
情報学習センターの各種教室
①はじめてのインターネット
▪日時：11月2日㈫・9日㈫　全2回　午

後2時～4時
②親子のはじめてのロボットプログラ
ミング
▪日時：11月3日㈬　午前10時～正午　
③親子のはじめてのScratchプログラ
ミング
▪日時：11月3日㈬　午後2時～4時
▪対象：①パソコンの基本操作ができ

る人　②③パソコンの基本操作（文
字入力、マウス操作）に慣れている小
中学生とその保護者
▪定員：①15人　②③各10組（先着順）
▪受講料：①600円　②③大人300円 

子ども200円
▪申込み・場所・問　電話またはE メー

ルで、①は10月19日㈫　②③は10
月20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。

応急手当普及員講習
▪日時：11月13日㈯・14日㈰・15日㈪〈全

3回〉　午前8時30分～午後5時15分
▪場所：消防局4階　講堂（舞鶴町一丁

目）
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　電話で、10月1日㈮～11

月4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。

文化・芸術講座
「幸せを呼ぶ実」ブッダナッツ
アレンジメント
▪日時：11月28日㈰　午後1時30分～

3時30分
▪講師：松成 絵美

氏
▪定員：15人（多数

時は抽選）
▪参加料：2,200

円
▪申込み・場所・問　

往 復はがきに、
参加者全員の氏名、代表者の住所・電
話番号、講座名を記入し、10月20日㈬

〈消印有効〉までに市美術館（〒870-
0835　大字上野865　☎554-5800）
へ。

無料

ふれあい歴史体験講座
①紙かご作り
▪日時：10月23日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
②勾玉作り
▪日時：11月13日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：①各20人　②各30人（いずれ

も先着順）
▪参加料：①150円　②270円
▪申込み・場所・問　電話で、①は10月

9日㈯、②は10月30日㈯午前9時か
ら歴史資料館（大字国分　☎549-
0880）へ。

産業活性化プラザのセミナー
（☎576-8879）
◎「実践ビジネスプラン〈秋季〉講座
2021」
▪日時：11月4日・18日（木曜日・全2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
▪内容：11月4日…『事業計画の作り

方』～もうかるしくみの作り方～、
11月18日…『資金計画の作り方』～プ
ランニングから調達まで～
▪講師：岩﨑 美紀氏（中小企業診断士）
▪定員：各20人（先着順）
▪申込み・問　産業活性化プラザに備

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、10月1
日㈮～11月2日㈫に同プラザ（J:COM 
ホルトホール大分2階）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&心
理士による講座
▪日時：11月23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：市内に居住するひとり親家庭

の親子　※参加できる児童（小学生
～18歳）は1世帯2人まで
▪定員：8組（多数時は抽選）
▪参加料：500円
▪その他：保護者の人は講座がありま

す。詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、子育て支援課へ。
▪申込み・問　直接または電話で、10

月20日㈬までに子育て支援課（☎
537-5619）へ。

無料

平和市民公園能楽堂
「今昔響舞」
▪日時：12月4日㈯　午後1時～　※正

午開場
▪料金：S席4,400円、A席3,850円
　※当日券は500円増、全席指定・未就

学児は入場不可
▪その他・場所・問　前売券は、平和市

民公園能楽堂、トキハプレイガイド、
ローソンなどで販売。詳しくは、平
和市民公園能楽堂（☎551-5511）へ。

能楽の祭典
▪日時：4年1月23日㈰　午後1時～4

時30分
▪内容：「こども能楽教室」発表会、狂言
「寝音曲」、能「善界～白頭～」ほか
▪料金：S 席6,600円、A 席5,500円、B

席4,400円　※平和市民公園能楽堂
などで販売
▪場所・問　平和市民公園能楽堂（牧緑

町　☎551-5511）

女性向け就労応援セミナー
▪日時：10月14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
▪演題：「在宅ワークの基礎から実践へ

向けて」
▪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、10月13日㈬ま

でに商工労政課（☎537-5964）へ。

第3回消費生活プチセミナー
「お金のことを親子で学ぼう！
お買いものビンゴゲーム」
▪日時：10月23日㈯　午前10時～正

午、午後1時30分～3時30分
▪講師：県金融広報アドバイザー、消費

生活相談員
▪対象：市内に居住する小学生とその

保護者
▪定員：各8組（先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、10月1日

㈮午前9時からライフパル（☎573-
3770）へ。

講座＆教室05

無料

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다언어 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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のつはる少年自然の家の
イベント
①秋のファミリーパーク
　～彩りの森に出かけよう～
▪日時：11月6日㈯午前10時～7日㈰

午後1時30分
▪内容：紅葉ウオーキング、野外調理、

星空観察など
※別途工作・野外調理材料費として1

セット500円必要
②家族ふれあいDay2021～家族で楽し

もう！星空観察＆ミニ門松づくり～
▪日時：12月11日㈯午前11時～12日

㈰午前11時
▪内容：天体観測、ミニ門松作りなど
※別途工作材料費として1セット200

円必要
▪対象：市内または豊後大野市大野町

居住の家族またはグループ（②は中
学生以下の子どもを含む家族〈グ
ループ不可〉）
▪定員：各60人（多数時は抽選）
▪参加料：①2,530円　②1,850円（食

事代、シーツ代など）
▪申込み・場所・問　電話で、10月1日

㈮～①は10月22日㈮正午までに、②
は11月12日㈮正午までに、のつはる
少年自然の家（大字荷尾杵　☎589-
2212）へ。

歴史資料館第39回特別展
「源氏物語と大友吉統」
▪会期：11月6日㈯～12月19日㈰
▪開館時間：午前9時～午後5時（入館

は午後4時30分まで）
▪休館日：11月8日㈪・15日㈪・22日

㈪・24日㈬、12月7日㈫・13日㈪
▪観覧料：大人210円、高校生100円、

中学生以下および身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
提示者とその介護者は無料
▪特別展解説講座：◦日時…11月14日

㈰　午後2時～　◦定員：30人（先着
順）　◦申込方法…電話で、10月23
日㈯午前9時から受付。
▪場所・問　歴史資料館（大字国分　☎

549-0880）

第24回陶芸祭
◎陶芸作品展示
▪日時：10月10日㈰　午前9時～午後2

時
◎企画体験講座
▪期間：10月8日㈮～10日㈰
※応募方法など詳しくは、市ホームペー

ジをご覧ください。
▪場所：河原内陶芸楽習館、河原内くす

のきホール
▪内容：陶芸作品の展示会、陶芸の体験

コーナーなど
問　社会教育課（☎537-5649）

水素利活用シンポジウム
▪日時：11月4日㈭　午後1時30分～4

時（午後1時開場）
▪場所：コンパルホール3階　多目的

ホール
▪内容：基調講演、パネルディスカッ

ションなど
▪定員：150人程度（多数時は抽選）
▪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、環
境対策課（☎537-5758）へ。無料託
児を希望する場合は、10月15日㈮ま
でに電話連絡をお願いします。

第5回おおいた自主映画祭
▪日時：11月23日㈫　午後1時30分～
（午後1時開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階　

大ホール 
▪内容：全国各地の様々なジャンルの

自主映画作品を放映
▪対象：4歳以上
▪定員：600人（先着順）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

おおいた自主映画祭実行委員会（☎
090-9483-6580）へ。

コンパルホール開館35周年
記念コンサート「音楽劇スタイル
クリスマス・リーダーズシアター」
▪日時：12月12日

㈰　午後2時
　（※開場は午後

1時30分）
▪料金：全 席 指 定
（前売り）2,500円

　※当日券は3,000円
▪場所・問　コンパルホール（府内町一

丁目　☎538-3700）

無料

無料

J:COM ホルトホール大分
秋の体育イベント
▪月日：10月10日㈰
▪内容：トレーニングルーム無料開放
（午前9時～午後10時）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

J:COM ホルトホール大分ホームペー
ジをご覧になるか、J:COM ホルト
ホール大分トレーニングルーム（☎
576-8883）へ。

大分トリニータホームゲーム
「大分市民招待DAY」＆
「大分市ホームタウンDAY」

　下記の試合に大分市民を無料招待し
ます。
◎市民招待DAY
▪日時：10月17日㈰　午後2時～
　ベガルタ仙台戦
◎ホームタウンDAY
▪日時：11月27日㈯　午後2時～
　横浜FC戦
▪場所：昭和電工ドーム大分
▪対象：市内居住者
▪申込み・問　詳しくは、大分トリニー

タホームページをご覧になるか、ス
ポーツ振興課（☎537-5979）へ。

美術館で音楽会
▪日時：10月30日、11月6日・13日・20

日・27日（土曜日）　午後0時30分～
1時15分、午後2時30分～3時15分
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）

大分市民のこころといのちを
守る自殺対策講演会
▪日時：11月5日㈮　

午後6時～7時45
分（午後5時30分
開場）
▪場所：J:COM ホ

ルトホール大分1
階　小ホール
▪講師：つだ つよし氏（株式会社ドリー

ムプロモーション代表）　　
▪定員：100人（先着順）
▪申込期間：10月4日㈪～15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、保
健予防課（☎536-2852）へ。

イベント04

無料

無料
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