
「図書館で経済勉強」講座
▪日時：2月4日㈭　午後2時～3時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
201会議室
▪定員：30人（要予約）
▪申込み・問　直接または電話で、1月
15日㈮から市民図書館（☎576-
8241）へ。

屋外広告物講習会
▪日時：2月17日㈬			午前10時～午後5時
▪場所：コンパルホール3階			300会議室
▪内容：屋外広告物に関する法令の解
説など
▪受講料：2,000円（講習手数料など）
▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁舎
7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15日㈮～29日㈮に同課（☎
537-5968）へ。

シングルママ・パパ交流会
「ラフラフ」第3回交流会
子ども料理教室
▪日時：2月21日㈰　午前10時～正午
▪場所：J:COM	ホルトホール大分1階　
キッチンスタジオ
▪対象：市内居住で18歳までの児童を
扶養しているひとり親の親子
▪定員：8組（多数時は抽選）　※料理
教室に参加できる児童は1世帯2人
（3～18歳）まで　
▪申込み・その他・問　直接または電話
で、1月20日㈬～2月12日㈮午後5時
15分に子育て支援課へ。保護者の人
は講座があります。内容など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
同課（☎537-5619）へ。

森林セラピーガイド入門講座
▪日時：2月27日㈯　午前9時30分～
正午（午前9時受付）
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
201会議室（座学）、上野の森コース
（フィールド）
▪対象：森林セラピーに興味のある人
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホームペ
ージの専用フォームで、講座名、参加
者全員の氏名・年齢・性別、代表者の住
所・電話番号を2月15日㈪午後5時〈必
着〉までに林業水産課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎585-6013）へ。

無料

無料

無料

「つながり」坂東玉三郎×梅川壱ノ介
トークショー
▪日時：5月27日㈭　午後6時30分（午
後5時30分開場）
▪料金：全席指定5,000円
　※当日券は500円増となります。
　※チケットは2月2日㈫午前10時から
平和市民公園能楽堂、トキハプレイガ
イド、ローソンチケットで販売します。
▪その他：未就学児は入場不可
▪場所・問　平和市民公園能楽堂（☎
551-5511）

ふれあい歴史体験講座
①土器作り
▪日時：1月30日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪参加料：300円
　（材料費）
▪持参品：古タオル
またはぞうきん1枚
②折り紙雛作り
▪日時：2月6日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪参加料：200円（材料費）
▪持参品：はさみ、
洗濯ばさみ2個、
液体のり、持ち
帰り用の箱
▪定員：①各30人　②各20人（いずれ
も先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、1月19日
㈫から歴史資料館（大字国分　☎
549-0880）へ。

男女共生セミナー
女性の防災講座「災害時の
性被害」から目をそらさないで
▪日時：2月20日㈯　午前10時～11時
30分
▪講師：上山	容江氏（防災・環境教育ラ
ボ代表）　
▪対象：市内または由布市に居住、通
勤、通学する女性
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・場所・問　電話または市ホー
ムページ申込みフォームで、1月15
日㈮～2月15日㈪までにたぴねす
（男女共同参画センター）〈コンパル
ホール2階　☎574-5577〉へ。
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都市再生整備計画事後評価原案の
公表および意見募集
　市では、国土交通省所管の交付金を
活用し、大友氏遺跡歴史公園周辺地区
において都市再生整備計画を策定し、道
路事業などを行いました。今年度は都市
再生整備計画の最終年度にあたるため、
事後評価を実施し、意見を募集します。
▪期間：1月15日㈮～2月14日㈰〈必着〉
▪閲覧場所：まちなみ企画課（本庁舎7
階）、情報公開室（本庁舎7階）、各支
所、市ホームページ
▪その他・問　応募様式や応募方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、まちなみ企画課（☎574-
6628）へ。

第4次大分市国際化推進計画（案）
に関する意見募集
　本市の国際化推進のための指針とな
る「第3次大分市国際化推進計画」の計
画期間終了に伴い、新たに策定する「第
4次大分市国際化推進計画（案）」につ
いて意見を募集します。
▪期間：1月18日㈪～2月19日㈮
▪閲覧場所：国際課（本庁舎5階）、情報
公開室（本庁舎7階）、各支所、市ホー
ムページ
▪その他・問　応募様式や応募方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、国際課（☎537-5719）へ。

どこでもコンサート
in大南公民館
▪日時：1月29日㈮　午後6時30分～
▪場所：大南公民館　集会室
▪出演者：大分ゴスペルクワイア・グレ
イス（ゴスペル）
問　文化振興課（☎537-5663）

大分都市広域圏農林水産業就業
相談会（農業・林業・水産業）
▪日時：2月14日㈰　午後1時～4時
▪場所：コンパ
ルホール3階
▪内容：就業相
談受付、セミ
ナーなど
▪その他：事前申込不要、入退場自由
問　農政課（☎537-5628）
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大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다 언어 통역 서비스）
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。
（오이타시에서는 외국인과 방일 관광객들에게 재해발생시의 콜센터 통역 서비스를 제공 하고 있습니다. 언어와 이용 방법 등 자세한 내용은 시 홈
페이지를 참조하십시오.） 問　国際課（☎537-5719）
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「赤ちゃんの駅」登録施設募集
　乳幼児を抱える保
護者の子育てを支援
するため、外出先で
授乳やおむつ替えな
どを無料でできる施
設（赤ちゃんの駅）を
募集しています。詳し
くは、子ども企画課
（本庁舎2階）に備え付けの実施要件確認
書（市ホームページでダウンロードも可）
をご覧になるか、同課（☎574-6516）へ。

市子ども・子育て会議の
委員募集
▪対象：市内に居住する満18歳以上
で、平日昼間に開催される会議に出
席できる人（年2回程度）。　※市の
審議会などの委員は除く。
▪募集人数：2人以内
▪任期：委嘱の日～5年3月31日㈮
▪募集期間：1月15日㈮～2月5日㈮
▪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、子
ども企画課（☎574-6516）へ。

会計年度任用職員募集
①子育て支援課（☎537-5619）
▪募集職種：母子・父子自立支援員兼母
子福祉資金等貸付金償還指導員
▪業務内容：ひとり親家庭等の自立に
必要な支援、貸付金の償還指導など
②子ども家庭支援センター（☎537-
5688）
▪募集職種：家庭相談員、ケースワー
カー
▪業務内容：子どもや子育てに関する
相談の受け付け、助言、訪問など
③子育て交流センター（☎576-8740）
▪募集職種：地域子育て支援室職員、こ
どもルーム職員、ファミリー・サポー
ト・センター職員
▪業務内容：保護者の悩みなどの相談
対応など
④しらゆりハイツ（☎545-9502）
▪募集職種：少年指導員
▪業務内容：入所している少年の生活
の支援など
▪任用期間：4月1日～4年3月31日
▪申込期間：1月15日㈮～29日㈮〈必着〉
▪その他・問　受験資格や申込方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、各担当部署へ。

エスペランサ・コレジオ
学生作品発表会
　学生の作品と授業の様子などの資料
を展示します。
▪期間：1月15日㈮～17日㈰　午前9
時～午後7時〈15日㈮は午後1時か
ら、17日㈰は午後3時まで〉
▪場所：J:COM	ホルトホール大分１階
エントランスホール
問　市立エスぺランサ・コレジオ（☎
522-3415）

特定健診・健康診査を
活用してください
　2年度の受診期限は、3月31日㈬です。
受診券を紛失した人は、再発行しますの
で連絡してください。受診には受診券と
被保険者証を必ず持参してください。
　国保に加入している40歳～74歳の
人に特定健診受診券を、後期高齢者医
療制度に加入している人には健康診査
受診券を送付しています。　※年齢は
3年3月31日現在
問　国保年金課（特定健診）〈☎537-
7175〉、県後期高齢者医療広域連合
（健康診査）〈☎534-1771〉

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集
　粗大ごみとして出されたタンスやテ
ーブルなどの家具と自転車を、修理や
塗装などで再生して譲渡します。
▪対象：市内または由布市に居住する
18歳以上の人
▪抽選方法：当分の間、抽選会は開催せ
ず、大分エコライフプラザ事務局に
て抽選。　※当選者には同プラザ事
務局から電話で連絡します。
▪その他：自転車については、引き渡し
時に防犯登録料600円が必要です。
▪申込み・問　電話での申し込みはで
きません。1月26日㈫から2月7日㈰
正午までに、直接、大分エコライフプ
ラザ（☎588-1410）へ。
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住居表示案を公示します
　新川西地区、城南団地地区、ふじが丘
地区を4年1月8日㈯から新住居表示に
変更する予定です。その町界・町名変更
案を本庁舎正面玄関の掲示板に公示し
ます。
▪期間：1月15日㈮～2月14日㈰
問　市民協働推進課（☎537-7250）

空き家相談出張窓口を
開設します
▪日時：1月21日㈭　午前10時～正午、
午後1時～3時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分1階　
まちづくり情報プラザ
▪内容：空き家問題全般
▪対象：空き家の所有者や管理者、将来
空き家になる可能性がある家屋を所
有している人、近隣に空き家がある
人など
▪その他：事前予約は不要
問　住宅課（☎585-6012）

償却資産の申告は
2月1日㈪までに
　商店や工場などを経営し、事業用償
却資産を市内に所有している個人・法
人は、2月1日㈪までにその所有状況の
申告書を資産税課（第2庁舎3階）へ提
出してください。
問　資産税課（☎537-7293）

建設工事・配水管布設工事などの
入札参加資格審査申請を
受け付けます
　市や上下水道局が令和３年度に発注
する工事などの競争入札参加資格審査
申請の受け付けを行います。
①建設工事、測量・建設コンサルタント
業務など
▪受付期間：2月1日㈪～3月10日㈬
▪受付場所：本庁舎5階　503会議室
▪担当課：契約監理課（☎537-5714）
②配水管布設工事（上下水道局のみ）
▪受付期間：2月1日㈪～3月1日㈪
▪受付場所・担当課：上下水道局総務課
（城崎町一丁目　☎538-2413）
▪申請書類：競争入札参加資格審査申
請書類など
▪その他・問　詳しくは、各担当課へ。
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