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）

女性のための就労応援セミナー

無料

▪日時：9月18日㈫ 午前10時～正午
▪場所：J:COM ホルトホール大分4階
408会議室
▪講師：佐藤 宝恵氏（ママのままプロジ
ェクト プロジェクトマネージャー）
▪対象：市内に居住または市内の事業
所での就労希望の女性
▪定員：20人（先着順） ※無料託児あ
り（予約制・先着順）
▪申込み・問 電話で、
9月3日㈪～14
日㈮に商工労政課
（☎537-5964）
へ。

図書館でお月見
▪日時：9月22日㈯ 午後7時～9時
▪内容：月に関する講座と天体観察
▪対象：市内の小・中学生とその保護者
▪定員：15組（先着順）
▪申込み・場所・問 直接または電話で、
9月1日㈯から市民図書館（J:COM ホ
ルトホール大分内 ☎576-8241）
へ。

ヘルスアップ教室 in のつはる
～登山＆スポーツを楽しもう～
▪日時：10月13日㈯ 午前10時30分～
14日㈰ 午後1時30分
（1泊2日）
▪内容：登山、ヨガ、天体観測など
▪対象：市内・豊後大野市大野町居住の
人（家族・グループ可）
▪定員：60人（多数時は抽選）
▪参加料：1人2,550円
（食事代、シーツ
クリーニング代など）
▪申込み・場所・問 電話で、
9月1日㈯～
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。

試験
危険物取扱者試験
▪日時：11月18日㈰ 午前10時～
（乙種4類のみ午後2時～）
▪場所：大分大学（大字旦野原）
▪受験手数料：甲種…6,500円、乙種…
4,500円、丙種…3,600円
▪申込み：
（一財）消防試験研究センタ
ー大分県支部、県消防保安室
（新館８
階）
、消防局予防課、各消防署に備え
付けの願書に記入し、
9月20日㈭～10
月4日㈭
〈消印有効〉
に同センターへ。
※9月17日㈪～10月1日㈪に同センタ
ーのホームページから電子申請も可。
問 消防局予防課（☎532-3199）
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産業活性化プラザセミナー
①世界で活躍するリーダー企業
－グローバル・ニッチトップ企業の
ケースに学ぶ－
▪日時：10月3日～31日（水曜日・全5
回） 午後6時30分～8時
▪講師：立命館アジア太平洋大学
国際経営学部教授ほか
②女性のための「パラレルキャリア」
セミナー
▪日時：10月4日・11日（木曜日・全2回）
午後6時30分～8時30分
▪講師：山崎 美和氏（キャリアヴォイ
ス代表）
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：①500円（全5回分） ②300
円（全2回分） ※交流会参加者は各
回別途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、9月
1日㈯～28日㈮に同プラザ（☎5768879）へ。

親子のはじめての
scratchプログラミング
▪日時：10月7日㈰ 午前10時～
▪対象：小学1～3年生とその保護者
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪受講料：大人300円、子ども200円
▪申込み・場所・問 直接または電話、
はがき、ファクス、
Eメールで、住所、参
加者全員の氏名、学年、電話番号、教室
名を記入し、
9月23日㈰〈必着〉までに
情報学習センター（〒870-0851 大
石 町 一 丁 目3組 ☎545-8616
545-5065
omc@hyper.or.jp）
へ。

もしもに備える家族と自分の
無料
ための認知症セミナー
▪日時：10月13日 ㈯ 午後1時30分 ～
3時
▪講師：久富 良一氏（認知症指導者会
会長）
▪対象：市内または由布市に居住・通
勤・通学している人
▪定員：30人（先着順） ※生後6カ月
～就学前の無料託児あり（予約制・先
着15人）
▪申込み・場所・問 電話で、
9月5日㈬
～26日㈬に男女共同参画センター
（コ
ンパルホール2階 ☎574-5577）
へ。

コンパルホール体育の日
市民スポーツデー2018

無料

▪日時：10月8日㈪ 午前9時～午後4時
（一部午後10時まで）
▪内容：①親子タグラグビー教室（午前
10時～11時30分、
15組〈2人1組〉
、先
着順） ②体育室と卓球室、トレーニ
ング室の無料開放など
▪申込み・場所・問 ①は、直接または
電話で9月1日㈯からコンパルホー
ル（☎538-3700）
へ。

講座＆教室
第10回ふれあい歴史体験講座
「紙かご編み」
▪日時：9月15日㈯ 午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各50人（先着順）
▪参加料：150円（材料費）
▪持参品：洗濯ばさみ5個、はさみ、木
工用ボンド
▪申込み・場所・問 電話で、9月3日㈪
から歴史資料館（大字国分 ☎5490880）へ。

アマチュアステージ補助事業
（後期）
助成希望者募集
市内の公立文化施設での公演日当日
の施設使用料などを助成します（上限
15万円）。
▪定員：4団体（多数時は抽選）
▪対象：11月1日 ㈭ ～31年3月31日 ㈰
の期間中、入場者を限定しない演劇
や音楽、舞台芸能などを実施する、営
利を目的としない団体・個人
▪申込み・問 文化国際課（本庁舎5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、
9月3日
㈪～18日㈫に同課
（☎537-5663）
へ。

イベント
平和市民公園能楽堂
「観月祭」
▪日時：9月14日㈮ 午後6時30分～9時
30分
（特別茶席は午後6時30分～8時）
▪内容：音楽の生演奏、屋台販売、抽選
会など
▪参加料：無料（特別茶席は350円）
▪場所・問 平和市民公園能楽堂（牧緑
町 ☎551-5511）

魚料理教室～カツオとエビ～

第2回おおいたNPO博

▪日時：9月16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
ループは参加者全員の氏名）を記入
し、
9月10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。

▪日時：9月16日㈰ 午前11時～午後4時
▪場所：大分駅府内中央口広場
▪内容：子どもダンスや風船ゲームな
どのステージイベント、地域特産物
の販売など
問 ライフパル（☎573-3770）

ふるさとの歴史再発見
「民俗・文化史のコース」
▪日時：10月27日、11月3日・24日、12
月8日（土曜日・全4回） 午後2時～3
時30分
▪対象：高校生以上
▪定員：70人（多数時は抽選）
▪参加料：300円
▪申込み・場所・問 往復はがきに、住
所、氏名、電話番号、講座名を記入し、
9月30日㈰〈消印有効〉までに歴史資
料館（〒870-0864 大字国分960-1
☎549-0880）
へ。

無料

敬老の日無料イベント
「体脂肪・筋力測定会」
「健康教室」
▪日時：9月17日㈪ 午前9時～午後10時
▪対象：65歳以上
▪場所・問 J:COM ホルトホール大分1
階 トレーニングルーム
（☎576-8883）

府内城宗門櫓の保存修理工事
現場見学会
▪日時：9月29日㈯ 午前10時～正午
（午前9時30分受付開始）
▪場所：大分城址公園内 宗門櫓
（荷揚町）
問 文化財課（☎578-7546）

公の施設の指定管理者募集
募集内容は施設ごとに異なりますの
で、詳細は市ホームページまたは各課
で配布する「指定管理者募集要項」をご
覧ください。
施設名
お問い合わせ
①平和市民公園
文化国際課（本庁舎5階）
能楽堂
☎585-6008
②宇曽山荘
③アートプラザ

美術振興課（市美術館内）
☎554-5800

④市営温水プール

スポーツ振興課
（本庁舎5階）
☎537-5650

▪指定管理期間：①③④は2019年4月1
日～2024年3月31日（5年間）
、②は
2019年4月1日～2022年3月31日（3
年間）
▪募集期間：10月1日㈪～9日㈫
▪募集要項配布期間：9月4日㈫～18日㈫
〈開庁日は各課へお問い合わせくだ
さい〉
▪応募資格：法人、その他団体（個人で
の応募はできません）

フリーマーケット出店者募集

無料

▪日時：10月7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、
9月21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。

アートプラザフェスタワークショップ
「背景絵師 宮崎勇次郎と銭湯の
背景画を描こう」参加者募集
▪日時：10月8日㈪ 午前10時～正午
▪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）
▪参加費：500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、9月28日
㈮までにアートプラザ（荷揚町 ☎
538-5000）
へ。

募集
ホームゲームお試し観戦チケット
プレゼント希望者募集
大分トリニータ、大分三好ヴァイセ
アドラー、バサジィ大分の2018/19シ
ーズンに行われるホームゲームを1試
合ずつ計3試合観戦できるチケットを
プレゼントします。
▪定員：ペア50組（多数時は抽選）
▪申込み：Eメールに、申込者2人の氏
名、代表者の住所・電話番号を記入
し、9月9日㈰までにおおいたホーム
タ ウ ン 推 進 協 議 会（ info@oitahometown.jp）へ。
問 スポーツ振興課（☎537-5979）

プレママおしゃべり講座参加者募集
▪日時：9月26日～10月17日（水曜日・
全4回） 午後1時30分～3時
▪場所：子育て交流センター（J:COM
ホルトホール大分2階）
▪対象：安定期の初妊婦（5カ月～）
▪定員：12人（先着順）
▪申込み・問 直接または電話で、
9月1日
㈯から地域子育て支援室（J:COM ホル
トホール大分2階 ☎576-8245）
へ。

NHKのど自慢出場者・観覧者募集

無料

▪日時：● 予 選 会 …12月8日 ㈯

午前
11時40分～ ●本選会…12月9日㈰
午前11時45分～
▪場所：iichikoグランシアタ（高砂町）
▪ゲスト：南 こうせつ、杜 このみ
▪申込み：●出場希望者（中学生以上で
原則としてアマチュアの人）…往復は
がきに、郵便番号、住所、氏名
（ふりが
な）
、
年齢、
性別、
電話番号、
職業
（中学・
高校・大学生は部活動を記入）
、
曲名
（1
曲）
と歌手名、
選曲理由を記入し、
10月
29日㈪〈必着〉
までに
「NHKのど自慢」
出場係
（〒870-8660 NHK大分放送
局 ☎533-2800）へ。 ※応募者の
中から250組程度を選出 ● 観覧希
望者…往復はがきに、
郵便番号、
住所、
氏名、電話番号を記入し、
11月12日㈪
〈必着〉までに「NHKのど自慢」観覧係
〈〒870-0029 （公財）
大分県芸術文
化スポーツ振興財団（高砂町2-33）
☎533-4007〉
へ。 ※多数時は抽選。
予選会の観覧は申込み不要です。
問 文化国際課
（☎537-5663）
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