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

問 国際課
（☎537-5719）
페이지를 참조하십시오.）

06 街のホット情報
公共職業訓練3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：3月2日㈬～8月29日㈪
▪申込期間：1月4日㈫～31日㈪
▪その他・問 訓練コース説明会を1
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。

読み聞かせ会

無料

▪日時：1月8日㈯ 午後2時～3時
▪場所：ライフパル（府内町三丁目）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問 電話で、1月7日㈮まで
に大分おはなしボランティア協会
（070-6670-0721）
へ。

税理士会の確定申告相談
▪期間：1月24日㈪～2月28日㈪
〈土 ･ 日曜日、祝日を除く〉
▪その他・問 相談は無料、書類作成は
有料です。相談場所は、南九州税理
士会大分支部ホームページをご覧く
ださい。詳しくは、1月4日㈫から同
会同支部（☎532-2974）
へ。

出張労働相談

無料

▪日時：1月27日㈭ 午後1時～4時
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
201・202会議室
▪相談内容：労働問題全般に関すること
▪相談員：弁護士、労働基準監督官など
▪その他・問 弁護士相談は事前予約
が必要です。申込方法など詳しくは、
県労政・相談情報センター（☎5323040）へ。

危険物取扱者試験準備講習会
種別
乙種

月日
2月6日㈰
13日㈰

講習内容
法令
物理化学

▪時間：午前9時30分～午後4時30分
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪その他：受講料、テキスト代が必要
▪申込み・問 申込方法など詳しくは、
（一社）県危険物安全協会のホーム
ページをご覧になるか、消防局予防
課（☎532-3199）
へ。
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若年者向け就労応援セミナー

無料

▪日時：1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
▪内容：コミュニケーション能力の向
上に関すること
▪講師：佐々木剛氏
（キャリアコンサル
タント）
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問 電話で、1月4日㈫～13
日㈭に、
商工労政課
（☎537-5964）
へ。

男女共生セミナー
「当事者が話す！性的少数者と
呼ばれる人のコト Vol.5」 無料
▪日時：1月19日㈬ 午後6時30分～8時
▪講師：奥結 香 氏〈SOGIE（LGBT）サ
ポートチームココカラ！共同代表〉
▪定員：24人（先着順）
▪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、1月4日
㈫からたぴねす（男女共同参画セン
ター）
〈コンパルホール2階 ☎5745577〉へ。

中小企業向け人材戦略セミナー
～多様な人材の活用を学ぶ～ 無料
▪日時：1月26日㈬、2月24日㈭〈全2
回〉 午後2時～4時
▪場所：J:COMホルトホール大分3階
大会議室
▪講師：高尾英正氏〈㈱ライズ代表取
締役〉
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問 電話で、それぞれ開催日
の3日前までに商工労政課（☎5375964）へ。

05

試

験

危険物取扱者試験
（乙種4類のみ）
▪日時：3月6日㈰ 午前10時～、午後
2時～
▪場所：大分大学（大字旦野原）
▪受験手数料：4,600円
▪申込み：
（一財）
消防試験研究センター
大分県支部、
消防局予防課、
各消防署
に備え付けの願書に記入し、
1月18日
㈫～27日㈭に同センターへ。
※1月15日㈯～24日㈪に同センター
ホームページから電子申請も可。
問 消防局予防課（☎532-3199）

保育のしごとセミナー

無料

▪日時：2月3日㈭ 午後2時30分～4時
30分
▪場所：サイクルショップコダマ大洲
アリーナ2階 メインアリーナ
▪対象：指定保育士養成施設の学生、保
育士資格を持ち、保育施設に就労を
希望する人
▪その他・問 事前申込みは不要です。
詳しくは、保育・幼児教育課（☎5856016）へ。

情報学習センターの教室
①はじめてのパソコン操作
▪日時：2月7日 ･14日 ･21日（月曜日・
全3回） 午前10時～正午
②はじめてのInstagram
▪日時：2月15日㈫ 午前10時～正午
③Googleサービスを利用しよう
▪日時：2月28日、3月7日 ･14日（月曜
日・全3回） 午前10時～正午
▪定員：①③15人 ②10人（先着順）
▪受講料：①③900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、①は1月24日㈪ ②は2月1
日㈫ ③は2月14日㈪までに情報学
習センター（〒870-0851 大石町
一 丁 目 ☎ 545-8616
omc@
hyper.or.jp）へ。

産業活性化プラザ開設15周年
記念事業
「高校生向け起業家
育成実践講座」
〈番外編〉 無料
▪日時：3月20日㈰ 午後2時～4時30分
▪場所：J:COMホルトホール大分3階
大会議室
▪演題：
「これからの大分を担う未来の
チャレンジャーたちへ」
▪定員：高校 ･ 大学生80人、一般20人
（いずれも先着順）
▪講師：鶴岡英明氏
〈イジゲングループ
㈱代表取締役会長〉
、鍋島佑輔氏〈イ
ジゲングループ㈱代表取締役社長〉
ほか
▪申込み・問 産業活性化プラザ
（J:COM
ホルトホール大分2階 ☎576-8879）
に備え付けの申込書に記入し、
1月4日
㈫～3月15日㈫に同プラザへ。

笑顔ひろがる折り紙教室

コンパル博覧会2022春

▪日時：1月28日㈮ 午前10時～正午、
午後1時～3時
▪定員：各12人（先着順）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、1月4日㈫
午前9時からライフパル（府内町三
丁目 ☎573-3770）
へ。

▪期間：2月25日㈮～
27日㈰
▪内容：作品展、ワーク
ショップなど
パルちゃん
▪その他・場所・問 各種催しの内容な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、コンパルホール（☎5383700）へ。

地球温暖化対策講座

無料

▪日時：1月29日㈯ 午前10時～11時
30分
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
201･202会議室
▪定員：50人（多数時は抽選）
▪その他：エコバッグ製作のため、着な
くなった T シャツまたは薄手の長袖
シャツがある人はお持ちください。
▪申込み・問 電話またはファクス、
Eメー
ルで、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電
話番号を記入し、
1月20日㈭までに環境
対 策 課（☎ 537-5758
538-3302
kankyotai5@city.oita.oita.jp）
へ。

応急手当普及員講習

無料

▪日時：2月18日㈮～20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：50人（先着順）
▪申込み・問 電話で、1月4日㈫～2月
8日㈫に消防局救急救命課（☎5324199）ま た は 中 央 消 防 署（☎ 5322108）、東消防署（☎527-2721）
、南
消防署（☎586-1230）
へ。

産業活性化プラザセミナー
無料
産学官連携講座
▪日時：3月9日㈬ 午後6時30分～8
時20分（午後6時開場）
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
セミナールーム
▪演題：
「宇宙と竹のつながり、そして、
竹由来セルロースナノファイバー事
業の現状と未来」
▪講師：西脇毅氏
〈㈱おおいたCELEENA
代表取締役 CEO〉
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問 産業活性化プラザ
（J:COM
ホルトホール大分2階 ☎576-8879）
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月4日
㈫～3月7日㈪に同プラザへ。

Compal ハルイロ Classic
「渡邊 智道 ソロリサイタル」
▪日時：3月13日㈰ 午後2時～（午後
1時30分開場）
▪場所：コンパルホール1階 文化ホール
▪料金：1,500 円（全 席
指定） ※当日券は
2,000 円（車 い す 席
は前売り券・当日券
1,000円）で、コンパ
ルホール、トキハ会館、ヱトウ南海堂
で販売します。車いす席はコンパル
ホールのみの販売です。
問 コンパルホール（☎538-3700）
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講座＆教室

ふれあい歴史体験講座
①土器作り
▪日時：1月29日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
②折り紙雛作り
▪日時：2月5日㈯ 午前9時30分～、午
後2時～
▪定員：①②各30人（先着順）
▪参加料：①300円 ②200円
▪申込み・場所・問 電話で、①は1月
15日㈯午前9時から、②は1月22日
㈯午前9時から歴史資料館（大字国
分 ☎549-0880）
へ。

中小企業のための IT 化促進
無料
セミナー & 相談会
▪日時：①2月7日㈪ 午後7時～10時
②2月19日㈯ 午後3時～6時
▪場所：①鶴崎公民館 ②稙田公民館
▪定員：各30人（先着順）
▪講師：板井悟史氏〈デジタルバンク
㈱取締役〉ほか
▪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、商
工労政課（☎585-6011）
へ。

03

イベント

市民図書館
「本の福袋」
を
貸し出します

無料

図書館員がテーマ別に選んだ3冊を、
中身が見えない福袋に入れて貸し出し
ます。
▪期間：1月5日㈬～（なくなり次第終
了）
▪場所・数量・問 市民図書館（☎5768241）と市民図書館コンパルホール
分館で合わせて200袋限定。

大友氏遺跡史跡指定20周年記念
シンポジウム
「－大友氏遺跡の
価値を知り未来につなごう－」無料
▪日時：1月29日㈯ 午後1時～4時40
分
▪場所：J:COMホルトホール大分3階
大会議室
▪内容：基調講演、パネルディスカッ
ションなど
▪定員：130人（先着順）
▪申込み・問 はがきまたはファクス、

E メールで、代表者の住所・氏名・電
話番号、
希望座席数、
参加者全員の氏
名を、
1月4日㈫～17日㈪〈必着〉
に文
化 財 課「大 友 氏シンポジウム担当」
（〒870-8504 荷揚町2-31 ☎5375682
536-0435
bunkazai2@
city.oita.oita.jp）
へ。

第27回
大分市芸能まわり舞台
▪日時：2月6日㈰ 午前10時～午後3
時30分
▪場所・チケット販売：J:COMホ ル ト
ホール大分
▪料金：前売り券1,200円、
当日券1,400
円
（全席自由）
問 社会教育課（☎537-5722）

豊後 FUNAI ミュージカル
▪日時：3月13日㈰ 午後2時～（午後
1時開場）
▪場所：J:COMホルトホール大分1階
大ホール
▪料金：一般1,500円、高校生以下500
円 ※4歳以上入場可
▪その他・問 1月15日㈯から J:COM
ホルトホール大分1階総合事務室
（☎
576-8877）
で販売。
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