▪市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。

詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

ボランティアグループなどの
登録を受け付けています

2021おおいた
春の就職フェア

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。
なお、3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）

▪日時：3月10日㈬・11日㈭ 午前10
時30分～午後5時30分
▪場所：トキハ会館5階 ローズ・カト
レアの間（府内町二丁目）
▪対象：4年3月大学等を卒業予定の人
▪その他・問 事前予約優先。申込方法
など詳しくは、
（公財）県総合雇用推
進協会（☎532-8486）
へ。

相続登記等無料相談会

食品衛生責任者養成講習会

▪日時：2月2０日㈯ 午前10時～午後3
時
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールーム
▪相談内容：不動産の相続や売買など
の登記、成年後見、借金などに関する
相談
問 県司法書士会（☎532-7579）

▪日時：3月25日㈭ 午前9時30分～
午後4時30分（午前9時受付）
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪対象：食品関係営業者・従事者および
従事予定者で、調理師、栄養士などの
資格を持たない人
▪定員：100人程度（先着順）
▪申込み・問 受講料10,000円（食品
衛生協会員は6,000円）を添えて、3
月1日㈪～5日㈮に直接、市食品衛生
協会（荷揚町6-1 保健所2階 ☎
532-0010）
へ。

07
善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪第一法規株式会社
▪全国共済農業協同組合連合会
▪ふ るさと大分市応援寄附金(ふるさと納
税)へ寄付していただいた人の氏名等は、
市ホームページに掲載しています。

◎社会福祉協議会へ
香典返し寄付
▪大分地区 三浦輝子(羽田)/植木初子(王子
中町)/津野博光(上野町)/安藤誠(高崎)/荒
金惠子(明野東)/旭健一(明磧町)/柴田房
子(田中町)/後藤健次(下白木)
▪鶴崎地区

足立博文(森町)/丸山修司(松

岡)/池永洋一(広内)/溝部浩孝(皆春)
▪大在地区

都誠二(大在浜)/尾野由美(横

塚)/安部貞子(大在北)/指原隆文(大在北)/
岩本惠志(大在北)
▪坂ノ市地区 香川真也(久土)/富来高子(丹
川)/中野誠司(屋山)/大石加代子(屋山)
▪大南地区

三浦志乃(竹中)/桑原康則(中

戸次)/中村幸子(竹中)
▪稙田地区

石谷庄司(口戸)/三代善邦(寒

田)
▪佐賀関地区 神﨑幸雄(本神崎)
▪市外 後藤匡一(高松市)
以上１月３日受付分まで
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無料

点訳ボランティア養成講座
▪日時：4月15日～4年3月14日（木曜
日・全45回） 午後1時30分～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階
ボランティアルーム
▪対象：講座終了後に、点訳ボランティ
アの活動ができる市民
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：無料（テキスト代1,000円程
度は自己負担）
▪その他：3月3日㈬午後1時30分～3
時に行う事前説明会に必ず参加して
ください。
（要申込み）
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
市ボランティアセンター（☎5477419）へ。

シルバー人材センター
会員募集
働く意欲のあるおおむね60歳以上
の人を募集しています。店舗の商品管
理、施設利用者の送迎、商品の配送、駐
車場管理、家事援助、剪定、草刈り、草取
りなどの仕事を提供します。
※毎月10日・20日に入会説明会を開催
します。
問 シルバー人材センター（☎5385575）

情報学習センターの各種教室

06
事業承継・事業継続計画
（BCP）
無料
に関するセミナー
▪日時：3月5日㈮ 午後4時～5時30分
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワー
21階エトワール
（高砂町）
▪対象：経営者、企業関係者など
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問 電話で、大分市工業連合
会（☎569-1234）
へ。

手話講習会
（入門）
課程

日

時

場所

4/2～9/24
県総合社会
入門 （毎週金曜日）
福祉会館
午後6時30分～8時30分（大津町）
4/1～4年3/24
県総合社会
（毎週木曜日）
福祉会館
午後6時30分～8時30分（大津町）
4/2～4年3/25
県聴覚障害
入門・
（毎週金曜日）
者センター
基礎
午前10時～正午
（大津町）
4/3～4年3/26
県総合社会
（毎週土曜日）
福祉会館
午前10時～正午
（大津町）

▪受講料：無料
（テキスト代は自己負担）
▪申込み・問 往復はがきまたはファ
クス、Eメールで、住所、氏名、電話番
号、受講希望曜日を、
3月7日㈰
〈必着〉
までに県聴覚障害者協会（〒8700907 大津町一丁目9-5 ☎5512152
5 5 6 -0 5 5 6
info@
toyonokuni.jp）
へ。

人権擁護委員制度をご存じですか
市には法務大臣から委嘱された人権
擁護委員がいます。困り事、悩み事を気
軽にご相談ください。
◦大分中央地区…石井久子、市ヶ谷洋
子、武宮陽子、河野みどり、佐藤絵里子、
中山陽介、植木義章、和田京子、岡野忠
雄 ◦明野地区…溝口晴美 ◦稙田地
区…佐藤豊、杉村幸三、池永雅典、麻生
和紀 ◦鶴崎地区…阿部三四子、寳珠
典隆、石橋紀公子、太田博子 ◦大在地
区…岡崎ケイ子 ◦坂ノ市地区…藤本
理恵 ◦大南地区…伊東祥子、廣瀬映
子 ◦佐賀関地区…上野和夫 ◦野津
原地区…工藤美智子
▪その他：相談は無料で、秘密は厳守し
ます。連絡先などは、大分地方法務局
（☎532-3368）へお問い合わせくだ
さい。

①はじめてのインターネット
▪日時：3月15日㈪・22日㈪ 午後2時
～4時
②はじめてのWord
▪日時：3月19日㈮ 午前10時～正午
③親子のはじめてのアーテックロボプ
ログラミング
▪日時：3月20日㈯ 午後2時～4時
▪定員：①②15人 ③10組（いずれも
多数時は抽選）
▪受講料：①600円 ②300円 ③大
人300円、子ども200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、
情報学習
センターホームページで、住所、氏
名、③は子どもの学年、電話番号、教
室名、日時を、①は3月1日㈪、②は3
月5日㈮、③は3月6日㈯までに同セ
ンター
（〒870-0851 大石町一丁目
3組 ☎545-8616
545-5065
omc@hyper.or.jp）
へ。

留学生と作る！
オンライン料理交流会

無料

▪日時：3月20日㈯ 午前10時～
▪内容：オンライン形式で、留学生と一
緒に外国料理を作り、交流を図る
▪定員：30組（多数時は抽選）
▪申込期限：3月5日㈮
▪申込み・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、国際課
（☎537-5719）
へ。 ▲詳しくはこちら

保護者向け
「子どものための
無料
就活サポート」
セミナー
▪日時：3月20日㈯ 午後1時30分～3
時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階
大会議室
▪対象：求職活動中または就職活動を
控えた学生・生徒の保護者
▪定員：70人（先着順）
▪申込み・問 電話で、3月18日㈭まで
に商工労政課（☎537-5964）
へ。

04
アートプラザ
アートマーケットVol.36

03
無料

▪日時：3月6日㈯
午前10時～午
後4時
▪場所・問 アー
ト プ ラ ザ（ ☎
538-5000）

05
アライグマ防除講習会

無料

▪日時：3月10日㈬ 午前9時30分～
11時
▪場所：本庁舎4階 401会議室
▪内容：アライグマの被害対策や防除
方法など
▪定員：10人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問 はがきまたはファクス、E
メールで、住所、氏名、電話番号、講習
会名を、
2月26日㈮〈消印有効〉までに
環境対策課（〒870-8504 荷揚町
2-31 ☎537-5758
538-3302
kankyotai5@city.oita.oita.jp）
へ。

大分都市広域圏
就農体験バスツアー参加者募集
▪日時：3月21日㈰ 午前9時～午後3
時（午前8時50分集合、午後3時30分
解散）
▪集合場所：旧荷揚町小学校跡地駐車
場（荷揚町）
▪内容：ピーマン（大分市）とサンクイ
ーン（津久見市）の農作業体験
▪対象：大分都市広域圏（大分市、別府
市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大
野市、由布市、日出町）で新規就農を
希望する人 ※最小催行人数5人
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪申込み・問 農政課に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、3月12日㈮までに
同課（本庁舎8階 ☎537-5628）
へ。

南大分スポーツパーク
いきいき健康講座

森林セラピー桜茶会
inおしどり渓谷参加者募集

①高齢者いきいきフィットネス講座
（前期）
▪日時：4月7日・14日・21日・28日、5月
12日・19日・26日、6月9日・16日・23
日（水曜日・全10回） 午前9時30分
～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の人
②ストレッチ講座（前期）
▪日時：5月11日・18日・25日、6月1日・
8日・15日・22日・29日（火曜日・全8
回） 午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人（高校生は除く）
▪定員：各25人程度（多数時は抽選）
▪受講料：①2,500円 ②2,000円
▪申込み・場所・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、①は3
月7日㈰、②は4月11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。

▪日時：3月28日㈰ 午前9時～11時
（午前8時30分受付）
▪場所：おしどり渓谷セラピーロード
水辺の森コース（大字上判田）
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：1,200円（ガイド料など）
▪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、イベント
名、参加者全員の氏名・年齢・性別、代
表者の住所・電話番号を、
3月15日㈪
午後5時〈必着〉までに林業水産課（〒
870-8504 荷揚町2-31 ☎5856013）
へ。
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