
上級救命講習
▪日時：12月18日㈯　午前8時30分～

午後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：東消防署3階　講堂（東鶴崎）
▪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：40人（先着順）
▪申込み・問　電話で、11月1日㈪～12

月8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。

冬休みキッズ
米粉料理教室
▪日時：12月27日㈪　午前10時～午

後1時
▪場所：公設地方卸売市場　管理棟1

階調理実習室
▪対象：5歳～小学生の子どもとその

保護者
▪定員：8組（多数時は抽選）
▪参加料：1人500円（材料費）
▪申込み・問　農政課（本庁舎8階）また

は各支所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、11月26日㈮〈必着〉までに同課（☎
537-7025）へ。

さわやかスポーツ教室
◎初心者硬式テニス教室
▪日時：4年1月8日～2月12日（毎週土

曜日・全6回）　午後1時30分～3時
30分
▪定員：15人程度（多数時は抽選）
▪受講料：1,500円
▪申込み・場所・問　南大分体育館（豊

饒一丁目）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、11月30日㈫〈必着〉までに
同体育館（☎546-7010）へ。

市民ボランティアによる
チューリップの球根植え付け
▪日時：11月21日㈰　午前10時～
　※小雨決行、雨天時は11月23日㈫に

延期
▪場所：おかばる花公園（大字横尾）
問　岡原花咲かそう会 木津（☎520-

2764）

無料

街のホット情報06

無料

男女共生セミナー
「性被害に遭った小3のあの日

～性暴力被害者の闘いと回復～」
▪日時：11月27日㈯　午前10時～11

時30分
▪講師：工藤 千恵氏（性暴力サバイバー）
▪定員：25人（先着順）
▪その他：託児あり（要予約）
▪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、11月1
日㈪～22日㈪に男女共同参画セン
ター（たぴねす）〈コンパルホール2
階　☎574-5577〉へ。

海部古墳資料館の講座
①「勾玉作りに挑戦」
▪日時：12月5日㈰　午前10時～正午
②「はにわ作りに挑戦」
▪日時：12月19日㈰　午前10時～正午
▪対象：親子と一般（①は小学4年生以

下、②は小学3年生以下は要保護者
同伴）
▪定員：各15人（先着順）
▪参加料：①300円　②280円
▪申込み・場所・問　電話で、①は11月

1日㈪～12月4日㈯　②は11月1日
㈪～12月18日㈯に海部古墳資料館

（大字里　☎524-2300）へ。

情報学習センターの各種教室
①はじめてのパソコン操作
▪日時：12月6日・13日・20日（月曜日・

全3回）　午前10時～正午
②女性のためのはじめてのPowerPoint
▪日時：12月21日㈫　午前10時～正午
▪対象：大人
▪定員：各15人（いずれも先着順）
▪受講料：①900円　②300円
▪申込み・場所・問　直接または電話、

E メールで、住所、氏名、電話番号、教
室名を、①11月22日㈪　②12月7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。

バサジィ大分
市民無料観戦DAY
▪対象試合：12月5日㈰　午前11時～　

ボアルース長野戦
▪招待数：200人（多数時は抽選）
▪場所：サイクルショップコダマ大洲

アリーナ（青葉町）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

バサジィ大分のホームページをご覧
になるか、㈱大分スポーツプロジェ
クト（☎574-5100）またはスポーツ
振興課（☎537-5979）へ。

ふれあい歴史体験講座
①「土の鈴作り」
▪日時：11月20

日㈯　午前9
時30分～、午
後2時～

②「和凧作り」
▪日時：12月11日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：①各30人　②各20人（先着順）
▪受講料：①80円　②270円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、①は11月

6日㈯午前9時から、②は11月27日
㈯午前9時から歴史資料館（大字国
分　☎549-0880）へ。

美術館の講座
①「水引でつくろう　めでた飾り」
▪日時：12月18日㈯　午後1時30分～

3時30分
②川瀬巴水関連イベント
　「新版画ポストカードを作ろう！」
▪日時：4年1月29日㈯・30日㈰　午後

1時30分～4時
▪定員：①20人　②各10人（いずれも

多数時は抽選）　※小学生以下保護
者同伴
▪参加料：制作者1人につき　①500円　

②1,000円（高校生以上は、別途本展
団体観覧料が必要、年間パスポート
使用可）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、参

加者全員の氏名・年齢、代表者の住
所・氏名・電話番号、制作人数、講座名
を記入し、①11月15日㈪　②12月6
日㈪までに市美術館（〒870-0835　
大字上野865　☎554-5800）へ。

講座＆教室05

大分市災害時多言語通訳サービス（Oita City Multilingual Disaster Distress Call Center）
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無料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。（Oita City provides free interpreting services via a call center for foreign residents and tourists. Please refer to 
Oita City homepage for further details.） 問　国際課（☎537-5719）
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木で遊ぼう
「第1回大分市木育フェス」

　「木のぬくもり・やさしさに触れよう」
をテーマに親子で楽しめる木のおも
ちゃ遊び体験などを用意しています。
▪日時：11月27日㈯　午前10時～午

後4時（午前9時30分開場）
▪場所：お部屋ラボ 祝祭の広場
問　林業水産課（☎537-5783）

第39回暴力絶滅
おおいた市民大会
▪日時：12月4日㈯　午前11時～午後

1時
▪場所：お部屋ラボ 祝祭の広場
▪内容：決起大会、街頭啓発活動
問　生活安全・男女共同参画課（☎537-

5997）

コンサート「i
イ マ ー ジ ュ

mage l
ラ

a p
プ リ ュ ム

lume」
▪日時：12月22日㈬　午後6時30分～

8時（午後6時開場）
▪定員：600人（先着順、全席自由）
▪料金：一 般 … 2,500 円、小 中 高 生 …

1,500円　※未就学児は入場不可
▪出演：羽

は け た

毛田 丈
た け ふ み

史氏（ピアノ）、宮本 
笑
え み り

里氏（ヴァイオリン）ほか
▪その他・場所・問　チケットは、J:COM

ホルトホール大分1階（☎576-8877）
で販売中。

コンパルホール
映画上映会
▪日時：4年1月8日㈯　午前10時～
　9日㈰　午前9時30分～（両日30分

前開場）
▪場所：コンパルホール1階　文化ホー

ル
▪上映作品：「麦秋」「東京物語」「彼岸

花」「秋刀魚の味」　※両日同じ
▪定員：各250人（先着順）
▪料金：1,400円（1日で4作品鑑賞可

能）
▪その他：チケットはコンパルホール

で販売中。　※全席自由、日にち指定
問　コンパルホール(☎538-3700)

市美術館の展覧会
◎コレクション展「展示室2」
▪会期：11月9日㈫～12月26日㈰
▪テーマ：高橋草坪
▪主な作品：《白梅図》など
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）

おおいた人権フェスティバル
2021
▪日時：11月13日㈯　午前10時～午

後3時
▪場所：お部屋ラボ 祝祭の広場
▪内容：人権に関するクイズコーナー

やパネル展示、地震体験など
問　社会教育課（☎537-5722）

アートプラザU-40建築家展
2021
　全国から公募した40歳未満の若手
建築家による合同作品展です。
▪日時：11月16日㈫～22日㈪　午前

10時～午後6時
▪場所：アートプラザ2階   アートホール
問　アートプラザ（☎538-5000）

ジャパンラグビーリーグワン
大分キャンプ
▪期間：①コベルコ神戸スティーラー

ズ　11月18日㈭～28日㈰　②マツ
ダスカイアクティブズ広島　12月7
日㈫～13日㈪
▪場所：豊後企画大分駄原球技場、ワー

クアウト（新春日町一丁目）
▪その他・問　①市民無料招待の練習

試合〈11月20日㈯　午後1時～ 宗像
サニックスブルース戦、11月27日㈯　
午後1時～ 東京サントリーサンゴリ
アス戦〉や②ラグビークリニック〈12
月12日㈰〉を行います。見学や観戦な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、スポーツ振興課（☎537-
5979）へ。

イベント04

《白梅図》

無料

無料

「大分市立学校適正配置基本方針（案）」
についての意見を募集します
　市立学校の適正配置に関する取り組
みを進めるために策定された「大分市
立小中学校適正配置基本計画」の計画
期間が3年度末をもって終了すること
に伴い、方針（案）を作成しましたので、
市民の皆さまからの意見を募集します。
▪募集期間：11月15日㈪～12月15日㈬
▪閲覧場所：学校施設課（第2庁舎4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　応募資格や応募様式、応

募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、学校施設課（☎
537-5647）へ。

開校！大志生木こどもアート学校
ワークショップ参加者募集
▪日時：11月20日㈯・21日

㈰　午前10時～午後5時
▪場所：旧大志生木小学校
▪対象：小学生（未就学児

の場合は保護者同伴）
▪申込期限：11月10日㈬〈必着〉
▪その他・問　当日参加可能の体験型

アートスペースも行います。講座の
内容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、文化
振興課（☎537-5663）へ。

認知症サポーター養成講座
受講団体募集
▪実施日時：月～金曜日（祝日を除く）　

午前8時30分～午後5時15分
▪内容：認知症の基礎知識と認知症の

人への接し方を学習
▪対象：おおむね5人以上の団体
▪その他：会場は実施団体で用意して

ください（会場使用料などは団体負
担）。　※講師料、資料代は無料
▪申込み・問　長寿福祉課に備え付け

の申込書（市ホームページでダウン
ロードも可）に記入し、同課（第2庁
舎2階　☎537-5771）へ。

※各地域包括支援センターで申込みも可。

募　集03

無料

▲詳しくは
　こちら
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