
夏の美術教室「ミニチュア　
ジオラマボール」
▪日時：6月12日㈯　

午後1時30分～
3時30分
▪場所：市美術館
　研修室
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪材料費：500円　※高校生以上は別

途団体観覧料が必要
▪その他：小学生以下は保護者同伴
▪申込み・問　往復はがき（1枚につき

1家族）に、教室名、参加者全員の氏
名（ふりがな）・年齢、必要な材料数、
代表者の住所・電話番号を記入し、5
月1日㈯～15日㈯〈消印有効〉に市美
術館（〒870-0835　大字上野865　
☎554-5800）へ。

おおいたナイトスクール
▪期間：6月～4年2月（約30回）
▪対象：学齢期を超えている人など
▪時間・場所・開催曜日・科目

時間
稙田

公民館
コンパル
ホール

鶴崎
公民館

火曜日 水曜日 木曜日

午後7時～
7時50分

ふるさと
知ろう科

英語（中１程度）英語
（中２程度）国際科

午後8時～
8時50分

数学
（中１程度）国語（中１程度）国語

（中２程度）

▪その他：教科書代等は自己負担
▪申込期間：5月6日㈭～19日㈬
▪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、社
会教育課（☎537-5722）へ。

障がい者の「着る」ことなんでも
相談＆ファッション講座
①初級コース（初心者優先）
▪時間：午後1時～3時、午後4時～6時
②アドバイザー養成コース
▪時間：午後7時～9時
▪期間：6月～4年3月末（土曜日・全20

回）
▪場所：服は着る薬（府内町一丁目）
▪定員：①各8人（多数時は抽選）
　②8人（事前に実技試験あり）
▪実習費：5,000円（材料費等を含む）
▪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、5
月17日㈪までに同課（☎537-5785）
へ。

無料

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19日・26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：20人（先着順）
▪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、直接ま
たはファクス、Eメールで、5月17日㈪
までに同プラザ（J:COM ホルトホール
大分2階　☎576-8879　 544-3011　

plaza-event@horutohall.jp）へ。

地域ビジネスのための
デザイン入門講座2021
▪日時：6月2日・9日（水曜日・全2回）　

午後6時30分～8時
▪講師：松本 康史氏（県立芸術文化短

期大学准教授）
▪定員：20人（先着順） 
▪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、5
月 1 日 ㈯ ～ 6 月 1 日 ㈫ に 同 プ ラ ザ

（J:COM ホルトホール大分2階　☎
576-8879）へ。

おおいた経営塾2021
▪日時：6月8日・15日・22日・29日（火

曜日・全4回）
　午後6時30分～8時30分
▪講師：中小企業診断士
▪定員：20人（先着順）
▪受講料：4,000円（4回分・資料代含む）
▪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、5月1日
㈯～6月4日㈮に同プラザ（J:COM ホ
ルトホール大分2階　☎576-8879）へ。

生ごみ堆肥で野菜づくり勉強会
▪日時：6月19日㈯　午後2時～3時30分
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪内容：生ごみ処理容器の使い方や、生

ごみ堆肥の利用方法等を学ぶ
▪定員：30人（多数時は抽選）　
▪申込み・問　ごみ減量推進課（本庁舎

4階）または各支所に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、5月31日㈪までに
同課（☎537-5687）へ。

無料

無料

無料

豊後料理の提供店舗募集
　大分市などで生産されている食材と
文化や歴史、自然などを生かしたおも
てなし料理「豊後料理」を、飲食店で創
作・提供する取り組みを進めています。
店舗で創作した料理を「豊後料理」とし
て提供しませんか。
　「豊後料理」の定義や申込方法など詳
しくは、お問い合わせください。
問　農政課(☎537-7025)

市立保育所・認定こども園
会計年度任用職員募集
▪任用期限：4年3月31日まで
▪募集期間：随時
▪対象：保育士資格保有者
▪その他・問　報酬や申込方法など詳し

くは、市ホームページをご覧になるか、
保育・幼児教育課（☎585-6015）へ。

市民の作品展示募集
　コンパルホール内無料展示コーナー
に展示する創作作品を募集します。
▪募集期間：5月1日㈯～31日㈪
▪募集内容：絵画、写真、短歌などの平

面に画びょう展示できるもの
▪展示期間：6月15日㈫～7月31日㈯
▪その他・場所・問　申込方法など詳し

くは、コンパルホールホームページ
をご覧になるか、コンパルホール（☎
538-3700）へ。

高崎山おサルの森の観察会
参加者募集
▪日時：5月22日㈯   午前10時～正午頃
▪場所：高崎山自然動物園
▪定員：20人程度（多数時は抽選）
▪申込期限：5月13日㈭〈午後5時必着〉
▪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、公
園緑地課（☎537-5975）へ。

第2回ふれあい歴史体験「はにわ作り」
▪日時：5月15日㈯　午前9時30分～、

午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：280円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、5月1日㈯

午 前 9 時 か ら 歴 史 資 料 館（☎ 549-
0880）へ。

講座＆教室03

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　国際課（☎537-5719）
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市営住宅などの入居者募集（2）
　募集案内をご覧の上、郵送にてお申
込みください。
市営住宅管理センター（城崎町一丁目
2-3　☎533-1674）

市営住宅

大　分

大空57 2戸
裏川53 2
東浜60・61 2
東浜H6 1 単身可
萩原63 2
東明野H1・H2 2 単身可
東明野H2 1
畑中H1 2

鶴　崎
小池原50 3 単身可
明治北57・58・59 3 単身可
猪野H8 1

稙　田

敷戸49・51 3 単身可
寒田51 3 単身可
寒田54 1
小原56・58 4 単身可

大　在 北55 1 単身可
ご近所親子ふれあい安心住宅

※受付中（先着順）
大　分 東浜61 1戸 近居

稙　田 敷戸48 2 単身可・
近居・隣近

市営住宅　※受付中（先着順）

大　分

大空57 1戸 身障世帯向

裏川53 1 高齢者
同居世帯向

東浜59 1

稙　田
小原53 1 身障世帯向
敷戸49 1 単身可
寒田54 1

市営住宅（5月6日㈭から先着順）

大　分
大空56 1戸
東浜61 1

▪募集期間：5月6日㈭～12日㈬
▪入居者の決定方法：公開抽選
▪日時：5月27日㈭　午後1時30分～
▪場所：アートプラザ　研修室
問　住宅課（☎537-5977）

森林セラピー体験ツアー
in 霊山　参加者募集
▪日時：6月20日㈰　①午前9時～、
　②午前9時30分～、③午前10時～
　※各部2時間30分程度
▪集合場所：霊山寺駐車場（大字岡川）
▪定員：各部10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,200円（ガイド料など）
▪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、林
業水産課（☎585-6013）へ。

市営住宅などの入居者募集（1）
　募集案内をご覧の上、郵送にてお申
込みください。
第2大分市営住宅管理センター（本庁
舎地下1階　☎536-2555）

市営住宅

大　分

下郡62 1戸 単身可
羽田H6 1 単身可
田ノ浦H5 1
下郡H6 1
中の瀬H8・H10 5
中の瀬H10 1 単身可
羽田H14 1 小型犬可

鶴　崎
関園40 1 単身可
下徳丸H7 1
高田H11 1 母子世帯向

稙　田 国分H4 1

坂ノ市
里42 2 単身可
坂ノ市H2 2
日吉原H9 1

佐賀関
秋の江第二57 1 単身可
馬場H5 1
幸崎駅前H13 1

大　南 花香H5 1
従前居住者用賃貸住宅★

大　分 駅南住宅
みやびのもりH10 1戸 単身可

市営住宅　※受付中（先着順）
稙　田 大園52 1戸 単身可
特定公共賃貸住宅　※受付中（先着順）★

大　分 ベルビュ賀来 13戸
野津原 リバーサイド新界 3

★中堅所得者も申込みできます。
▪募集期間：5月6日㈭～12日㈬
▪入居者の決定方法：公開抽選
▪日時：5月26日㈬　午前9時30分～　
▪場所：アートプラザ　研修室
問　住宅課（☎537-5977）

「美術館で音楽会」出演者募集
▪日時：10月30日、11月6日・13日・20

日・27日（土曜日）　午後0時30分～、
午後2時30分～（各回45分）
▪場所：市美術館　ハイビジョンホール
▪内容：個人や団体による声楽や楽器

の演奏
▪定員：10組（多数時は選考）
▪参加料：1団体につき1,000円
▪申込み・問　はがきに、住所、氏名（団

体名と代表者名）、電話番号、ファク
ス番号、Eメールアドレス、楽器編成、
人数、演奏希望日時（第2希望まで）
を記入し、5月31日㈪〈消印有効〉ま
でに市美術館（〒870-0835　大字
上野865　☎554-5800）へ。

市空家等相談会を開催します
　専門家に、空き家のリフォーム、売買、
賃貸、相続、住み替え、解体について相
談できます。
▪日時：5月23日㈰　午前10時～正午、

午後1時～4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

201・202会議室
問　住宅課（☎585-6012）

エネファーム・蓄電池の
設置費用を補助します
▪補助対象設備：◦エネファーム（家庭

用燃料電池）　◦定置用リチウムイ
オン蓄電池
▪補助額：対象設備1件につき5万円
▪申請受付期間：5月6日㈭～4年3月

31日㈭　※予算額に達し次第、受付
を終了します。
▪その他・問　補助要件など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、環
境対策課（☎537-5758）へ。

光化学スモッグにご注意を
　日差しが強く気温が高くなるこれか
らの季節は、光化学スモッグが発生し
やすい時期です。予報などが発令され
た場合は、次のことに注意してください。
◦屋外での激しい運動を避ける
◦目やのどなどに刺激を感じた人は洗

眼やうがいをする
問　環境対策課（☎537-5748）

アートマーケットVol．37
出店者募集
▪日時：6月20日㈰　午前10時～午後

3時
▪場所：アートプラザ2階   アートホール
▪対象：県内居住のアーティスト、もの

づくり作家（個人またはグループ）
▪出店料：1ブース1,500円
▪募集数：28ブース
▪申込期限：5月10日㈪
▪その他・問　出店概要や申込方法な

ど詳しくは、アートプラザホームペー
ジをご覧になるか、アートプラザ（☎
538-5000）へ。

お知らせ01

無料

募　集02
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