
おおいたデザインエイド2022 
㈱中川政七商店による

「経営とブランディング講座」
事前セミナー
▪時7月6日㈬　午後2時～3時
▪場コンパルホール3階　多目的ホール
▪講中川�政七氏　ほか
▪定150人（先着順）
▪申・▪問電話またはメールで、7月5日㈫
までに商工労政課（☎585-6011　
kougyou@city.oita.oita.jp）へ。

※市ホームページから電子申請も可。

シングルママ・パパ交流会
「ラフラフ」
◎第1回交流会　親子料理教室
▪時7月24日㈰　午前10時～正午
▪場 J:COM�ホルトホール大分1階　キッ
チンスタジオ
▪対市内に居住するひとり親家庭の親子　
※参加できる児童（5～18歳）は1世
帯2人まで
▪定8組（多数時は抽選）
▪料500円
▪他託児：無料（調理に参加できないきょ
うだい児）
▪申・▪問直接または電話で、6月20日㈪ま
でに子育て支援課（☎537-5619）へ。

保育士の職場体験講習会
▪時8月～12月の期間中　午前9時30分
～午後1時
▪場市立保育所
▪対保育士資格を持つ人
▪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。

市民後見人養成講座
▪時9月～12月（水・土曜日　全7回）　午
前9時30分～午後4時40分
▪場 J:COM�ホルトホール大分3階　福
祉関係団体活動室
▪対20歳～70歳の市民で、原則すべての
講座に参加し、市民後見人や成年後
見制度に関わろうと考えている人
▪定20人（多数時は抽選）
▪申・▪問市社会福祉協議会ホームページ
の募集要項を確認の上、同協議会（☎
547-7774）へ。

講座＆教室

無料

無料

森林セラピーKIDS!夏の友
参加者募集
▪時7月31日㈰　午前8時30分～、午前9
時30分～、午前10時30分～
▪場おしどり渓谷セラピーロード（里山
の森コース）〈大字廻栖野〉
▪対小学生とその保護者　※小学生1人
につき、保護者2人まで
▪定30組（多数時は抽選）
▪料小学生300円、保護者500円
▪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、林業水産課
（☎585-6013）へ。

ハーバード大学生との
交流会参加者募集
▪時8月8日㈪　午後2時～4時
▪場ソレイユ7階　カトレア
▪内アメリカの大学生活や将来の夢など
の話を聞き、英語を使ったワーク
ショップに参加します。
▪対市内の小学3年生～中学3年生で、�
7月16日㈯開催の事前英語講座に参
加できる人
▪定150人（多数時は抽選）
▪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、国際課（☎
537-5719）へ。

各種登録団体を募集します
①こどもエコクラブ
　生き物調査や清掃活動など、環境保
全活動に取り組む子どもたちを募集し
ています。
②市環境保全活動団体
　市内を中心に地球温暖化対策や自然
保護・観察などの環境保全活動をする
団体を募集しています。
▪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。

どこでもコンサートin
男女共同参画センター（たぴねす）
▪時6月21日㈫　午後6時30分～7時10
分（午後6時開場）
▪内出演：松本�富有樹（ギター）
▪定40人（当日先着順）
▪問文化振興課（☎537-5663）

無料

イベント
無料

プレママおしゃべり講座
参加者募集
▪時7月5日～26日（火曜日・全4回）　午
後1時30分～3時
▪場子育て交流センター（J:COM�ホルト
ホール大分2階）
▪対安定期の初妊婦（5カ月～）
▪定10人（先着順）
▪申・▪問直接または電話で、6月1日㈬か
ら地域子育て支援室（J:COM�ホルト
ホール2階　☎576-8245）へ。

路上違反広告物除却推進員
ボランティア団体募集
▪内電柱などに設置されたはり紙やはり
札、立て看板などの除去
▪対市内に居住・通勤・通学している20
歳以上で、市が開催する講習会に参
加でき、2人以上で構成されている
団体（町内会・家族・企業など）
▪申・▪問まちなみ企画課（本庁舎7階）に備
え付けの申請書（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、6月13日㈪
～7月12日㈫に同課（☎537-5968）へ。

彫刻清掃ボランティア募集
　市では、「彫刻を活かしたまちづくり
事業」の一環として、彫刻作品のメンテ
ナンス作業を行っています。ボランティ
アに参加し、まちなかにある美術作品
を身近に感じてみませんか。参加には、
事前登録が必要です。
▪申・▪問直接または電話で、公園緑地課
（本庁舎7階　☎537-5975）へ。

第5回FUNAIジュニア検定
受検者募集
▪時7月30日㈯　午前10時～11時15分
▪場市役所第2庁舎6階大研修室、稙田市
民行政センター、鶴崎公民館、南大分
中学校
▪対小・中学生
▪申期限：6月24日㈮
▪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、文化財課（☎
537-5682）へ。

会計年度任用職員募集
▪内登録制・随時募集
▪対日々雇用給食調理員
▪他勤務日：給食調理員の休暇代替とし
て、小学校から要請のある日
▪問教育総務課（☎537-5781）

無料

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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暮らしの情報

「ムッちゃん平和祭」の
千羽鶴募集
　平和市民公園ワンパク広場にある
ムッちゃん平和像に献納する千羽鶴を
募集します。　※鶴に糸を通し、フッ
クに掛けられる状態にしてください。
（長さ100cm程度）
▪申窓口：総務課（本庁舎3階）
　期間：6月1日㈬～7月29日㈮
▪問総務課（☎537-5602）

FUNAI文化遺産整備基金
寄附金募集
　府内地域の文化遺産の保存と整備、
ならびに歴史を活かしたまちづくりに
資するため、「大分城址公園整備活用事
業」・「大友氏遺跡歴史公園整備事業」に
対する寄附金を募集します。
▪内寄附金額：1件につき、1万円以上
▪申・▪問郵送、メールで文化財課、南蛮
BVNGO交流館に備え付けの申込書
（市ホームページでもダウンロード可）
を、同課（〒870-8504　荷揚町2-31　
☎537-5711　 bunkazai@city.oita.
oita.jp）へ。

本場鶴崎踊大会
「鶴崎踊」参加者募集
▪時8月20日㈯　午後7時15分～9時
▪場鶴崎公園グラウンド（東鶴崎一丁目）
▪対団体（10人以上）および個人
▪他初・中級者向けの講習会を6月5日
㈰・15日㈬・25日㈯午後7時から鶴崎
公民館で開催します。希望者は鶴崎
おどり保存会（☎527-2111）へ。
▪申・▪問大会の申込みは、鶴崎支所に備え
付けの申込用紙またははがき、ファク
スで、住所、氏名、電話番号を、6月24
日㈮までに実行委員会（〒870-0103　
東鶴崎一丁目2-3　鶴崎支所内　☎
527-2111　 521-7140）へ。

児童育成クラブの指導員
登録者募集
　児童育成クラブ（放課後などに、保護
者が就労などで昼間不在になる児童の
遊びや生活の場）で欠員が出た際など
に随時案内します（採用の決定は、各ク
ラブの運営委員会になります）。
①主任指導員
▪内勤務時間：学校登校日…4時間30分　
学校休業日…8時間
　業務内容：児童の見守りや支援など
　賃金：年収190万円程度（月収13万円
＋調整手当・賞与）�
②加配指導員
▪内勤務時間：開設時間内で就労可能な
時間　
　業務内容：主任指導員の補佐　
　賃金：時給955円
▪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、子育て支援
課（☎537-5675）へ。

少年少女手話教室の
受講生募集
▪時7月2日～9月17日（土曜日・全10回）　
※8月6日・13日を除く
　午前10時～正午
▪場コンパルホール3階　312会議室
▪対小学4年生～中学生
▪定10人（多数時は抽選）
▪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
（☎537-5786）へ。

「20歳（はたち）のつどい」
実行委員募集
▪対市内に居住または勤務・通学する新
成人（平成14年4月2日～平成15年4
月1日生まれ）で、実行委員会に継続
して出席できる人
▪時実行委員会：9月～5年1月に10回程
度開催予定（平日の夜間）
▪定10人程度（多数時は書類選考）
▪申・▪問封書またはEメールで、住所、氏
名（ふりがな）、生年月日、電話番号、
応募の動機（200字程度）を、6月30日
㈭〈必着〉までに社会教育課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-7039　
syakaikyoiku@city.oita.oita.jp）

へ。

募　集

無料

第4次おおいた男女共同参画
推進プランを策定しました
　市では、男女共同参画社会の実現を
目指し、「第4次おおいた男女共同参画
推進プラン」を策定しました。今後も
男女共同参画センター（たぴねす）を拠
点にさまざまな施策に取り組んでいき
ます。
▪問男女共同参画センター（たぴねす）〈☎
574-5577〉

「40歳総合健診」を受診しましょう
　40歳からメタボリックシンドロー
ムに着目した「特定健診」の対象となり
ます。がん検診と同時に無料で受診で
きる「40歳総合健診の無料チケット」
を6月上旬に発送の「4年度特定健診受
診券」と同封しています。
▪対4月1日時点で市国民健康保険に加
入し、今年度満40歳を迎える人
▪問国保年金課（☎537-7175）

児童手当を振り込みます
　6月期の児童手当（2月～5月分）を6
月15日㈬に振り込みます。該当者で振
り込みのない人はご連絡ください。
▪問子育て支援課（☎537-5793）

介護保険料決定通知書を
送付します
▪対65歳以上の人
▪内送付時期：6月中旬
　送付内容：1年分の納付書または口座
振替通知書を送付します。特別徴収
の人は特別徴収通知書を送付します。
▪他災害など特別な事情で納付が困難な
場合や収入が少なく生活が著しく困
窮している人には減免制度を設けて
います。対象要件や申請期限など詳
しくは、お問い合わせください。
▪問長寿福祉課（☎537-5741）

お知らせ

送付と振込

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ
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