
▪�市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。 
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

初心者狩猟講習会
▪月日：◦わな猟…①7月10日㈯
　◦第一種・第二種銃猟…②7月17日
㈯・18日㈰
▪時間：午前10時～午後4時30分　
▪場所：①県教育会館（大字下郡）
　②ソレイユ（中央町四丁目）
▪内容：法令、狩猟鳥獣の判別、猟具の
取り扱い、実技など
▪受講料：①8,000円　②各1万2,000
円
▪申込方法：6月15日㈫・22日㈫に、直
接、市猟友会（顕徳町二丁目6-13　
☎538-1042）へ。　※毎週火曜日の
み受け付け
▪その他・問　市内居住の農林水産物
を生産する者がわな猟を受講し、試
験に合格した場合は、市が受講料を
助成します。詳しくは、林業水産課
（☎585-6021）へ。

ゲートキーパー
養成研修会
▪月日・場所：7月30日㈮…保健所6階　
大会議室　8月6日㈮…鶴崎市民行
政センター2階　大会議室
▪時間：午後1時30分～3時（午後1時
受付開始）
▪内容：講演「地域の住民だからこそで
きる自殺予防」ほか
▪講師：関根�剛氏（県立看護科学大学
准教授）ほか
▪定員：各50人（先着順）
▪申込み・問　電話またはファクスで、
氏名、電話番号、希望日を、6月15日
㈫から保健所保健予防課（☎536-
2852　 532-3356）へ。

夏休みジュニア体操教室
▪日時：8月11日㈬～23日㈪〈全7回〉　
午後1時～3時
▪場所：コンパルホール5階　体育室
▪対象：市内または由布市居住の小学
生
▪定員：50人（各学年8人程度、多数時
は抽選）
▪参加料：3,500円（7回分）
▪申込み・問　往復はがき（1人1枚）
に、教室名、住所、氏名（ふりがな）、性
別、学年、保護者氏名、電話番号を記
入し、7月24日㈯〈必着〉までにコン
パルホール（〒870-0021　府内町
一丁目5-38　☎538-3700）へ。

無料

文化・芸術講座「建築を観察して
みよう-風鈴編-」
▪日時：7月17日㈯　午後1時30分～3
時30分
▪講師：下平�千夏氏（現代芸術家）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪参加料：2,000円
▪申込み・場所・問　往復はがきに、参
加者全員の氏名、代表者の住所・電話
番号、講座名を記入し、6月30日㈬
〈消印有効〉までに市美術館（〒870-
0835　大字上野865　☎554-5800）
へ。

夏休みキッズ米粉料理教室
▪日時：7月30日㈮　午前10時～午後
1時
▪場所：公設地方卸売市場　管理棟1
階　調理実習室（豊海三丁目）
▪対象：5歳～小学生の子どもとその
保護者
▪定員：8組16人（多数時は抽選）
▪参加料：1人500円（材料費）
▪申込み・問　農政課または各支所に
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、6月
30日㈬〈必着〉までに同課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-7025）
へ。

保育士の職場体験講習会
▪日時：8月～12月の期間中　午前9時
30分～午後1時
▪場所：市立保育所
▪対象：保育士資格を持つ人
▪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、保
育・幼児教育課（☎574-6552）へ。

市民後見人養成講座
▪期間：9月～4年1月（水・金・土曜日　
全8回）　午前9時30分～午後4時40
分
▪場所：J:COM�ホルトホール大分3階　
福祉関係団体活動室
▪対象：20歳～70歳の市民で、原則す
べての講座に参加し、市民後見人や
成年後見制度に関わろうと考えてい
る人
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪申込み・問　市社会福祉協議会ホー
ムページの募集要項を確認の上、同
協議会（☎547-7774）へ。

第5回ふれあい歴史体験講座
「七夕飾り作り」
▪日時：7月3日㈯　午前9時30分～、
午後2時～
▪定員：各20人（先着順）
▪参加料：100円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、6月19日
㈯午前9時から歴史資料館（☎549-
0880）へ。

買う前に！シニア向け
スマートフォン体験講座
▪日時：7月14日㈬　午前10時～正
午、午後1時30分～3時30分
▪対象：60歳～70歳未満（スマートフ
ォンをお持ちでない人）
▪定員：各12人（先着順）
▪申込み・場所・問　6月15日㈫午前9
時から電話で、ライフパル（府内町三
丁目　☎573-3770）へ。

市社会福祉協議会職員採用試験
▪一次試験日：7月25日㈰
▪場所：J:COM�ホルトホール大分
▪募集職種：①総合職A（若干名）、②総
合職B（若干名）
▪対象：①昭和50年4月2日～61年4月1
日に生まれた人で、※社会福祉士また
は社会福祉主事の資格を有し、かつ
普通自動車免許を有する人　②平成
3年4月2日以降に生まれた人で、※4年
制大学卒業、かつ普通自動車免許を
有する人　※いずれも見込みを含む
▪申込期限：7月10日㈯
▪その他・問　募集内容など詳しくは、
市社協ホームページをご覧になる
か、市社協事務局（☎547-8154）へ。

「第22回ななせの火群まつり」の
開催を中止します
　「第22回ななせの火群まつり」につ
いては、7月24日㈯・25日㈰の2日間で
開催予定となっておりましたが、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め開催の中止を決定いたしました。
問　ななせの火群まつり振興会事務局
（稙田支所内　☎541-1234）

無料
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高校生向け起業家育成
実践講座2021
▪日時：7月17日㈯　午前9時30分～午
後5時、18日㈰　午前9時～午後5時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分2階
セミナールーム
▪講師：鶴岡�英明氏（イジゲン株式会
社　取締役CEO）
▪対象：高校生・高等専門学校生（3年
生まで）　※市内居住・通学の人優先
▪定員：12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、7月
14日㈬までに同プラザ（☎576-
8879）へ。

情報学習センターの
各種教室
①はじめてのmicro:bitプログラミング
▪日時：7月18日㈰　午後2時～4時
②はじめてのScratchプログラミング
▪日時：7月22日㈭　午後2時～4時
▪受講料：各大人300円、子ども200円
▪対象：小中学生とその保護者
▪定員：各10組（多数時は抽選）
▪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、
氏名、電話番号、教室名･月日、子ども
の学年を、①は7月4日㈰、②は7月8
日㈭までに情報学習センター（〒
870-0851　大石町一丁目3組　☎
54 5 -8 6 1 6　 5 4 5 -5 0 6 5　
omc@hyper.or.jp）へ。

河原内陶芸楽習館定期講座
「短期入門クラス」
▪日時：8月1日～10月31日（日曜日・
全10回）　午後1時～4時
▪対象：陶芸未経験者・初心者
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：4,190円　
▪申込み・問　はがき（1人1枚）に、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
陶芸歴を記入し、7月16日㈮〈必着〉
までに社会教育課（〒870-8504　
荷揚町2-31　☎537-5649）へ。
　※市ホームページで電子申請もでき
ます。

講座＆教室05

無料

アートプラザワークショップ
エコ×アート参加者募集
▪月日：7月4日㈰
◎講演会
▪時間：午前10時～11時
◎ワークショップ　※要講演会参加
①古布でぞうりをつくろう！
▪時間：午前11時～午後2時
▪講師：後藤�ミツノ氏
▪対象：大人
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪参加費：500円
②野菜で絵の具をつくろう!
▪時間：午前11時～午後0時30分
▪講師：アソビLAB
▪対象：親子（1組2人まで）
▪定員：10組（多数時は抽選）
▪参加費：300円
▪申込期限：6月25日㈮　午後6時
▪その他・問　詳しくは、アートプラザ
（☎538-5000）へ。

男女共同参画週間記念講演会
「アイドルから弁護士へ!?
～人生いつだって挑戦～」
▪日時：6月26日㈯　午後2時～4時
（午後1時30分開場）
▪場所：コンパルホール1階　文化ホ
ール（府内町一丁目）
▪講師：平松�まゆき氏（弁護士）
▪定員：250人（先着順）
▪その他・問　事前申込みは不要です。
詳しくは、男女共同参画センター（た
ぴねす）〈☎574-5577〉へ。

「n
な あ な

aanaの日交流会」
▪日時：7月12日㈪　午前10時30分～
正午
▪場所：九州電力大分支社1階　IH体
験コーナー（金池町二丁目）
▪内容：「親子クッキング」をテーマに
親子で簡単な料理を行います。
▪対象：市内居住の1歳～未就学の子
どもとその保護者
▪定員：8組程度（先着順）
▪申込期間：6月28日㈪～7月8日㈭
▪その他：料理内容や申込方法など詳
しくは、子育てサイト「naana」をご
覧ください。
問　子ども企画課（☎574-6516）

イベント04

無料

無料

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集
　粗大ごみとして出されたタンスやテ
ーブルなどの家具と自転車（約50台）を、
修理や塗装などで再生して譲渡します。
▪対象：市内または由布市に居住する
18歳以上の人
▪抽選方法：当分の間、抽選会は開催せ
ず、大分エコライフプラザ事務局に
て抽選。　※当選者には同事務局か
ら電話で連絡します。
▪その他：自転車については、引き渡し
時に防犯登録料600円が必要です。
▪申込み・問　6月25日㈮～7月4日㈰
正午に、直接、福宗環境センター内の
大分エコライフプラザ（☎588-
1410）へ。

路上違反広告物除却推進員
ボランティア団体募集
▪活動内容：電柱などに設置されたは
り紙やはり札、立て看板などの除去
▪対象：市内に居住・通勤・通学してい
る20歳以上で、市が開催する講習会
に参加でき、2人以上で構成されて
いる団体（町内会・家族・企業など）
▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁舎
7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、7月14日㈬までに同課（☎537-
5968）へ。

第47回大分市民音楽祭
参加団体募集
▪日時：4年2月20日㈰　午後1時～
▪場所：J:COM�ホルトホール大分　大
ホール
▪対象：市内で活動する音楽団体
▪参加費：1人1,000円　
▪申込み・問　社会教育課（第2庁舎4
階）、各支所、各地区公民館に備え付
けの申込書に記入し、7月29日㈭〈必
着〉までに同課（☎537-5722）へ。

募　集03

無料
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