
産業活性化プラザセミナー
①情報発信のいろんなカタチ！ビジネ
ス編～アニメーション・マンガ・キャ
ラクターの活用法～
▪日時：10月6日㈬　午後6時30分～8

時30分
▪講師：志賀 飛太氏〈シェアードクリ

エイション㈱代表取締役〉
②人材育成システム（3KMプログラ
ム）入門セミナー2021
▪日時：10月15日㈮　午前10時～午

後4時40分
▪講師：中川 理巳氏〈㈱ブレイド・イン・

ブラスト代表取締役〉
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪定員：各20人（先着順）
▪受講料：①無料　②1,000円
▪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は9
月1日㈬～10月4日㈪に、②は9月1
日㈬～10月13日㈬に同プラザ（☎
576-8879）へ。

文化・芸術講座　
「ステンドグラスのミニパネル作り」
▪日時：10 月 23 日

㈯　午後1時30
分～3時30分
▪講師：合原 まどか

氏
▪定員：10人（多数

時は抽選）
▪参加料：2,500円
▪申込み・場所・問
　往復はがきに、住所、参加者全員（1枚

につき2人まで）の氏名、電話番号、講
座名を記入し、9月1日㈬～20日㈪〈消
印 有 効〉ま で に 市 美 術 館（〒 870-
0835　大字上野865　☎554-5800）
へ。

お稽古サロン
「腸活と和キャンドルづくり」
▪日時：10月30日㈯　午前10時～正午
▪定員：15人（先着順）
▪参加料：3,500円
▪申込み・場所・問　電話で、9月22日

㈬午前10時～10月6日㈬午後5時に
平和市民公園能楽堂（牧緑町　☎
551-5511）へ。

ふれあい歴史体験講座
①紙かご作り
▪日時：9月18日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
②籐芯かご編み
▪日時：10月2日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各20人（先着順）
▪参加料：①150円　②550円
▪申込み・場所・問　電話で、①は9月4

日㈯午前9時から、②は9月18日㈯午
前9時から歴史資料館（大字国分　
☎549-0880）へ。

情報学習センターの教室
①はじめてのWord
▪日時：10月2日㈯　午前10時～正午
▪対象：パソコンの基本操作に慣れて

いるが、Microsoft Word を扱った
ことがない人
②はじめてのパソコン操作
▪日時：10月5日･12日･19日（火曜日・

全3回）　午後2時～4時
▪対象：パソコンを扱ったことがない

人
③年金受給者のためのインターネット
で確定申告書作成
▪日時：㋐10月27日㈬、㋑11月24日㈬　

午後2時～4時
▪対象：パソコンの基本操作ができる、

確定申告をしたい年金受給者 
▪定員：各15人（先着順）
▪受講料：①③300円　②900円
▪申込み・場所・問　電話またはEメー

ルで、①は9月18日㈯まで、②は9月
21日㈫まで、③㋐は10月13日㈬ま
で、㋑は11月10日㈬までに情報学習
センター（大石町一丁目　☎545-
8616　 omc@hyper.or.jp）へ。

ふるさとの歴史再発見講座
「民俗・文化史のコース」
▪日時：10月30日、11月6日、12月4日・

18日（土曜日・全4回）　午後2時～3
時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪参加料：300円（資料代・全4回分）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住

所、氏名、電話番号、講座名を記入し、
10月1日㈮〈消印有効〉までに歴史資
料館（〒870-0864　大字国分960-1　
☎549-0880）へ。

障がい者福祉センターの教室
　10月から開講する各種教室の受講
者を募集しています。
▪内容：◦障害者手帳などをお持ちの

人…パソコン教室、文化教室、水中運
動教室　◦一般…水中運動教室
▪募集期間：9月1日㈬～10日㈮
▪その他・場所・問　申込方法・受講料

など詳しくは、障がい者福祉センター
（☎576-8880）へ。

ハロウィンワークショップ
「ハロウィン♪かぼちゃの
お菓子入れ&ランタン」
▪日時：10月2日㈯　午後2時～4時
▪対象：小学生以上の子どもとその保

護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪参加料：400円（材料費）　
▪申込み・場所・問　電話で、9月17日

㈮午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

親子クッキング教室
▪日時：10月23日、11月27日、12月18

日（土曜日・全3回）　午前10時～午
後1時
▪場所：野津原公民館（大字野津原）
▪対象：未就学児（4歳以上）と父母ま

たは祖父母
▪定員：10組（先着順）
▪参加料：1組1回につき700円（材料

費）
▪申込み・問　電話で、9月24日㈮まで

に多世代交流プラザ（☎588-1151）
へ。

保育士の職場体験講習会
▪日時：12月までの期間中　午前9時

30分～午後1時
▪場所：市立保育所
▪対象：保育士資格を持つ人
▪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、保
育・幼児教育課（☎574-6552）へ。

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　国際課（☎537-5719）
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消費生活セミナー
「子どものゲームトラブル防止
セミナー」
▪日時：9月25日㈯　午前10時～11時

30分
▪受講形態・定員：◦ Zoom 形式…99

人　◦ライフパルにて受講…18人
（いずれも先着順）
▪申込み ･ 場所 ･問　メールで、氏名、

電話番号、受講形態を、9月1日㈬か
ら ラ イ フ パ ル（☎ 573-3770 　
siminsyohi@city.oita.oita.jp）へ。

男女共生セミナー
①大地震は必ず大分にもやってくる！
その時に後悔しない家庭の備え（防
災）
▪日時：10月2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）
▪定員：30人（先着順）
▪その他：託児あり（要予約）
②うちは「待つだけの避難所」じゃなかっ！
　住民共助による避難所運営～熊本地
震の体験から～
▪日時：10月13日㈬　午後1時～3時
▪講師：堀田 直孝氏（西原村議会議員）
▪対象：自治会長・自主防災組織の人優

先
▪定員：200人（先着順）
③女性のためのマネーセミナー　人生
100年時代～生きるには『お金』が必
用～
▪日時：10月13日・20日（水曜日・全2

回）　午後7時～8時30分
▪講師：Noriko Harada 氏（ファイナ

ンシャルプランナー）
▪対象：おおむね45歳以下の女性
▪定員：25人（先着順）
④「ぶれない自分」になる講座
▪日時：10月5日・12日・19日・26日、

11月2日（火曜日・全5回）　午後7時
～8時30分
▪講師：マックビーン 光子氏（心理カ

ウンセラー、県人権問題講師）
▪定員：24人（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　電話または市ホー

ムページの申込み専用フォームで、
①②③は9月1日㈬から、④は9月1日
㈬～15日㈬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。

無料

図書館でお月見（天体講座）
▪日時：9月18日㈯　午後7時～9時
▪対象：小・中学生とその保護者
▪定員：15組（先着順）
▪申込み・場所・問　直接または電話

で、9 月 1 日 ㈬ か ら 市 民 図 書 館（☎
576-8241）へ。

関崎海星館の講座
①秋の星座の物語
▪日時：10月2日㈯　午後2時～3時
②カンタン！星空の歩き方「秋の星座」
工作付
▪日時：10月9日㈯　午後2時～3時30

分
③天文検定講座2
▪日時：10月17日㈰　午後2時～3時
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料（天体観察込み）：①③一般…

420円、高校生…210円、中学生以下
…無料（資料が必要な場合は1部100
円）　②一般…520円、高校生…310
円、中学生以下…100円
▪申込み・場所・問　はがきに、代表者

の住所・氏名・電話番号、講座名、参加
人数を記入し、各開講日の2週間前ま
でに関崎海星館（〒879-2201　佐賀
関4057-419　☎574-0100）へ。

米粉でクッキング！料理教室
場所 月日

①コンパルホール 10月15日・22日、
11月12日（金曜日）

②稙田公民館 10月20日、
11月10日・24日（水曜日）

③鶴崎公民館 10月12日・26日、
11月9日（火曜日）

▪時間：午前10時～午後1時
▪対象：市内に居住・通勤・通学する18

歳以上の人
▪定員：①18人　②③各12人
　※いずれも多数時は抽選
▪参加料：1回500円
▪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、9月1日㈬～17日㈮
に同課（本庁舎8階　☎537-7025）
へ。

無料

高尾山、キノコの森の観察会
▪日時：10月9日㈯　午前10時～正午　

※小雨決行
▪場所：高尾山自然公園（大字横尾）
▪定員：20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、参加者全員の氏名・年齢、
代表者の住所・電話番号を、9月14日
㈫〈必着〉までに公園緑地課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5975　

538-1249　 koenryoku@city.
oita.oita.jp）へ。

コンパルホール
市民スポーツデー
▪月日：10月10日㈰ 
▪内容：①体育室無料開放（卓球・バド

ミントン）　②卓球室・トレーニング
室無料開放
▪時間：①午前9時～午後5時　②午前

9時～午後10時
▪その他：事前申込みと当日参加可の

子ども向け体験会を実施
▪場所・問　コンパルホール（☎538-

3700）

秋の美術教室
「版画すりすりポチ袋」
▪日時：10月16日㈯　午後1時30分～

3時30分
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪材料費：500円
▪その他：小学生以下保護者同伴
▪申込み・場所・問　往復はがき（1枚

につき1家族）に、参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢、代表者の住所・電

話番号、制作人数、講座名を記入し、
9月1日㈬～15日㈬〈必着〉に市美術
館（〒870-0835　大字上野865　☎
554-5800）へ。

イベント04

無料

無料

講座＆教室05
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