
子どもの日はピザでお祝い！
パパと子どものクッキング
▪日時：5月5日㈰　午前9時45分～午

後1時
▪対象：小学生とその父親
▪定員：12組（多数時は抽選）　※調理

実習は1組3人まで
▪参加料：1組500円（材料費）
▪その他：未就学児の無料託児あり（生

後6カ月～、定員10人）
▪申込み・集合場所・問　電話または市

ホームページの専用フォームで、4
月15日㈪までに男女共同参画セン
ター（コンパルホール2階　☎574-
5577）へ。

働き方のトラブル相談会
▪日時：4月14日㈰～16日㈫　午前8時

30分～午後8時　※14日㈰は午前9
時～午後6時
▪場所：県庁舎本館7階　雇用労働政

策課 
▪相談内容：労働問題全般
▪その他・問　電話による相談は、県労

政・相談情報センター（☎0120-601-
540）、携帯電話・スマートフォンは専
用ダイヤル（☎097-532-3040）へ。

大分少年少女発明クラブ
生徒募集
▪期間：4月～2020年3月（日曜日・全

15回予定）　午前9時～正午
▪内容：創造力の育成を目的とした工

作など
▪対象：小学3年生～中学3年生
▪定員：36人（先着順）
▪受講料：1万5,000円（年額）
▪申込み・問　電話で、4月1日㈪から

大分少年少女発明クラブ事務局（☎
569-1272）へ。

公共職業訓練6月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識

と技能を6カ月間で習得
▪受講期間：6月4日㈫～11月29日㈮
▪申込期限：4月26日㈮
▪その他・問　訓練コース説明会を4

月23日㈫に行います。詳しくは大分
職業能力開発促進センター〈ポリテ
クセンター大分〉（☎529-8615）へ。

街の ホ
ッ
ト情報

第1回ふれあい歴史体験講座
「勾玉作り」
▪日時：4月20日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各70人（先着順）
▪参加料：250円（材料費）
▪持参品：ビニール袋3枚、雑巾、マス

ク
▪申込み・場所・問　電話で、4月3日㈬

から歴史資料館（大字国分　☎549-
0880）へ。

情報学習センター
ＩＴボランティア養成講座
▪日時：5月14日㈫・22日㈬、6月4日㈫・

19日㈬・27日㈭、7月24日㈬（全6回）　
午後1時30分～
▪対象：パソコンでのメールのやりと

りができ、講座終了後、情報学習セン
ターや公民館などでパソコン指導や
ITボランティア活動が可能な人
▪定員：30人(多数時は抽選)
▪申込み・場所・問　Ｅメールで、住所、

氏名（ふりがな）、電話番号、講座名
を、5月7日㈫までに情報学習セン 
ター(大 石 町 一 丁目　 ☎545-8616　

omc@hyper.or.jp)へ。

産業活性化プラザセミナー
「ゆめ」カナエル
5カ年計画講座
▪日時：5月22日・29日（水曜日・全2回）　

午後6時30分～8時30分
▪講師：首藤 浩氏〈㈱あいるコンサル

ティングファーム　代表取締役〉
▪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100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、4
月1日 ㈪ ～5月17日 ㈮ に 同 プ ラ ザ

（J:COM ホルトホール大分2階
　☎576-8879）へ。

無料

ゴールデンウイーク美術教室
「切り絵でつくる海の世界」
▪日時：4月27日㈯　

午後1時30分～
　3時30分
▪定員：40人
　（多数時は抽選）
▪参加料：制作者
　1人につき500円（材料費）　※別途

特別展観覧料が必要
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・場所・問　往復はがきに、講

座名、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢・学年、必要な材料数、代表者の
住所・電話番号を記入し、4月1日㈪
～15日㈪〈消印有効〉に市美術館（〒
870-0835　大字上野865　☎554-
5800）へ。

文化・芸術講座「紙のステンド
グラス～ローズウィンドウ～」
▪日時：5月18日㈯　午後1時30分～
　3時30分
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1,500円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、講

座名、参加者全員（1枚につき2人ま
で）の氏名（ふりがな）・年齢または学
年、代表者の住所・電話番号を記入
し、4月1日㈪～15日㈪〈消印有効〉に
市美術館（〒870-0835　大字上野
865　☎554-5800）へ。

市営陸上競技場の教室
①親子体操教室
▪日時：4月～7月（月曜日・全8回）
　午前10時～11時30分
▪対象：2～4歳児とその保護者
▪参加料：4,000円(保険料含む)
②ハミングヨガ教室
▪日時：4月～9月（火曜日・全18回）
　午後1時30分～3時
▪参加料：9,000円(保険料含む)
③木曜卓球教室
▪日時：4月～7月（木曜日・全10回)
　午前10時～正午
▪対象：60歳以上
▪参加料：4,000円(保険料含む)
▪定員：①20組　②18人　③15人　
　（いずれも先着順）
▪申込み・場所・問　電話で、4月1日㈪

から市営陸上競技場(西浜　☎558-
0613)へ。

【2月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.39㎢ 人　口 478,675人（－131）〈住民基本台帳人口〉

男 229,887人（－57） 女 248,788人（－74） 世帯数 220,400世帯（＋19）
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フリーマーケット出店者募集
▪日時：5月5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、4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。

桂米團治還暦・噺家生活40周年
記念公演×桂南光
▪日時：6月23日㈰　午後2時～
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪出演：桂 米團治氏、桂 南光氏、桂 し

ん吉氏、桂 團治郎氏
▪料金：3,500円（全席指定、当日券は

4,000円）　※チケットは、4月2日㈫
からコンパルホー
ル、トキハ会館プレ
イガイド、ヱトウ南
海堂で販売します。
問　コンパルホール
　　（☎538-3700）

市美術館「アートカレッジ」
▪日時：6月～11月の第1木曜日（全6

回）　午後1時30分～3時
▪内容：展覧会の解説、作品鑑賞など
▪定員：50人(多数時は抽選)
▪受講料：200円（資料代）　※鑑賞が

ある場合は別途観覧料が必要
▪申込み・場所・問　往復はがきに、教

室名、参加者全員の氏名、代表者の住
所・電話番号を記入し、4月1日㈪～
30日㈫〈消印有効〉までに市美術館

（〒870-0835　大字上野865
　☎554-5800）へ。

無料

イベント

桂 米團治氏

講座＆教室

ＤＶ被害者のための
民間シェルター補助制度の
申請団体募集
　DV被害者のための民間シェルター

（民間団体の緊急一時保護施設）を運営
する団体に補助金を支給します。
▪対象：市内にDVシェルターおよび

主な事務所があり、被害者などへの
支援に十分な実績がある営利を目的
としない団体
▪申込期間：4月1日㈪～30日㈫
※補助要件など詳しくは、市ホームペ

ージをご覧になるか、お問い合わせ
ください。
問　中央子ども家庭支援センター
　　（☎537-5666）

アマチュアステージ
補助事業(前期)助成希望者募集
▪対象：市内を拠点に文化芸術活動を

行う営利を目的としない個人・団体
が、市内の公立文化施設において5
月～10月に開催する演劇・音楽・舞
台芸能などの公演で、入場者を限定
しないもの
▪助成内容：公演日当日の施設使用料、

付帯設備使用料(15万円が上限)
▪定員：4団体(個人)程度（多数時は抽

選）
▪申込期間：4月1日㈪～15日㈪
▪その他：詳しくは、4月1日㈪から文

化国際課(本庁舎5階)に備え付けの
募集要項(市ホームページでダウン
ロードも可)をご覧ください。なお、
11月～2020年3月開催分は9月に募
集予定です。
問　文化国際課(☎537-5663)

国際交流・国際協力・多文化共生
イベント助成希望者募集
▪対象：市民または市内に事業所など

がある団体が、6月～2020年3月に自
主企画で開催する国際交流・国際協
力・多文化共生イベント
▪助成内容：広告料や使用料など
　※最大100万円まで助成します
▪申込期間：4月1日㈪～5月7日㈫
▪その他：選考あり。詳しくは、4月1日

㈪から国際化推進室(本庁舎5階)に
備え付けの募集案内(市ホームペー
ジでダウンロードも可)をご覧くだ
さい。
問　国際化推進室（☎537-5719）

「いかした大人たちの
バンドフェス2019
～いかした若者たちも登場！～」
出演者募集
▪日時：5月26日㈰　正午～
▪場所：パークプレイス大分1階
　センターステージ
▪対象：市内を拠点にグループ・個人で

活動しているアマチュアミュージシ
ャン

　①大人の部…平均年齢40歳以上
　②若者の部…平均年齢15歳～22歳
▪定員：①5組程度　②3組程度　(選

考で決定)
▪申込期間：4月1日㈪～5月7日㈫
▪その他：詳しくは、4月1日㈪から文

化国際課(本庁舎5階)、各支所、各地
区公民館に備え付けの募集案内(市
ホームページでダウンロードも可)
をご覧ください。
問　文化国際課(☎537-5663)

市民図書館協議会の委員候補者
募集
　市民図書館の運営やサービスに市民
の声を反映させるため、年2回程度の
会議(平日の昼間開催予定)で意見を述
べていただける委員の候補者を募集し
ます。
▪任期：6月1日㈯～2021年5月31日㈪
〈予定〉
▪対象：市内に居住・通勤・通学などを

している満20歳以上の人で、社会教
育や家庭教育の向上に関する活動を
行っている人または経験者（ただし、
国や地方公共団体の職員・議員は除
く）
▪定員：2人
▪選考方法：書類、面接
▪応募期間：4月1日㈪～15日㈪
※詳しくは、市ホームページをご覧に

なるか、お問い合わせください。
問　市民図書館(☎576-8241)

募集
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