大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
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。
（大分市向外国人、
访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。
对应语言及利用方法等详情，
请查看大分市官网。
）
問 国際課
（☎537-5719）

情報学習センターの教室
無料
①無料体験教室
▪月日：7月25日㈰
▪時間：◦はじめての Word…午前10
時～10時45分 ◦はじめての Excel
…午前11時～11時45分 ◦はじめ
ての Access…正午～午後0時45分
◦はじめての PowerPoint…午後1
時～1時45分 ◦はじめてのネット
ショッピング…午後2時～2時45分
②はじめてのパソコン操作
▪日時：8 月 5 日 ㈭・12 日 ㈭・19 日 ㈭
午前10時～正午
▪受講料：900円
③親子のはじめてのロボットプログラ
ミング
▪日時：8月29日㈰ 午後2時～4時
▪対象：小・中学生とその保護者
▪受講料：大人300円、子ども200円
▪定員：①各10人 ②15人 ③10組
（いずれも先着順）
▪申込み・場所・問 直接または電話、
E
メールで、
住所、
氏名、
電話番号、
教室
名、
日時を、①は7月18日㈰、②は7月
22日㈭、
③は8月15日㈰までに情報学
習センター（大石町一丁目 ☎5458616
omc@hyper.or.jp）
へ。

男女共生セミナー
「もしかして毒親 !?」

無料

▪日時：7月28日㈬ 午前10時～11時
30分
▪講師：樋口 雅子氏（家族関係アドバ
イザー）
▪定員：20人（先着順）
▪その他：生後 6カ月～未就学児の託
児あり（無料）。 ※先着10人
▪申込み・場所・問 電話または市ホー
ムページの申込み専用フォームで、
7月1日㈭～25日㈰にたぴねす（男女
共同参画センター）
〈コンパルホール
2階 ☎574-5577〉
へ。

シニア向け就労応援セミナー

無料

▪日時：7月31日㈯ 午前10時～正午
▪場所：J:COMホルトホール大分3階
302・303会議室
▪講師：篠原 丈司氏（社会保険労務士）
▪対象：市内居住のおおむね50歳以上
の人
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭～28
日㈬に商工労政課
（☎537-5964）
へ。
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海星館講座 カンタン！
星空の歩き方
「夏の星座」
▪日時：7月25日㈰ 午後2時～3時30
分
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪参加料：一般…520円、高校生…310
円、中学生以下…100円（資料代）
▪申込み・場所・問 関崎海星館（大字
佐賀関）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11日㈰までに同館
（☎5740100）へ。

海部古墳資料館の講座
（☎524-2300）
①勾玉作り
▪日時：7月25日㈰ 午前10時～正午
▪対象：中学生以下（小学4年生以下は
要保護者同伴）
②はにわ作り
▪日時：8月8日㈰ 午前10時～正午
▪対象：中学生以下（小学3年生以下は
要保護者同伴）
▪定員：各12人（先着順）
▪受講料：①300円 ②280円
▪申込み・場所・問 電話で、7月1日㈭
から①は7月24日㈯、②は8月7日㈯
までに海部古墳資料館（大字里）へ。

南大分スポーツパーク
いきいき健康講座
①高齢者いきいきフィットネス講座
（後期）
▪日時：9月1日・8日・15日・22日、10月
6日・13日・20日・27日、11月10日・
17日（水曜日・全10回） 午前9時30
分～11時30分
▪対象：市内に居住・通勤している60
歳以上の人
②ストレッチ講座（後期）
▪日時：9月7日・14日・28日、10月5日・
19日・26日、11月2日・9日（火曜日・
全8回） 午後3時30分～4時30分
▪対象：市内に居住・通勤している18
歳以上の人（高校生は除く）
▪定員：各25人程度（多数時は抽選）
▪受講料：①2,500円 ②2,000円
▪申込み・場所・問 南大分体育館に備
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、7月31
日㈯〈必着〉までに同体育館（☎5467010）へ。 ※市ホームページで電
子申請も可。
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講座＆教室

高崎山自然動物園の
「おさるのプール開き」
を行います

危険物取扱者保安講習
講習区分

開催日

A（給油取扱所） 8月17日㈫、9月28日㈫
B（コンビナー
ト地区）

8月19日㈭、9月9日㈭・
28日㈫、10月5日㈫

C（その他）

8月24日㈫、9月5日㈰、
10月6日㈬

▪時間：午前9時30分～午後0時30分
※区分 A 9月28日㈫は午後1時30
分～4時30分
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪受付期間：7月12日㈪～20日㈫
▪受付場所：市防災協会（消防局3階
予防課内）
▪受講手数料：4,700円（県収入証紙を
申請書に貼付）
問 消防局予防課（☎532-3199）

消費生活セミナー
「お墓の問題、
これで解決！」無料
▪日時：7月25日㈰ 午後1時～3時
▪場所：野津原公民館 集会室
▪講師：阿部 秀幸氏（NPO 法人市民後
見ささえあい 理事長）
▪定員：70人（先着順）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭午前9
時からライフパル（☎573-3770）
へ。

応急手当普及員講習

無料

▪日時：8月20日㈮～22日㈰〈全3回〉
午前8時30分～午後5時15分
▪場所：消防局4階 講堂（舞鶴町一丁
目）
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問 電話で、7月1日㈭～8月
10日㈫に消防局救急救命課（☎5324199）ま た は 中 央 消 防 署（☎ 5322108）、東消防署（☎527-2721）
、南
消防署（☎586-1230）
へ。

▪日時：7月21日㈬ 午前9時30分～
▪場所：高崎山自然動物園サル寄せ場
▪内容：サル寄せ場にあるサルのプー
ルに水をはり、この日から子ザルた
ちがプールで泳ぐ様子を見ることが
できるようになります。高崎山の夏
の風物詩となっています。
問 高崎山自然動物園（☎532-5010）

大分トリニータ親子観戦DAY

無料

▪対象試合：8月21日㈯ 午後7時～コ
ンサドーレ札幌戦（要事前申込み）
▪場所：昭和電工ドーム大分
▪対象：市内の中学生以下とその保護
者（2人まで）
▪その他・問 詳しくは、スポーツ振興
課
（☎537-5979）
へ。
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講座＆教室

笑顔ひろがる折り紙教室
▪日時：7月30日㈮ 午前10時～正午、
午後1時～3時
▪定員：各12人（先着順）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・場所・問 電話で、7月1日㈭
午前9時からライフパル（府内町三
丁目 ☎573-3770）
へ。

産業活性化プラザのセミナー

無料

①企業と個人で役立つ！
スタッフ機能向上セミナー2021
▪月日：8月5日㈭・19日㈭〈全2回〉
▪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）他
②「ICT活用セミナー2021」
▪月日：8月18日㈬・25日㈬
〈全2回〉
▪講師：森 祐太氏（㈱ HAB ＆ Co. 代
表取締役）他
▪時間：午後6時30分～8時30分
（午後6時開場）
▪場所：J:COMホルトホール大分2階
セミナールーム
▪定員：各20人（先着順）
▪申込み・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、7月1
日㈭から①は8月3日㈫、②は8月16
日㈪までに同プラザ（J:COMホルト
ホール大分2階 ☎576-8879）
へ。

市美術館の展覧会
①アート・ワンダーランド2021
「これってアート!?」
何でもありなアートの世界へようこ
そ「
! へたうま ? ～かけそう !? つくれそ
う ? ～」
「なんじゃこりゃ」な作品を集
めてみました。
▪期間：7月14日㈬～9月20日㈪
②北村直登展
大分から今や全国に活躍の場を広げ
る北村直登のカ
ラフルでポップ
な最新作をご紹
介します。イベ
ントの開催情報
は同館ホーム
ページでご確認
ください。
ブランコで童心に
▪期間：7月22日 《23673
戻ろうと 象》
2021年
㈭～9月20日㈪
▪時間：午前10時～午後6時（入館は午
後5時30分まで）
▪ 観 覧 料：一 般 … ① 300 円（260 円）
②600円（500円）、高校生・大学生…
① 210 円（150 円） ② 400 円（300
円）、①②中学生以下および身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳提示者とその介護者は無料
※（ ）内は20人以上の団体料金
▪場所・問 市美術館（☎554-5800）

歴史資料館テーマ展示Ⅱ
「むかしなつかし大分の鉄道」
大分の鉄道に関わる写真や資料、模
型などを展示し、黎明期から現在まで
の鉄道の移り変わりを解説します。
▪会期：7月17日㈯～10月17日㈰
▪開館時間：午前9時～午後5時（入館
は午後4時30分まで）
▪休館日：7月19日㈪・26日㈪、8月3日
㈫・10 日 ㈫・16 日 ㈪・23 日 ㈪・30 日
㈪、9月7日㈫・13日㈪・21日㈫・24日
㈮・27日㈪、10月5日㈫・11日㈪
▪観覧料：大 人 210 円、高 校 生 100 円、
中学生以下および身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
提示者とその介護者は無料
▪展示解説講座：◦日時…8月8日㈰
午後2時～ ◦定員：30人（先着順）
◦申込方法…電話で、7月17日㈯午
前9時から受付。
▪場所・問 歴史資料館（大字国分 ☎
549-0880）
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募

集

第11次大分市
交通安全計画
（案）
に関する意見募集
▪募集期間：7月1日㈭～31日㈯
▪閲覧場所：生活安全・男女共同参画課
（本庁舎4階）、情報公開室（本庁舎7
階）、各支所、市ホームページ
▪その他・問 応募資格や応募様式、応
募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、生活安全・男女共
同参画課 ( ☎578-7541) へ。
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イベント

市民図書館のイベントを
開催します
（☎576-8241）
①夏の星座と工作
▪月日：7月25日㈰、8月7日㈯
▪時間：午後7時～9時
▪対象：小学生（保護者同伴）
▪定員：各15組（先着順）
▪参加料：500円（教材費）
無料
②ようこそ！電気の世界へ
▪日時：7月28日㈬ 午前10時30分～
正午
▪対象：小学4年生～6年生
▪定員：15人（先着順）
無料
③図書館探検ツアー
▪月日：7月29日、8月5日・12日・19日
（木曜日）
▪時間：午前11時～（中学生以下）、午
後2時～（高校生以上）
▪定員：各10人（当日先着順）
▪場所：①市民図書館2階 会議室
②J:COM ホ ル ト ホ ー ル 大 分2 階
201・202会議室 ③市民図書館2階
入口
▪申込み：①②は直接または電話で、7
月1日㈭から市民図書館へ。

どこでもコンサート
in大分西部公民館

無料

▪日時：7月26日㈪ 午後6時30分～7
時10分（午後6時開場）
▪場所：大分西部公民館 集会室
▪定員：60人（当日先着順）
▪出演：おおいた太鼓倶楽部
問 文化振興課（☎537-5663）
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