
ふれあい歴史体験講座
◎土面作り
▪日時：8月18日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪受講料：各150円（材料費）
◎織物作り
▪日時：8月25日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪受講料：各200円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、8月3日㈮
から歴史資料館（☎549-0880）へ。

上級救命講習会
▪日時：9月2日㈰　午前8時30分～午
後5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：南消防署3階　講堂
▪内容：心肺蘇生法、AED使用法、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、8月1日㈬～31
日㈮に消防局警防課（☎532-2199）
または中央消防署（☎532-2108）、
東消防署（☎527-2721）、南消防署
（☎586-1230）へ。

音&星（オットセイ）
～音楽と星のコンチェルト～
▪日時：9月15日㈯午後1時～16日㈰　
午後1時30分（1泊2日）
▪場所：のつはる少年自然の家（大字荷
尾杵）
▪内容：星空観察、音楽鑑賞会、身近な
素材を使った工作など
▪対象：市内または豊後大野市大野町
在住の家族またはグループ
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：1,900円（食事代など）
　※別途工作費が1作品300円必要
▪申込み・問　電話で、8月2日㈭～31
日㈮正午にのつはる少年自然の家
（☎589-2212）へ。

自死遺族のつどい　　
▪日時：9月6日㈭　午後2時～4時
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問　電話で、8月30日㈭
までに県こころとからだの相談支援セ
ンター（大字玉沢　☎541-6290）へ。

無料

街の ホ
ッ
ト情報

無料

関崎海星館の講座
◎4年生必見！夏の大三角講座
▪月日：8月5日㈰・11日㈯　
▪内容：小学4年生で学習する星空の
予習・復習

◎ペルセウス座流星群講座
▪月日：8月12日㈰・13日㈪　
▪内容：ペルセウス座流星群のガイダ
ンス

◎日本の衛星・探査機講座
▪月日：8月18日㈯　
▪内容：探査機「あかつき」「のぞみ」に
ついて
▪時間：午後1時～2時
▪定員：各20人（当日先着順）
▪参加料：各100円（資料代）
▪場所・問　関崎海星館（☎574-0100）

中小企業のための
イノベーション・マネジメント
実践講座2018
▪日時：9月13日・20日・27日（木曜日・
全3回）　午後6時30分～8時30分
▪講師：松尾�純廣氏（大分大学名誉教
授）ほか
▪定員：45人（先着順）　
▪受講料：500円（資料代）　※交流会
参加者は別途各300円
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
（J:COM�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、8月
1日㈬～9月7日㈮に同プラザ（☎
576-8879）へ。

南大分スポーツパーク
「さわやかスポーツ教室」

①初心者バドミントン教室、
②初心者卓球教室
▪日時：10月18日～11月22日（木曜日・
全6回）　午後7時～9時

③初心者テニス教室
▪日時：10月13日～11月17日（土曜日・
全6回）　午後1時30分～3時30分
▪対象：18歳以上　※高校生は不可
▪定員：各30人（多数時は抽選）
▪参加料：各1,500円
▪その他：ラケットは持参してください。
▪申込み・問　南大分体育館に備え付
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、8月31日㈮
までに同体育館（☎546-7010）へ。
※市ホームページで電子申請も可。

アートプラザ開館20周年記念
アートプラザ建築レクチャー＆ツアー
▪日時：8月18日㈯　午後1時～2時40分
▪対象：中学生以上
▪定員：30人（多数時は抽選）
▪講師：島岡�成治氏（日本文理大学教授）
▪申込み・場所・問　電話で、8月10日㈮
午後6時までにアートプラザ（荷揚
町　☎538-5000）へ。

どこでもコンサート
in 大分城址公園仮想天守
イルミネーション
▪日時：8月24日㈮　午後7時30分～8時
10分（予定）
▪場所：大分城址公園　※雨天時は旧
荷揚町小学校体育館
▪出演者：森�進一郎（ヴォーカル・ギ
ター）とm

ミ モ

imo（フルート・バイオリ
ン・キーボード）によるグループ
「s

シ ン ミ モ

hinmimo」
問　文化国際課（☎537-5663）

スズキとイカを使った魚料理教室
▪日時：8月19日㈰　午前9時30分～午
後1時
▪対象：個人、団体、グループ
▪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組1
枚）に、住所、氏名、電話番号（団体・グ
ループは名称と人数も）を記入し、8
月13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。

環境の話とヒンメリ作り
▪日時：8月26日㈰　午前10時～正午
▪対象：小学生とその保護者（市民）
▪定員：20組（先着順）
▪参加費：300円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、8月1日㈬
午前9時からライフパル（府内町三
丁目　☎573-3770）へ。

無料

無料

講座＆教室

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。（TheCityofOitaprovidesinterpretingservicesviaacallcenterforforeignresidentsandtouriststohelpwith
communicationintimesofdisaster.PleaserefertotheCityofOitahomepageforfurtherdetails.） 問国際化推進室（☎537-5719）
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フリーマーケット出店者募集　　　
▪日時：9月2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、8月17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。

ホルトホール大分指定管理者募集
▪指定管理期間：2019年4月1日～2024
年3月31日
▪募集期間：9月10日㈪～28日㈮
▪募集要項配布期間：8月1日㈬～17日
㈮　午前8時30分～午後5時15分
▪応募資格：法人、その他の団体（個人
での応募はできません）
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー
ジまたは文化国際課（本庁舎5階　
☎585-6008）で配布する「指定管理
者募集要項」をご確認ください。

大分市工業展出展企業募集
▪期間：10月5日㈮～14日㈰
▪場所：大分城址公園（予定）
▪対象：自社で開発した工業製品や技
術などを広く市民に紹介したい企業
▪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、8月1日㈬～15
日㈬に、同課（本庁舎9階　☎585-
6011）ヘ。　※先着順

エスぺランサ・コレジオ
創立50周年記念式典
▪日時：8月26日㈰　午前9時～正午
▪場所：鶴崎公民館　集会室
▪その他・問　託児希望者は電話で、8月
1日㈬からエスペランサ・コレジオ
（☎522-3415）へ。　※先着順

無料

イベント
無料

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

下郡62 1
田ノ浦H5 2
下郡H6 1 単身可
中の瀬H8・H10 2

鶴　崎
関園40 1 単身可
下徳丸H7 1

坂ノ市 日吉原H9 1

佐賀関
秋の江第二58・63 2
馬場H2 2
佐賀関H25 1 単身可

稙　田
国分H5 1
大園52 2 単身可
大園55 1

大　南 川床H4 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・54 2
東浜59・61 3
東明野63・H2 3
畑中H2 1
庄の原H7 2

鶴　崎
小池原49・50 3 単身可
明治北58・60 3
猪野H8 1

大　在 北55 1

稙　田

敷戸48・49・H23 3 単身可

敷戸H19 1 身障世帯向
単身可

敷戸H19 1
寒田51・52 4 単身可
小原53 1 身障世帯向
小原58・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）
※中堅所得者の申込みもできます。
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

駅南住宅みやび
のもりH10 1 単身可

駅南住宅みやび
のもりH10 1

第2駅南住宅ふれ
あいのもりH13 2

▪募集期間：8月1日㈬～7日㈫
▪入居者の決定方法：公開抽選��●日時：
8月22日㈬　①③午前9時30分～　
　②午後1時30分～　●場所：アートプ
ラザ研修室　※募集案内を必ずご覧
のうえ、お申し込みください。
問　住宅課（☎537-5977）

農地転用許可権等が市に移行します
　これまで県が行っていた農地法に基
づく転用許可と農振法に基づく開発許
可を、市が行います。なお手続きおよび
許可基準の変更はありません。
▪許可事務開始日：10月1日㈪
問　農政課（☎574-6186）

歴史的資料等の募集
◎戦争関係の寄贈資料
▪内容：戦争や戦時下の状況を後世に
伝えるような、写真、新聞、チラシ、資
料、遺品など
◎「自分史・家族史コーナー」展示品
▪内容：日記、写真、家宝などで、大分市
の歴史にも関わりがあるもの
▪申込み：電話で、8月1日㈬～31日㈮
に歴史資料館（☎549-0880）へ。

身近な自然観察会参加者募集
▪日時：9月8日㈯　午前10時～正午
▪場所：大在干潟
▪定員：60人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、
Ｅメールに、イベント名、参加者全員
の氏名・年齢、代表者の住所・電話番号
を記入し、8月24日㈮〈必着〉までに環
境対策課（〒870-8504　荷揚町2-31　
☎537-5758　 538-3302　 kank�
yotai5@city.oita.oita.jp）へ。

エスペランサ・コレジオ
社労士コースの学生募集
▪学習期間：10月～31年3月　毎週月・
木曜日（全40回）
▪学習時間：午後7時～9時
▪対象：市内に居住または勤務する満
15歳以上満39歳以下の人（高校生は
除く、定員に満たない場合は49歳以
下も可）
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪授業料：8,220円（教材費が別途必要）
▪申込期間：8月1日㈬～9月7日㈮
　※土・日曜日、8月16日㈭は除く
▪その他：受講内容や申込方法など詳
しくは、エスペランサ・コレジオ（東
鶴崎一丁目　☎522-3415）へ。

お知らせ

募集

無料
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