
危険物取扱者試験
▪時11月27日㈰　午前10時～
　（乙種4類のみ午後2時～）
▪場大分大学（大字旦野原）
▪料甲 種 6,600 円、乙 種 4,600 円、丙 種

3,700円
▪申（一財）消防試験研究センター大分県

支部、消防局予防課、各消防署に備え
付けの願書に記入し、9月28日㈬～
10月7日㈮に同センターへ。　※9月
25日㈰～10月4日㈫に同センター
ホームページから電子申請も可。
▪問消防局予防課（☎532-3199）

赤十字健康生活支援短期講習
▪時9月20日㈫　午前10時～正午
▪内高齢者の理解と日常での介護
▪対15歳以上
▪定16人（先着順）
▪申・▪場・▪問電話またはファクスで、日赤

大分県支部（〒870-0033　千代町
二丁目3-31　☎534-2237　 533-
6795）へ。

未来へつなぐ
相続・遺言セミナー&相談会
▪時10月15日㈯　午前10時～午後3時
▪場ホテル日航大分オアシスタワー5階　

孔雀の間
▪定100人（先着順）
▪他セミナー後、相談会を開催
▪申・▪問申込方法など詳しくは、県司法書

士会（☎532-7579）へ。

市社会福祉協議会職員採用試験
▪時一次試験日：10月16日㈰
▪場 J:COM ホルトホール大分
▪内募集職種：総合職（若干名）
▪対平成4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
▪申期限：9月24日㈯
▪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。

試　験

街のホット情報
無料

無料

産業活性化プラザセミナー
①トップアスリートに学ぶ～世界と戦
う、チームづくりの第一歩～
▪時10月2日㈰　午後2時～4時
▪講向井 昭吾氏（元ラグビー日本代表監

督）
②1日みっちりやります！～大分の明
日を担う経営人の成功のために～
▪時10月21日㈮　午前10時～午後4時

40分
▪講中川 理

ま さ み

巳氏〈㈱ブレイド・イン・ブラ
スト代表取締役〉
▪場 J:COM ホルトホール大分　①3階

大会議室　②2階　セミナールーム
▪定①300人　②30人（いずれも先着順）
▪料①無料　②1,000円
▪申・▪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、①は9月30日㈮ま
で、②は10月14日㈮までに同プラザ

（☎576-8879）へ。

子育て支援・児童虐待防止啓発
講演会
▪時11月7日㈪　午後2時～3時30分（午

後1時受付開始）
▪場コンパルホール1階　文化ホール
▪講相澤 仁氏（大分大学福祉健康科学部

教授）
▪対市要保護児童対策地域協議会の構成

機関の職員および希望する市民
▪定250人（先着順）
▪申・▪問ファクスで中央子ども家庭支援

セ ン タ ー（☎ 537-5688 　 533-
5015）へ。

スマホ教室
▪時11月～5年2月　1教室2時間程度
▪場地区公民館ほか6カ所
▪定各回15人（多数時は抽選）
▪持ご自身のスマートフォン
▪他申込方法など詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、（公財）ハイパー
ネットワーク社会研究所（☎537-
8180）へ。
▪問社会教育課（☎537-5649）

無料

無料

就労応援セミナー
▪時9月30日㈮　午前10時～正午
▪場 J:COM ホルトホール大分2階
　201・202会議室
▪内採用獲得と継続勤務に向けて－アフ

ターコロナにも役立つコミュニケー
ション術－
▪講西村 慶治氏（社会保険労務士）
▪定20人（先着順）
▪申・▪問電話で、9月27日㈫までに商工労

政課（☎537-5964）へ。

親子クッキング教室
▪時10月22日、11月26日、12月17日（土

曜日・全3回）　午前10時～午後1時
▪場野津原公民館（大字野津原）
▪内郷土料理やクリスマスの料理
▪対未就学児（4歳以上）と父母または祖

父母
▪定10組（先着順）
▪料1組1回につき700円（材料費）
▪申・▪問電話で、9月24日㈯までに多世代

交流プラザ（☎588-1151）へ。

おおいたマルシェ
料理教室
①「関あじ」さばき方料理教室
▪時10月29日㈯　午前10時～午後1時
②地産地消料理教室
▪時10月30日㈰　午前10時～午後1時
▪場 J:COM ホルトホール大分1階　キッ

チンスタジオ
▪対高校生以上
▪定①15人　②18人（多数時は抽選）
▪申・▪問農政課（本庁舎8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、9月26日㈪〈必
着〉ま で に 同 課（☎ 537-7025）へ。　
※市ホームページで電子申請も可。

パソコン検定MOS
スペシャリスト取得支援講座
▪時11月～5年2月の土曜日（全14回）
▪対ひとり親家庭の父・母　※所得制限

あり
▪定8人（先着順）
▪料2,500円（教材費）
▪申・▪場・▪問電話で、9月1日㈭からひとり

親家庭支援プラザ（J:COM ホルト
ホール大分3階　☎576-8882）へ。

無料

無料

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）
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暮らしの情報

平和市民公園能楽堂 観月祭
▪時9月9日㈮　午後6時30分～9時（午

後6時開場）
▪内お茶会（午後6時～）、生演奏など
▪場・▪問平和市民公園能楽堂（☎551-5511）

大分いこいの道
ファミリーフェスタ
▪時9月25日㈰　午前10時～午後2時
▪場大分いこいの道芝生広場
▪内阿蘇猿回し、太鼓演奏（楊志館高校）

など
▪問まちなみ企画課（☎585-6004）

大分アートフェスティバル2022
「回遊劇場 AFTER」
▪時10月28日㈮～11月

27日㈰
▪場市中心市街地 各所
▪他・▪問詳しくは、市ホー

ムページをご覧にな
るか、商工労政課（☎537-5959）へ。

平和市民公園能楽堂
「今昔響舞～冀望kibou～」
▪時11月27日㈰　午後1時～（正午開場）
▪内津軽三味線・日本舞踊
▪料 S 席4,400円、A 席3,850円　※当日

券は500円増
▪他・▪場・▪問前売券は、9月1日㈭から平和市

民公園能楽堂、トキハプレイガイド、
ローソンなどで販売開始。詳しくは、
平和市民公園能楽堂（☎551-5511）へ。

お口の健康教室・
食べていきいき教室
　ご希望の日時と場所に歯科衛生士や
管理栄養士が出張して健康講話を行い
ます。
▪時平日午前10時～午後3時（1時間程度）
▪対市内居住の高齢者5人以上の団体
▪他・▪問申込方法など詳しくは、長寿福祉

課（☎537-5746）へ。

無料

無料

講座＆教室

無料

お母さんひろば参加者・保育
ボランティア募集
①参加者募集
▪内子育ての話し合いと仲間づくり
　※子どもは別室で託児（無料）
▪対0歳～6歳児（未就学児）の保護者
▪定10人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内参加者の子どもの保育
▪対18歳以上（高校生不可）
▪時10月18日～11月22日（火曜日・全6

回）　午後1時30分～3時30分
▪申・▪場・▪問電話で、9月13日㈫から10月

4日㈫まで〈9月26日㈪を除く〉に子
育て交流センター（J:COM ホルト
ホール大分2階　☎576-8245）へ。

公の施設の指定管理者募集
①大洲総合体育館　②丹生温泉施設
▪時◦指定管理期間：5年4月1日～10年3

月31日　◦申請期間：①9月15日㈭
～10月3日㈪　②10月3日㈪～7日㈮
▪内応募資格：法人、その他の団体（個人

での応募はできません）　※①は、県
が募集する「大洲総合運動公園及び
フェンシング場指定管理者」への申
請手続きも必要。
▪他・▪問詳しくは、市ホームページまたは

①スポーツ振興課（本庁舎5階　☎
537-5650）、②福祉保健課（第2庁舎
2階　☎537-5623）で配布する募集
要項をご確認ください。　※募集要
項は、①は9月14日㈬まで、②は9月
7日㈬～20日㈫に配布します。

わらび座ミュージカル
「北斎マンガ」
▪時11月18日㈮
　午後7時～（午後

6時30分開場）
▪場 J:COM ホ ル ト

ホール大分1階　大ホール
▪定1,201人
▪他助成：（一財）自治総合センター
▪料当日券：一般2,500円、学生1,500円
▪問前売券は、J:COM ホルトホール大分

総合窓口、トキハプレイガイドにて
販売中。詳しくは同ホール（☎576-
8877）へ。

無料

イベント

市認知症家族介護支援事業の
参加者募集
▪対市内居住で、在宅認知症高齢者を介

護し、全4回（月1～2回程度開催）の
講習会に参加できる家族など
▪定各施設10人程度

施設名 ▪申・▪問
緑風苑デイサービスセンター
E型 ☎567-3733

老健めいわ ☎551-0044

こいけばる憩いの苑 ☎552-7532

県医療生活協同組合 ☎556-4884

風雅の里上野 ☎535-8900

※日程、内容など詳しくは、各事業所へ
お問い合わせください。
▪問長寿福祉課（☎537-5771）

シングルママ・パパ交流会
「ラフラフ」参加者募集
◎第2回交流会　親子デイキャンプ体験
▪時10月9日㈰　午前10時～午後3時
▪場九六位山キャンプ場
▪対市内に居住するひとり親家庭の親子　
▪定12組（多数時は抽選）
▪料500円
▪申・▪問直接または電話で、9月20日㈫ま

でに子育て支援課（☎537-5619）へ。

地産地消サポーター募集中
　登録者には、大分市産の食材を利用し
た料理教室や農産物の収穫体験など、地
産地消に関するイベント情報が掲載さ
れたサポーター通信を適時送付します。
▪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、農政課（☎
537-7025）へ。　※電子申請も可

援農かっせ隊募集
▪内農繁期の農家のお手伝い（ボランティ

ア）
▪対農作業ができる個人または企業・団

体（年齢・性別・経験不問。未成年者
は保護者の同意が必要）
▪他交通費は自己負担、昼食は受け入れ

農家から提供。市ボランティア保険
が適用されます（自己負担なし）。
▪申・▪問農政課（本庁舎8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、必要書類を添
えて、同課（☎537-7025）へ。

募　集

無料

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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