
マグロを使った魚料理教室
▪日時：10月21日㈰　午前9時30分～
午後1時
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1人
〈組〉1枚）に、代表者の住所・電話番
号、参加人数（5人まで可）、参加者全
員の氏名を記入し、10月15日㈪〈必
着〉までに公設地方卸売市場管理事
務所（〒870-0018　豊海三丁目2-1　
☎533-3113）へ。

くらし・行政なんでも相談所
▪日時：10月17日㈬　午前10時～午後
3時（受付は午後2時30分まで）
▪場所：コンパルホール3階��多目的ホール
▪相談内容：土地の名義変更、相続税、
相続手続き、年金のことなど
▪その他：予約不要。秘密は厳守しま
す。手話通訳者を配置しています。
問　総務省大分行政監視行政相談セン
ター（☎533-1100）

留学生が教える語学教室
（サテライトキャンパス実施事業）
▪期間：10月第4週～31年2月下旬（週
1回90分・全15回）
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階
会議室など
▪内容：英語、中国語、韓国語、タイ語、
スペイン語の語学教室
▪定員：各教室15人程度
▪受講料：各教室15,000円（15回分）
▪その他：初回のみ無料見学可。申込方
法など詳しくは、NPO法人大学コンソ
ーシアムおおいた（☎578-7400）へ。

第111回市民水泳競技大会
▪日時：11月4日㈰　午前10時～
▪場所：市営温水プール（西浜）
▪対象：市内居住の小学生以上
▪参加料（1種目）：⃝大学生、一般800
円　⃝小・中学生、高校生400円
▪申込期限：10月7日㈰
▪その他：競技種目や申込方法など詳
しくは、市営温水プールに備え付け
の大会要項をご覧ください。
問　市水泳協会事務局 木本（☎090-
1167-2604）

街の ホ
ッ
ト情報

無料

危険物取扱者試験準備講習会
月　日 講習内容

甲種 10月11日㈭ 物理化学

乙種

10月� 6日㈯ 法令
　　8日㈪ 物理化学
　　14日㈰ 法令
　　28日㈰ 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　各講習日の前日までに、
直接、消防局予防課（☎532-3199）へ。

笑顔ひろがる折り紙教室
▪日時：10月31日㈬　午前10時～正午、
午後1時～3時
▪定員：各15人(先着順)
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、10月2日
㈫からライフパル（府内町三丁目　
☎573-3770）へ。

～こころとカラダを整える～
YOGA×写経講座
▪日時：11月3日㈯　午前9時30分～
　午後0時30分
▪講師：yang�yang�氏（ハタヨガイン
ストラクター）、髙田�祥道氏（鶴林山
生善寺住職）
▪対象：小学生以上（小学3年生以下は
保護者同伴）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：3,240円（材料費など）
▪持参品：ヨガマット、水
▪申込み・場所・問　電話またはファク
ス、Ｅメールで、住所、氏名、電話番号を、
10月10日㈬～17日㈬午前10時～午後5
時に平和市民公園能楽堂（☎551-5511　
551-5512　 info@nogaku.jp）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.2」
▪日時：11月17日㈯���午後2時～3時30分
▪講師：奥 結香氏（LGBTsサポートチ
ームココカラ　共同代表）ほか
▪定員：30人（先着順）　※無料託児あ
り（予約制・定員10人〈先着順・生後6
カ月～未就学児〉）
▪申込み・場所・問　電話または市ホー
ムページの専用フォームで10月5日㈮
～31日㈬に男女共同参画センター（コ
ンパルホール2階　☎574-5577）へ。

第11回ふれあい歴史体験講座
「籐

とうしん

芯かご編み」
▪日時：10月13日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：460円（材料費）
▪持参品：はさみ、古タオル2枚
▪申込み・場所・問　電話で、10月3日㈬
から歴史資料館（大字国分　☎549-
0880）へ。

シニアのための生涯
ワーキングセミナー
▪日時：10月27日㈯　午前10時～正午
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階　
セミナールームL
▪内容：ライフプランニング講座、シニ
アの再就職の現状と心構え
▪対象：おおむね55歳以上の人
▪定員：40人（先着順）
▪申込み・問　電話で、10月1日㈪～25
日㈭に商工労政課（☎537-5964）へ。

生ごみ処理容器普及講習会
▪日時：11月11日㈰　午後1時～5時
▪定員：20人程度（多数時は抽選）
▪集合場所：稙田市民行政センター玄
関前
▪申込み・問　ごみ減量推進課（本庁舎
4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、10月31日㈬まで
に同課（☎537-5687）へ。

産業活性化プラザセミナー
「少数精鋭で学ぶ！実践ビジネス
プラン〈秋季〉講座2018」
▪日時：11月15日・22日（木曜日・全2
回）　午後6時30分～8時30分
▪講師：工藤�順一氏（日本文理大学准
教授）、綾部�祐幸氏（大分県信用組合　
部長）
▪定員：35人（先着順）
▪受講料：200円（資料代）　※交流会
参加者は各回別途300円必要
▪申込み・場所・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9日㈮に同プラザ（J:COM�ホ
ルトホール大分2階　☎576-8879）へ。

講座＆教室

無料

無料

「大分市暮らしの便利帳」を市内全世帯に配布します
　今回、2年ぶりに改訂した最新版を、10月31日㈬までに各世帯（事業所等を除く）の郵便受けなどへ配送業者が直接投

とう

函
かん

します。身近なと
ころに保管し、日常のガイドブックとしてご利用ください。　問　配布と広告に関すること…(株)サイネックス大分支店（☎532-5227）　
行政情報の内容に関すること…各担当課または広聴広報課（☎537-5713）
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第1回大分市経済講演会
▪日時：10月24日㈬　午後6時30分～
7時40分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
大会議室
▪演題：常に先を見る�
そして何事も〈信念〉
を持って〈考動〉に移
す
▪講師：幾留�勲氏〈㈱コ
ーリツ���取締役会長〉
▪定員：200人(先着順)
▪その他：講演会終了後に交流会があり
ます。参加料は4,000円（飲食代）です。
▪申込み・問　商工労政課（本庁舎9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、10
月22日㈪までに同課（☎585-6011）
へ。交流会のお問い合わせは、大分商
工会議所青年部（☎536-3268）へ。

市戦没者追悼式
▪日時：10月25日㈭　午前10時30分～
11時40分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分　大
ホール
▪その他：追悼式には参列券が必要で
す。参列券は、福祉保健課（第2庁舎2
階）、東部・西部保健福祉センター、各
支所で配布します。
問　福祉保健課（☎537-5996）

海部のまつり2018
▪日時：10月28日㈰��午前10時～午後4時
▪場所：亀塚古墳公園（大字里）
▪内容：はにわ作り（当日先着60人）、
勾
まがたま

玉作り（午前の部・午後の部各当日
先着30人）、火おこし体験
▪その他：はにわ作り、勾玉作りは材料
費として300円が必要です。勾玉作
りの受付は午前の部が午前9時30分
～、午後の部が午前11時～
問　文化財課（☎537-5639）

能楽の祭典
▪日時：31年1月20日㈰��午後1時～4時30分
▪内容：「こども能楽教室」発表会、狂言
「清水」、能「頼政」
▪料金：S席6,480円、A席5,400円、B席
4,320円　※10月8日㈪午前10時か
ら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）

無料 アートプラザフェスタ2018
アートの庭ツアー
参加者募集
▪日時：10月28日㈰　午前10時～正午
▪内容：建築家の松田�周作氏とアート
プラザ周辺のアートスポット巡り
▪対象：小学生以上（小学3年生以下は
保護者同伴）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　電話で、10月19日
㈮午後6時までにアートプラザ（荷
揚町　☎538-5000）へ。

J:COM ホルトホール大分
「体育の日」イベント
▪月日：10月8日㈪
▪内容：⃝トレーニングルーム無料開
放（午前9時～午後10時）　⃝体脂肪・
筋肉量無料測定会（午前10時～午後
9時）など

▪その他・問　ジュニアダンス教室やス
トレッチ教室など（事前申込）も行いま
す。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。

第21回陶芸祭
▪日時：10月21日㈰　午前10時～午後1
時30分
▪場所：河原内陶芸楽習館、河原内くす
のきホール・グラウンド
▪内容：陶芸作品の展示会、陶芸の体験
コーナー、地元特産品の販売など

問　社会教育課（☎537-5649）

秋のファミリーパーク
～彩りの森を旅しよう～
▪日時：11月10日㈯午前10時～11日㈰
午後1時30分（1泊2日）
▪内容：ウオーキング、星空観察など
▪対象：市内・豊後大野市大野町居住の
家族（グループ可）
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：1人2,400円（食事代、シーツ
クリーニング代など）　※1グルー
プにつき活動費600円が別途必要
▪申込み・場所・問　電話で、10月28日
㈰正午までにのつはる少年自然の家
（大字荷尾杵　☎589-2212）へ。

無料

イベント
無料

フリーマーケット
出店者募集
▪日時：11月4日㈰　午前10時～午後
1時（雨天中止）
▪対象：市内・由布市居住の個人または
グループ（販売業者、専門業者、高校
生以下のみの参加は不可）
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、
スポーツ用品などで、使用可能なも
の（食品、動・植物、危険物、違法コピ
ー商品などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時
は抽選）、3m×3m程度
▪申込み・場所・問　往復はがきに、代
表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、10月19日㈮〈必着〉までに
大分エコライフプラザ（〒870-1205　
大字福宗618　☎588-1410）へ。

「第1月曜日は
美術館で楽しもう！」
秋のスペシャル参加者募集
▪日時：11月5日㈪　午前10時10分～
午後0時30分
▪内容：ビーズを入れた編みひもとエ
コバッグの制作
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名（3人まで可）、電話番号、イベ
ント名を記入し、10月1日㈪～12日㈮
〈消印有効〉に市美術館（〒870-0835　
大字上野865　☎554-5800）へ。

市美展
出品作品募集
▪展示期間：31年3月8日㈮～31日㈰
　※3月11日・18日・25日（月曜日）は
休館
▪部門：①書、写真、デザイン　②洋画・
版画、日本画、彫刻、工芸
▪出品料：一般1,500円（同部門2点目
は1,000円）、高校生500円
▪申込み・場所・問　市美術館、本庁舎
1階案内所、各支所、各地区公民館な
どに備え付けの申込書に記入し、作
品（各部門1人2点まで）を出品料とと
もに、①は31年3月2日㈯、②は31年
3月3日㈰〈両日とも午後1時～4時〉
に市美術館（☎554-5800）へ。

募集
無料

無料
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