
▪ 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。

上級救命講習
▪日時：6月19日㈯　午前8時30分～

午後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：中央消防署4階　講堂（舞鶴

町）
▪内容：心肺蘇生法、AEDの使用方法、

傷病者管理、搬送法など
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　電話で、5月15日㈯～6

月11日㈮に消防局救急救命課（☎
532-4199）または中央消防署（☎
532-2108）、東消防署（☎527-
2721）、南消防署（☎586-1230）へ。

子ども講座１
「ぷよぷよ水ビーズぱふぇ」
▪日時：6月26日㈯・27日㈰　午後1時

30分～3時30分
▪場所：チャイルドハウス（市美術館そ

ば）
▪内容：透き通ったカラフルな水ビー

ズを使用して夏のデザートをイメー
ジした作品作り
▪対象：未就学児～中学生とその保護

者
▪定員：各20人（多数時は抽選）
▪料金：500円
▪応募期間：5月15日㈯～31日㈪〈消

印有効〉
▪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、市
美術館（☎554-5800）へ。

家族で楽しもう！
ラベンダー教室
▪日時：6月26日㈯午前10時～27日㈰

午後1時30分（1泊2日）
▪内容：ハーブクラフトとラベンダー

刈り取り体験、星空観察など
▪対象：市内・豊後大野市大野町居住の

家族またはグループ
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：1人2,530円（食事、シーツク

リーニング代など）　※別途ハーブ
クラフト、ガーデニング教室材料費
1セット各500円必要
▪申込み・場所・問　電話で、5月15日㈯

～6月12日㈯正午にのつはる少年自
然の家（大字荷尾杵　☎589-2212）
へ。

講座＆教室04

無料

ふれあい歴史体験講座  土笛作り
▪日時：6月5日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪受講料：80円（材料費）
▪持参品：古タオル1枚
▪申込み･場所･問　電話で、5月22日

㈯午前9時から歴史資料館（☎549-
0880）へ。

コロナ禍の集中労働相談会
▪日時：5月16日㈰～18日㈫
　午前8時30分～午後8時
　※16日㈰は午前9時～午後6時
▪場所：県雇用労働政策課（県庁舎本館

7階）
▪相談内容：労働問題に関すること
▪その他・問　予約不要。電話による相

談は県労政・相談情報センター（携帯電
話用ダイヤル〈☎532-3040〉またはフ
リーダイヤル〈☎0120-601-540〉）へ。

無料人権なんでも相談所
▪日時：5月25日㈫　午前10時～午後

3時
▪場所：南大分公民館
▪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
▪相談員：人権擁護委員
問　大分地方法務局（☎532-3161）

公共職業訓練7月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識

と技能を6カ月間で習得
▪受講期間：7月7日㈬～4年1月31日㈪
▪申込期限：5月31日㈪
▪その他・問　訓練コース説明会を5月

18日㈫に行います。詳しくは、大分職
業能力開発促進センター〈ポリテク
センター大分〉（☎529-8615）へ。

3年度県調理師試験
▪日時：10月30日㈯　午後1時30分～

3時30分
▪申請書配布場所：保健所保健総務課
▪配布期限：6月4日㈮まで
▪その他・問　申請方法など詳しくは、
（公社）調理技術技能センターのホー
ムページをご覧になるか、同センター

（☎03-3667-1815）へ。

街のホット情報05

無料

卓球教室
▪期間：①5月24日～6月28日（月曜日・

全4回）、②5月25日～6月29日（火曜
日・全6回）、③5月21日～6月25日

（金曜日・全5回）　午前10時～正午
▪定員：①7人　②6人　③5人（いずれ

も先着順）
▪受講料：①1,600円　②2,400円　③

2,000円（傷害保険料含む）
▪申込み・場所・問　電話で、5月16日㈰

から市営陸上競技場（西浜　☎558-
0613）へ。

食品衛生責任者養成講習会
▪日時：6月28日㈪　午前9時30分～

午後4時30分（午前9時受付開始）
▪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1万円（食品衛生

協会員は6,000円）を添えて、6月1日
㈫～4日㈮に直接、市食品衛生協会

（荷揚町6-1　保健所2階　☎532-
0010）へ。

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪菱甲産業株式会社
▪�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　
篤志寄付
▪深草洋介（由布市）
香典返し寄付
▪�大分地区　堤正子（高城南町）/太田寿恵
（長浜町）/藤谷泰文（岩田町）/丹生千代子
（金池南）
▪�鶴崎地区　帆玉博（松岡）/長松素子（三

佐）/渡邉範幸（公園通り）
▪�大在地区　後藤芳正（花江川）
▪�坂ノ市地区　小柳 三（坂ノ市南）
▪�大南地区　亀島今朝夫（中戸次）/古屋照

美（中戸次）
▪�稙田地区　和田由美子（寒田南町）
▪�佐賀関地区　藤澤由美子（佐賀関）/中村

誠（佐賀関）/幸清子（佐賀関）/船瀬 弘
（馬場）/中原敬子（志生木）
▪野津原地区　和田 春（上詰）
 以上３月31日受付分まで

善意の泉06 敬称略
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「一日脳ドック」受診者募集
▪対象：国保に1年以上加入し、国保税

完納世帯の満34歳～74歳の人。　※
40歳以上の人は特定健康診査受診
前に申し込んでください。
▪受診場所：県地域成人病検診センター
（大字宮崎）、三愛総合健診センター
（大字市）、県厚生連健康管理センター
（別府市）
▪定員：150人（先着順）
▪自己負担金：18,080円
▪申込み：国民健康保険被保険者証と

特定健診受診券（40歳～74歳）を持
参し、6月15日㈫から国保年金課（本
庁舎2階③番窓口）または各支所、本
神崎・一尺屋連絡所へ。
問　国保年金課（☎537-7175）

大分市まちづくり自治基本条例
検討（市民）委員を公募します
▪対象：市内に居住する18歳以上の平

日昼間に会議に出席できる人
※地方公共団体の議員・市職員を除く
▪募集期限：6月11日㈮
▪任期：7月～4年3月（予定）
▪定員：2人以内
▪選考方法：小論文
▪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、企
画課（☎537-5603）へ。

My firstのうがくどう
～ママと赤ちゃん
初めての能楽堂～を
開催します
　「和」を通じて親と子、ママとママの

「輪」をつなぐ場として、日本の昔ばな
し読み聞かせと和菓子などを楽しむお
茶会を開催します。
▪開催日：6月24日㈭　午前10時～11

時30分（午前9時30分受付開始）
▪対象：3歳以下の子どもとその保護者
▪定員：25組（先着順）
▪料金：1,500円
▪募集期間：5月20日㈭午前10時～6

月3日㈭午後5時
▪その他・場所・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、平和市民公園能楽堂（牧緑町　☎
551-5511）へ。

イベント03

大分市屋外広告物条例等の
改正方針（案）についての
意見募集
　近年、老朽化等による屋外広告物の
落下等の事故が発生しており、全国的
にも屋外広告物の安全性の確保が問題
となっていることから、大分市屋外広
告物条例等の改正方針（案）を公表し、
市民の皆さんから意見を募集します。
▪対象：次のいずれかに当てはまる人
　◦市内に住所を有する人　◦市内に

事務所または事業所を有する個人お
よび法人その他の団体　◦市内の事
務所または事業所に勤務する人　◦
市内の学校に在学の人
▪募集期間：5月17日㈪～6月16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、J:COM ホ ル ト ホ ー ル 大 分1 階　
まちづくり情報プラザ、市ホームペ
ージ
▪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、まちなみ企画課（☎537-
5968）へ。

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：大分エコライフプラザ事

務局にて抽選。　※当選者には同事
務局から電話で連絡します。
▪休館日：毎週月曜日
▪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。5月25日㈫から6月6日㈰
正午までに、直接大分エコライフプ
ラザ（☎588-1410）へ。

戦没者慰霊巡拝
参加者募集
　厚生労働省では、ミャンマー、トラッ
ク諸島、フィリピン、硫黄島等への戦没
者慰霊巡拝を10月下旬から実施しま
す。関係遺族で参加を希望する人は、福
祉保健課（☎537-5737）へ。

無料

海部古墳資料館
「はにわ作り」参加者募集
▪日時：6月13日㈰
　午前10時～正午
▪定員：12人（先着順）
▪参加料：280円
▪持参品：古タオル、テ

ィッシュ箱サイズの箱、ラップの芯
▪その他：小学 3年生以下は要保護者

同伴
▪申込み・場所・問　電話で、5月15日

㈯～6月12日㈯に海部古墳資料館
（大字里　☎524-2300）へ。

産業活性化プラザ
「創業支援ルーム」入居者募集
▪募集期限：6月25日㈮
▪対象：個人や会社を設立して事業を

開始しようとする人や事業開始後5
年未満の人など
▪面積・空室数・部屋代（月額）：◦約28㎡
〈3室〉…25,980円　◦約14㎡〈1室〉…
13,200円　◦約5㎡〈3室〉…4,920円
▪その他：電気代などは、別途実費負

担。入居者は専門家による経営相談
などが受けられます。

※入居条件、入居審査などがあります
ので、申請前に起業内容などを相談
してください。
問　産業活性化プラザ（☎576-8879）

はじめての手話講座受講生募集
日程 時間

コース1
7月6日・13日・20日・
27日、8月3日

（火曜日・全5回）

午前9時
15分～
10時45分

コース2
10月15日・22日・
29日、11月5日・12日

（金曜日・全5回）

午後7時
15分～
8時45分

コース3
4年1月22日・29日、
2月5日・19日・26日

（土曜日・全5回）

午後1時
15分～
2時45分

▪場所：コンパルホール
▪対象：おおむね15歳以上の手話を初

めて習う人や初心者
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪受講料：無料　※テキスト代のみ別

途1,000円程度必要
▪申込期限：6月14日㈪〈必着〉
▪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、障
害福祉課（☎537-5785）へ。

募　集02
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