課：住宅課（本庁舎6階　☎537-

5978）
②「大分市国土強靱化地域計画（改訂
案）」
▪担当課：防災危機管理課（本庁舎3階　

☎537-5664）
③「大分市自転車走行空間ネットワー
ク整備計画」（素案）
▪担当課：都市交通対策課（本庁舎7階　

☎537-5973）
④「建築物における駐車施設の附置等に
関する条例の改正に向けた方針」（案）
▪担当課：都市計画課（本庁舎7階　☎

537-5965）
⑤「アートプラザのあり方及び周辺エリ
ア整備基本構想（素案）」の公表およ
び意見を募集します
▪担当課：市美術館（☎554-5800）
▪閲覧・募集期間：①1月4日㈪～2月4

日㈭　②1月15日㈮まで　③1月24
日 ㈰ ま で　 ④1 月4 日 ㈪ ～2 9 日 ㈮　
⑤1月27日㈬まで（いずれも必着）
▪資料の閲覧場所：各担当課（⑤は市美

術館のエントランス）、情報公開室
（本庁舎7階）、各支所、市ホームペー
ジでご覧になれます。
▪その他・問　個々の意見に対する直

接の回答はしません。応募方法など
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、各担当課へ。

会計年度任用職員募集
①事務職
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
▪選考方法：事務能力試験・面接試験
▪申込期間：1月4日㈪～15日㈮ 
②保育士
▪対象：保育士資格保有者
▪選考方法：面接試験
▪申込期限：1月8日㈮
▪定員：各10人程度
▪任用期間：4月1日～4年3月31日（原

則として）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、①
は人事課（☎537-5604）、②は保育・
幼児教育課（☎585-6015）へ。
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▲詳しくはこちら
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