
商品の魅力発信セミナー
▪日時：2月27日㈬　午後1時30分～
　4時20分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪内容：魅力的な商品パッケージデザ

インについての講義、グループワー
クなど
▪講師：三宅 曜子氏（マーケティング

コンサルタント）
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈮～20日

㈬に商工労政課（☎537-5959）へ。

ヤングケアラー講演会
「ヤングケアラーが抱える
課題と支援」
▪日時：3月1日㈮　午後2時～4時
　（午後1時受付開始）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪講師：隅田 好美氏（大分大学教授）
▪定員：300人（先着順）
▪申込み・問　電話またはファクスで、

参加者全員の氏名、代表者の電話番
号を、2月1日㈮～22日㈮に長寿福祉
課（☎537-5771　 548-5387）へ。

四館連携・創業支援交流会
▪日時：3月14日㈭　午後6時30分～9時
▪場所：J:COM ホルトホール大分
　小ホール
▪講師：衣本 太郎氏（大分大学准教授）
▪対象：創業希望者、創業して間もない

人など
▪定員：45人（先着順）
▪申込み・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、2月1日㈮～3月8日㈮に
同プラザ（☎576-8879）へ。

税理士会による無料相談会　
▪日時：2月23日㈯   午前10時～午後4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分　エ

ントランスホール、コンパルホール
3階　303会議室、鶴崎市民行政セン
ター、稙田市民行政センター
問　南九州税理士会大分支部（☎532-

2974）

無料

無料

無料
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第24回まちづくり情報カフェ
「忠

ただ

直
なお

卿
きょう

が暮らした街・萩原」
▪日時：2月8日㈮　午後6時～7時30分
（午後5時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階

201・202会議室
▪講師：堤 亮介氏（嘉麻市職員）
▪定員：120人（当日先着順）
問　まちづくり情報プラザ（☎544-5613）

ゲートキーパー養成研修会
（継続研修）
▪日時：2月25日㈪　午後1時30分～
　4時30分（午後1時受付開始）
▪場所：保健所6階　大会議室
▪講師：渡嘉敷 新典氏（シニア産業カ

ウンセラー）
▪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）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈮～15日

㈮に保健所保健予防課（☎536-2852）
へ。

森林セラピーガイド基礎講座
▪日時：3月2日㈯　午前9時～正午
▪場所：おしどり渓谷セラピーロード
　(大字上判田)
▪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に、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19日㈫〈必着〉
までに林業水産課（本庁舎8階　☎
585-6013）へ。

犬のしつけ方教室
▪日時：3月21日㈭　午前10時～11時

30分、午後1時～2時30分
▪場所：おおいた動物愛護センター（大

字廻栖野）
▪対象：生後4カ月以上1歳未満の犬の登

録と年1回の狂犬病予防注射を実施し
ている市内在住の飼い主
▪定員：各5組（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、住所、氏名、年齢、電話番号、
犬の種類・名前・性別・年齢・登録番号、
希望時間を記入し、2月15日㈮〈消印有
効〉までに保健所衛生課（〒870-8506   
荷揚町6-1   ☎536-2567   532-34 
90   eisei2@city.oita.oita.jp）へ。

※市ホームページで電子申請も可。

無料

無料

無料

無料

第3回障がい者の雇用環境
フォーラム
▪日時：3月7日㈭　午後2時～6時25分
（午後1時30分受付開始）
▪場所：J:COM ホルトホール大分
　小ホールなど
▪内容：NPO法人在宅就労支援事業団

理事長   田中 良明氏による基調講演
など
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　障害福祉課（本庁舎1

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㈮～22日㈮に同課（☎537-
5658）へ。

第17回ふれあい歴史体験講座
「土偶作り」
▪日時：2月16日㈯
　午前9時30分～、
　午後2時～
▪定員：各70人
　（先着順）
▪参加料：180円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、2月3日㈰

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

ヒラメを使った魚料理教室
▪日時：2月17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
8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。

上級救命講習
▪日時：3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：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。

無料

講座＆教室
無料

無料

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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おおいた農業塾第3期受講生
募集
▪期間：4月～2020年3月末までの平日
▪内容：野菜栽培のポイントを学べる

座学と畑で農作物を育てる実習
▪対象：市内での就農が見込め、市内の

直売所などへ農産物の出荷を目指し
ている人
▪受講料：3,000円（テキスト代を含む）
▪定員：40人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　農政課（本庁舎8階）、各

支所、各地区公民館に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、2月1日㈮～28日
㈭に同課（☎537-7025）へ。

保護者と就活生のためのセミナー
＆合同企業説明会

「今どきの就活事情と地元企業
の魅力」
▪日時・内容：3月9日㈯　①午後1時30

分～2時55分　保護者のためのセミ
ナー（要事前申込）　②午後3時～5時　
合同企業説明会（30社、申込不要）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

①302・303会議室　②大会議室
▪対象：①…求職活動中または就職活動

を控えた学生・生徒の保護者（定員100
人、先着順）　②…上記①に該当する
保護者、一般求職者、2019年・2020年
3月に大学などを卒業予定の人
▪申込み・問　①に参加希望の人は、電

話で、2月1日㈮～3月6日㈬に商工労
政課（☎537-5964）へ。

のつはる
ウオーキング大会
▪日時：3月17日㈰　午前9時45分～午

後2時（午前8時30分受付開始）
▪場所：平成森林公園セラピーロード
（大字荷尾杵）　集合場所はのつはる
少年自然の家　※約8㎞のコース
▪定員：150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に、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（500円、要
事前申込）を記入し、3月5日㈫〈必着〉
までに林業水産課（本庁舎8階　☎
585-6013）へ。

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

新川49 1 母子世帯向
下郡62 1
羽田H4 1
下郡H6 1
中の瀬H8 1 単身可
中の瀬H10・H13 2

鶴　崎 皆春63 1
下徳丸H7 1

大　在 村田H5 1

佐賀関
秋の江第二63 1
馬場H2 2
幸崎駅前H13 1

稙　田 国分H3 1
大園52 2 単身可

大　南 竹中63 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 1
裏川53 1 高齢者同居世帯向
東浜60・61 2
萩原63 1
東明野H1・H2 2
畑中H1 1
明磧H3 2

鶴　崎 小池原49･50 2 単身可
明治北58・59・60 4

大　在 北55 2

稙　田

敷戸H19 1 身障世帯向
（単身可）

敷戸H23 1
寒田51・52 2 単身可
小原56・58 2

③随時募集・市営住宅（第2大分市営住
宅管理センター受付分）

地区 住宅名 戸数 備考
佐賀関 秋の江第二58 1

④随時募集・市営住宅（市営住宅管理セ
ンター受付分）

地区 住宅名 戸数 備考

大　分 大空57 1
東浜61 1

鶴　崎 小池原49 1 単身可

稙　田
敷戸48・49 2 単身可
寒田51・52 2 単身可
小原53 1 身障世帯向

▪募集期間：①②2月1日㈮～7日㈭
　※③④は2月1日㈮から先着順で随

時募集を行います。
▪入居者の決定方法：①②公開抽選　③

④先着順　⃝抽選日時・場所（①②の
み）：①2月21日㈭　午前9時30分　②
2月19日㈫　午後1時30分　※いずれ
もアートプラザ　研修室
▪その他：募集案内を必ずご覧のうえ、

お申込みください
問　住宅課（☎537-5977）

子育て支援課嘱託職員募集
▪内容：母子福祉資金などの貸付に関

する相談・償還指導、ひとり親家庭に
関する相談・指導など
▪対象：社会福祉主事の任用資格また

は1年以上の母子・父子自立支援員
の経験があり、普通自動車免許を取
得している人
▪定員：1人
▪報酬：月額20万5,000円
▪任用期間：4月1日㈪～2020年3月31

日㈫
▪申込期間：2月1日㈮～13日㈬〈必着〉
▪その他・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（☎537-5619）へ。

フリーマーケット出店者募集
▪日時：3月3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、2月15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。

高齢者ファミリー・サポート・
センター会員募集
　家事などの援助を受けたい「依頼会
員」が、援助を行いたい「援助会員」に 
1時間600円～700円を支払って、会員
同士で援助し合うシステムです。
▪依頼会員の対象：判断能力のある65

歳以上の高齢者、その三親等内の家族
▪その他：援助会員になるためには2

日間の講習会(無料)の受講が必要で
す〈次回は3月8日㈮・9日㈯で、2月
22日㈮までに申込みが必要〉。

※詳しくは、高齢者ファミリー・サポー
ト・センター(☎538-3180)へ。

募集

無料
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