
ヒラメを使った魚料理教室
▪日時：2月18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人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、
参加者全員の氏名を記入し、2月12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。

三館連携・創業支援交流会
▪日時：2月22日㈭　午後5時～8時
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪講師：姫野 有美氏（nanairo wedding

代表）
▪定員：25人（先着順）
▪対象：創業希望者、創業して間もない

人など
▪申込み・問　産業活性化プラザ（J:C

OM ホルトホール大分2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、2月1日㈭～
19日㈪に同プラザ（☎576-8879）へ。

ゲートキーパー養成研修会
（継続研修）
▪日時：2月23日 ㈮　 午 後1時30分 ～ 

4時30分（午後1時受付開始）
▪場所：保健所4階　中会議室
▪対象：これまでにゲートキーパー（自

殺対策人材）養成研修会を修了した人
▪定員：50人（先着順）
▪講師：渡嘉敷 新典氏（シニア産業カ

ウンセラー）
▪申込み・問　電話で、2月21日㈬まで

に保健所保健予防課（☎536-2852）
へ。

経済講演会「事業の成功は
《企画力・マーケティング力》がカギ！」
▪日時：3 月 2 日㈮　午後 1 時 30 分～ 

3時20分
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪講師：西川 りゅうじん氏（マーケテ

ィングコンサルタント）
▪申込み・問　商工労政課に備え付け

の申込書（市ホームページでダウン
ロードも可）に記入し、3月1日㈭ま
でに同課（☎585-6011）へ。

無料

無料

無料

保護者のための中小企業
研究セミナー＆情報交換会
▪日時・内容：2月12日㈪　①午後1時

30分～2時30分　中小企業研究セミ
ナー（要事前申込）　②午後2時30分
～4時30分　情報交換会（申込不要）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪対象：①就職活動を控えた子どもの

保護者（定員70人、多数時は抽選）　
②保護者および就職希望者
▪申込み・問　①に参加希望の人は、電

話で、2月8日㈭までに商工労政課（☎
537-5964）へ。

能楽堂お稽古サロン～薬膳講座～
▪日時：2月24日㈯　午前10時～正午
▪講師：矢野 容子氏（国際薬膳師）
▪対象：18歳以上
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1,080円
▪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、
講座名を記入し、2月6日㈫午前10時
～11日㈰午後5時に平和市民公園能
楽堂（☎551-5511　 551-5512　
info@nogaku.jp）へ。

上級救命講習
▪日時：3月3日㈯　午前8時30分～午

後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：消防局4階講堂（舞鶴町）
▪内容：心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、

傷病者管理法・搬送法など
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈭～28

日㈬に消防局警防課（☎532-2199）、
中央消防署（☎532-2108）、東消防
署（☎527-2721）、南消防署（☎586-
1230）へ。

森林セラピーガイド
基礎講座
▪日時：3月3日㈯　午前9時～正午
▪場所：おしどり渓谷セラピーロード(大

字廻栖野)
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの専用フォームで、参加者全
員の氏名・年齢・性別、代表者の住所・
電話番号を記入し、2月16日㈮〈必
着〉までに林業水産課（本庁舎8階　
☎585-6013）へ。

無料

無料

無料

第29回豊の国ねんりんピック
美術展の出品作品募集
▪対象：60歳以上（昭和34年4月1日以

前に生まれた人）のアマチュア
▪募集作品：日本画、洋画、彫刻、工芸、

書、写真（各部門1人1点まで）　
▪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、2月8日㈭～3
月20日㈫〈消印有効〉に同課（第2庁
舎2階　☎537-5679）へ。

第11回ウオーキング
in たけなか
▪日時：2月4日㈰　午前8時30分～午

後1時
▪集合場所：竹中校区公民館
▪内容：神社と陶芸窯を巡るウオーキ

ング（約8㎞）、地元料理の試食など
問　大南支所（☎597-1000）

のつはるウオーキング大会
▪日時：3月18日㈰　午前9時～午後3時
▪集合場所：大分川ダム道の駅予定地 
▪定員：200人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホームペ

ージの専用フォームで、参加者全員
の氏名・年齢・性別、代表者の住所・電
話番号、お弁当の要否（600円、要事前
申込）を記入し、2月28日㈬〈必着〉ま
でに林業水産課（本庁舎8階　☎585-
6013）へ。

星の女子会
2018年度の宙（ソラ）模様
▪日時：2月25日㈰　午後1時～3時
▪内容：天文現象の紹介、天体観測
▪定員：20人（先着順）
▪参加料：一般620円、高校生410円、

中学生以下200円（観覧料、資料代）
▪申込み・場所・問　はがきまたはファ

クス、Eメールで、代表者の氏名・電話
番号、参加人数を記入し、2月1日㈭～
24日㈯〈必着〉に関崎海星館（〒879-
2201　 大 字 佐 賀 関4057-419　 ☎
574-0100　 574-0555　 star@
kaiseikan.jp）へ。

催 し催　し催 し

無料

無料

講座・教室・講習会

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。（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.） 問国際化推進室（☎537-5719）
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市営住宅などの入居者募集
①市営住宅（第2大分市営住宅管理センター
〈本庁舎地下1階　☎536-2555〉受付分）
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

羽田H6 1
田ノ浦H5 2
中の瀬H10・H13 2
中の瀬H13 1 単身可

鶴　崎
関園40 1 単身可
下徳丸43 1 単身可
下徳丸H7 2

坂ノ市 坂ノ市H2 1

佐賀関 秋の江第二58・63 2
馬場H2 2

稙　田 大園52 2 単身可
大園55 1

大　南 竹中H1 1

②市営住宅（市営住宅管理センター〈城崎町
一丁目2-3　☎533-1674〉受付分）　
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

大空57 2
裏川53 2
東浜59・61 2
東浜H6 1 単身可
明磧H3 1
明磧H3 2 単身可
東明野63・H2 3
東明野H2 1 多家族向

鶴　崎 小池原49･50 3 単身可
明治北57･60・61 3

大　在 北55 1

稙　田

敷戸48･49 3 単身可
敷戸H19 2
寒田51・52 2 単身可
小原53 1 身障世帯向
小原59･60 2

③従前居住者用賃貸住宅（第2大分市営
住宅管理センター〈本庁舎地下1階　☎
536-2555〉受付分）

※中堅所得者も申込みできます。
地区 住宅名 戸数 備考

大　分 第2駅南住宅
ふれあいのもりH13 1 単身可

④地域特別賃貸住宅（住宅課受付分）
地区 住宅名 戸数 備考

大　南 たけなかの里 1

▪募集期間：2月1日㈭～7日㈬
▪入居者の決定方法：公開抽選
　●日時：①③2月20日㈫　午前9時30

分　② 2 月19日㈪　午後 1時 30 分　
④2月21日㈬　午後1時30分

　●場所：①②③アートプラザ　研修
室　④本庁舎9階　第2入札室

※募集案内を必ずご覧のうえ、お申し
込みください。
⑤特定公共賃貸住宅
※詳しくは、第2大分市営住宅管理センタ

ー（本庁舎地下1階　☎536-2555）へ。
問　住宅課（☎537-5977）

市民の皆さんのご意見募集
①西部海岸地区魅力創造拠点施設形成
基本構想（案）

　西部海岸地区の魅力創造に資する拠
点施設の形成に関わる基本的な構想
▪閲覧・募集期間：2月13日 ㈫ ～3月14

日㈬〈必着〉
▪担当課：都市計画課（本庁舎7階　☎

537-5967　 536-7719）
②30年度大分市食品衛生監視指導計画（案）
　食品の安全性の確保について示した
計画
▪閲覧・募集期間：2月9日 ㈮ ～3月8日

㈭〈必着〉
▪担当課：保健所衛生課（〒870-8506　

荷 揚 町6-1　 ☎536-2704　 532-
3490）
▪資料の閲覧場所：各担当課、情報公開

室（本庁舎7階）、各支所、まちづくり
情報プラザ（J：COM ホルトホール
大分1階、①のみ）、福祉保健課（第2
庁舎2階、②のみ）、市ホームページで
ご覧になれます。

▪その他：個々の意見に対する直接の
回答はしません。
▪応募方法・問　直接または郵送、フ

ァクス、市ホームページ入力フォー
ムで、住所、氏名または会社名（団体
名）、意見を記入（様式自由）し、各担
当課へ。

フリーマーケット出店者募集
▪日時：3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、高校生以下
のみの参加不可
▪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、危険物などは不可）
▪募集店数とスペース：50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、グル
ープ人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、2月16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。

無料

嘱託職員募集
①林業水産課（☎585-6021）
▪内容：鳥獣被害対策に関する業務
▪対象：パソコン操作ができ、普通自動

車免許を取得していることなど
②歴史資料館（☎549-0880）
▪内容：開発業務・発掘調査・整理作業・

普及啓発に関わる業務
▪対象：大学にて考古学に関する課程を

専攻した人、または発掘調査報告書作
成や発掘調査の現場経験を有する人
③歴史資料館（☎549-0880）
▪内容：民俗資料の調査・整理・展示業

務、教育普及に関わる業務
▪対象：大学にて民俗学、その他これに類

する学科の課程を卒業（修了）した人、ま
たは3月末までに卒業（修了）見込みの人
④商工労政課（☎537-5964）
▪内容：知的・精神障がい者嘱託職員・

現場実習生への指導・支援
▪対象：障がい者福祉サービス事業所等

で就労支援等の実務経験を有する人
⑤長寿福祉課（☎537-5771）
▪内容：認知症初期集中支援チームの

職員として、認知症の人などへの支援
▪対象：保健師、看護師、社会福祉士、介

護福祉士のいずれかの有資格者など
⑥子育て交流センター（☎576-8740）
▪内容：子育てファミリー・サポート・セ

ンターの会員登録の受付、面接など
▪対象：パソコン操作ができ、土・日曜

日、祝日勤務が可能な人
⑦ライフパル（☎573-3770）
▪内容：NPO法人やボランティア活動な

どの市民活動に関する相談受付など
▪対象：パソコン操作ができ、NPOや

ボランティア活動経験がある人など
▪定員：① ③ ④ ⑤ 各1人　 ② ⑥ 各2人　

⑦1人程度
▪報酬：①④⑥月額18万4,000円、②③

月額20万2,000円、⑤月額20万4,000
円、⑦月額18万9,000円
▪任用期間：4月1日～31年3月31日（更

新可）
▪申込期間：①～⑤2月1日㈭～15日㈭
〈①④⑤は必着、②③は消印有効〉、 
⑥2月1日㈭～10日㈯〈必着〉⑦2月1
日㈭～21日㈬〈必着〉
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、各担当課へ。

募 集

暮らしの情報
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