
防災気象講演会
▪時8月25日㈭　午後1時30分～3時30分
（午後0時30分開場）
▪場 J:COM ホルトホール大分1階　大

ホール
▪内演題：「大雨・地震に備えて～防災気

象情報を使いこなそう～」、「気象予
報士から見た防災・熱中症対策」
▪講後藤 貴士氏（大分地方気象台長）、菊

池 真以氏（気象予報士）
▪定1,200人（当日先着順）
▪問防災危機管理課(☎537-5664)

おおいたマンション
管理セミナー
▪時8月28日㈰　午後1時30分～4時30分
▪場 J:COM ホルトホール大分3階
　302・303会議室
▪内行政のマンション政策や管理組合向け

の支援制度など（個別無料相談会あり）
▪対県内にあるマンションの住民や管理

組合役員など
▪定100人（先着順）
▪他・▪問申込方法など詳しくは、住宅課
（☎585-6012）へ。

認知症サポーター
養成講座
▪時平日午前8時30分～午後5時15分（1

時間～1時間30分程度）
▪内認知症の基礎知識と認知症の人への

接し方を学習
▪対おおむね5人以上の団体
▪他会場は実施団体で用意してください
（会場使用料などは団体負担）。

　※講師料、資料代は無料
▪申・▪問長寿福祉課（第2庁舎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、同課（☎
537-5771）へ。

パワーアップ教室
　つまずきやすい、階段
がつらいなど日常生活
に支障が出てきた人に、
運動・栄養・口腔の専門
職が、体操や講話を行い、短期間で元気
になるよう支援する教室です。
▪時実施期間：3カ月間（週1回2時間程度）
▪料月額500円
▪他・▪問送迎あり。申込方法など詳しく

は、各地域包括支援センターか長寿
福祉課（☎537-5746）へ。

無料

無料

子育て交流センター
地域子育て支援室のイベント
①おじいちゃんおばあちゃんと
　クッキング
▪時9月4日㈰　午前10時～正午
▪場 J:COM ホルトホール大分1階　キッ

チンスタジオ
▪対市内居住の3～6歳児（未就学児）と

その祖父母
▪定6組（先着順）
▪料1組300円（材料費）
②おじいちゃんおばあちゃんと
　遊ぼう！
▪時9月17日㈯   午前10時30分～11時30分
▪場子育て交流センター（J:COM ホルト

ホール大分2階）
▪対市内居住の1～3歳児（未就学児）と

その祖父母
▪定6組（先着順）
▪申・▪問電話で、8月4日㈭から地域子育

て支援室（☎576-8245）へ。

上級救命講習
▪時9月17日㈯　午前8時30分～午後5

時15分（午前8時受付開始）
▪場鶴崎市民行政センター2階　大会議

室（東鶴崎一丁目）
▪内心肺蘇生法、AED の使用方法、傷病

者管理、搬送法など
▪定30人（先着順）
▪申・▪問電話で、8月1日㈪～9月10日㈯に

消防局救急救命課（☎532-4199）また
は中央消防署（☎532-2108）、東消防
署（☎527-2721）、南
消防署（☎586-1230）
へ。

※市ホームページから
電子申請も可

ほっとアロマ教室
▪時9月～11月の第2水曜日、第2土曜日　

※11月は第3土曜日（各全3回）　午
前10時～正午
▪内アロマの基礎や介護での使い方など
▪定各15人（先着順）
▪料1回700円（材料費）
▪申・▪場・▪問電話で、8月31日㈬までに多

世代交流プラザ（大字野津原　☎
588-1151）へ。

無料

講座＆教室
無料

▲電子申請は
　こちら

社労士コースの学生募集
▪時10月～5年3月　毎週月・金曜日（全

40回）　午後7時～9時
▪対市内に居住 ･ 勤務の満15歳以上満

39歳以下の人（定員に空きがある場
合は、49歳以下の人）
▪定30人（多数時は抽選）
▪料授業料：8,380円（教材費が別途必要）
▪申期間：8月1日㈪～31日㈬　午後2時

～8時　※土・日曜日、祝日は除く
▪他・▪問受講内容や申込方法など詳しく

は、エスペランサ・コレジオ（☎522-
3415）へ。

豊後FUNAIミュージカル
ワークショップ&本番公演
参加者を募集します！
◎ワークショップ
▪時10月15日㈯ ･16日㈰、11月19日㈯

･20日㈰の全4日
◎本番公演
▪時5年3月12日㈰
▪料6,000円（ワークショップのみ参加

の人は3,000円）
▪他助成：（一財）地域創造
▪申・▪問 J:COM ホルトホール大分に備

え付けの申込書に記入し、8月15日
㈪～10月9日㈰に同ホール（☎576-
8877）へ。

中央通り歩行者天国
　タイムバーゲンや宇宙港クイズ大会
を開催します。
▪時8月27日㈯　午後4時～7時
※交通規制（午後3時～8時）にご協力

ください。
▪他フリーゾーンでパフォーマンスなど

を行う出演者を募集します。応募方
法など詳しくは、㈱大分まちなか倶
楽部（☎573-7377）へ。
▪問商工労政課（☎537-5959）
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交通規制エリア

※交通規制範囲は変更になる場合があります

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無料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。（Oita City provides free over-the-phone interpreting services for foreign residents and tourists. Please see Oita 
City website for details.） 問　国際課（☎537-5719）
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暮らしの情報

市営住宅などの入居者募集（2）
　募集案内を必ずご覧の上、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…1戸、裏
川53…1戸（単身可）、東浜60…1戸、
東浜61…1戸、萩原63…1戸、東明野
63…1戸（母子世帯向）、東明野H1…
1戸、東明野 H1…1戸（単身可）、畑中
H2…2戸、庄の原H7…2戸

〈鶴崎〉小池原50…3戸（単身可）、明治北
57…1戸（子育て世帯向）、明治北58…
1戸（単身可）、明治北59…1戸（単身可）

〈稙田〉敷戸 H19…1戸（単身可）、敷戸
H19（新 棟）… 2 戸（単 身 可）、敷 戸
H19（新棟）…1戸（身障世帯向）、敷
戸南Ｈ29…1戸（単身可）、寒田51…
1戸（単身可）、寒田52…1戸（単身
可）、小原56…1戸（単身可）、小原58
…1戸（単身可）

〈大在〉北55…1戸（単身可）
◎市営住宅〈受付中（先着順）〉

〈大分〉裏川53…1戸、裏川53…1戸（高
齢者同居世帯向）、東浜60…1戸

〈稙田〉寒田51…1戸（単身可）、小原53
…1戸（身障世帯向）
▪時募集期間：8月1日㈪～5日㈮
　抽選日時：8月18日㈭　午後1時30分～
▪場抽選場所：アートプラザ　研修室
▪問住宅課（☎537-5977）

第48回大分市⺠音楽祭参加団体募集
　日ごろの練習の成果を、大ホールで
発表しませんか。
▪時5年2月26日㈰　午後1時～
▪場 J:COM ホルトホール大分　大ホール
▪対市内で活動する音楽団体
▪料参加費：1人1,000円　
▪申・▪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、8月31日㈬〈必着〉まで
に同課（☎537-5722）へ。

市立保育所・認定こども園の
会計年度任用職員を
随時募集しています
▪内任用期限：5年3月31日まで
▪対保育士資格保有者
▪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。

市営住宅などの入居者募集（1）
　募集案内を必ずご覧の上、郵送にて
お申込みください。
①住宅課（本庁舎6階）
◎地域特別賃貸住宅（義務教育終了前

の者がいる世帯）
〈大南〉たけなかの里（2階建て）…1戸
②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〉羽田 H4…1戸、下郡 H6…1戸、

中の瀬Ｈ10…1戸、中の瀬Ｈ13…1
戸（単身可）

〈鶴崎〉寺畑55…1戸、皆春63…1戸、下
徳丸H7…1戸

〈稙田〉国分42…1戸
〈大南〉竹中H1…1戸
〈坂ノ市〉坂ノ市 H3…1戸、日吉原 H9

…1戸
〈佐賀関〉馬場 H2…1戸（単身可）、佐賀

関H25…1戸
◎従前居住者用賃貸住宅★

〈大分〉第2駅南住宅ふれあいのもり
H13…1戸

◎市営住宅〈受付中（先着順）〉
〈稙田〉大園52…1戸（単身可）
〈佐賀関〉秋の江第二57…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
〈佐賀関〉古宮団地…1戸
〈野津原〉リバーサイド新界…3戸

★中堅所得者も申込みできます。
▪時募集期間：8月1日㈪～5日㈮
　抽選日時：①8月17日㈬　午後2時～、

②8月17日㈬　午前9時30分～
▪場抽選場所：①本庁舎9階　第2入札室　

②アートプラザ　研修室
▪問住宅課（☎537-5977）

身近な自然観察会
参加者募集
▪時9月10日㈯　午前10時～正午　
▪場七瀬川自然公園（大字市）
▪定60人程度（多数時は抽選）
▪申期限：9月2日㈮〈必着〉
▪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、環境対策課
（☎537-5758）へ。

無料

戦争関係の資料を募集しています
▪内戦争や戦時下の状況を後世に伝える

ような写真、新聞、チラシ、資料、遺品
など
▪申・▪問電話で、歴史資料館（☎549-0880）

へ。

野津原地区の騒音に係る
環境基準や騒音・振動の
規制地域について
意見を募集します
▪時募集期間：8月12日㈮～9月12日㈪
▪場閲覧場所：環境対策課（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
▪他・▪問個々の意見に対する直接の回答

はしません。応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、環
境対策課（☎537-5748）へ。

子育てファミリー・
サポート・センター会員募集
　育児の手助けを受けたい「依頼会員」
が手助けをしたい「援助会員」に、1時
間当たり600～700円を支払って、会
員同士で援助し合うシステムです。な
お、「援助会員」になるには、2日間の講
習会（無料）の受講が必要です。
▪対依頼会員の対象 : 生後3カ月～小学

生の子どもの保護者
▪時援助会員講習会:9月3日㈯･9日㈮
　※申込期限:9月1日㈭
▪他 ･▪問登録方法など詳しくは、子育て

ファミリー･サポート･センター（☎
576-8246）へ。

高齢者ファミリー・
サポート・センター
援助会員募集
　高齢者に対して、家事の援助などを
行う人を募集します。2日間の講習を
受講（無料）すると援助会員として登録
できます。
▪内報酬：1時間当たり600～700円
▪対市内居住の心身ともに健康で積極的

に活動できる20歳以上の人
▪他次回の講習会：9月8日㈭・9日㈮
　※申込期限：8月29日㈪
▪問高齢者ファミリー・サポート・セン

ター（☎538-3180）

募　集

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ
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