
上級救命講習
▪時12月17日㈯　午前8時30分～午後5
時15分（午前8時受付開始）
▪場南消防署3階　講堂（市51-1）
▪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、11月1日㈫～12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。

冬休みキッズ米粉料理教室
▪時12月26日㈪　午前10時～午後1時
▪場公設地方卸売市場　管理棟1階　調
理実習室
▪対5歳～小学生の子どもとその保護者
▪定8組（多数時は抽選）
▪料1組1,000円（材料費）
▪申・▪問農政課（本庁舎8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、
11月21日㈪〈必着〉までに同課（☎
537-7025）へ。

ときめき作品展
▪時11月9日㈬～20日㈰　午前10時～
午後6時
▪場県立美術館1階　アトリウム
▪内障がい者（児）の皆さまからご応募い
ただいた絵画、工芸、写真、書、陶芸、
合作の作品を展示
▪問県障害者社会参加推進センター（☎
558-8797）

第45回全国育樹祭記念行事
「森林フェス」
▪時11月12日㈯・13日㈰　午前10時～
午後4時
▪場大分いこいの道広場
▪内木に触れるワークショップ、体験ブー
スなど
▪問県林産振興室（☎506-3833）

無料

街のホット情報
無料

無料

おじいちゃんおばあちゃんと
クッキング
▪時12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300円（材料費）
▪申・▪問電話で、11月4日㈮から地域子育
て支援室（☎576-8245）へ。

ワールド・クエスト・イン・
おおいた 2022�～世界の仲間
と謎を解こう！～
▪時12月11日㈰　午前10時45分～、午
後1時30分～、午後3時30分～（所要
時間：1時間15分程度）
▪場アートプラザ
▪内なぞとき、世界のクイズ、異文化体験
など
▪対市内の小学1～4年生
▪申期限：11月11日㈮
▪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、国際課（☎
537-5719）へ。

バサジィ大分
市民無料観戦DAY
▪時12月11日㈰　午前11時～　（ペス
カドーラ町田戦）
▪場サイクルショップコダマ大洲アリー
ナ（青葉町）
▪定200人（多数時は抽選）
▪申11月23日㈬～12月5日㈪にバサジィ
大分公式ホームページからお申込み
ください。はがき、電話でのお申込
みは不可。
▪問詳しくは、㈱大分スポーツプロジェ
クト（☎574-5100）またはスポーツ
振興課（☎537-5979）へ。

マンション管理セミナー
▪時11月26日㈯　午前10時～11時30分
▪場コンパルホール4階　400会議室
▪対県内居住のマンション関係者（管理組
合役員、マンション住民、管理会社等）
▪他・▪問詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、住宅課（☎585-6012）へ。

無料

無料

講座＆教室
無料

地区育苗センター
5年度の新規開設募集
▪内事業内容：育苗センターは、市が提供
した種子・資材等を用いて花を育て、
花壇に植えるほか、地域住民に配布
するボランティア活動です。
　設置要件：◦育苗圃と花壇の合計面
積が30平方メートル程度あること　
◦設置場所の土地所有者の許可があ
ること　◦花壇が誰でも自由に見る
ことのできる場所にあること
▪対団体（個人の場合は要相談）
▪他・▪問申請方法など詳しくは、公園緑地
課（☎537-5975）へ。

第6回「おおいたNPO博」
▪時11月20日㈰　午前11時～午後4時
▪場お部屋ラボ�祝祭の広場
▪内市民活動団体等による活動内容の発
表
▪他来場者プレゼント配布（先着順）や
シールラリーを行います。
▪問ライフパル（☎573-3770）

どこでもコンサート
in 稙田市民行政センター
▪時11月24日㈭　午後6時30分～7時
10分（午後6時開場）
▪内出演：c

シ　ュ

hou�c
シ　ュ

hou
　（梶谷�亜希子、森�有希、望月�佳苗）
▪定80人（当日先着順）
▪問文化振興課（☎537-5663）

市戦没者追悼式
▪時11月25日㈮　午前10時30分～11
時40分
▪場 J:COM�ホルトホール大分　大ホール
▪定若干名
▪申・▪問戦没者の遺族で参列を希望する
人は、11月1日㈫～11日㈮に福祉保
健課（☎537-5996）へ。

第40回暴力絶滅おおいた市民大会
▪時11月26日㈯　午前11時～午後0時
30分
▪場お部屋ラボ�祝祭の広場
▪内決起大会、街頭啓発活動
▪問生活安全・男女共同参画課（☎537-
5997）

無料

イベント
無料

無料

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

5年度納税通知書用封筒に
掲載する広告募集
①固定資産税・都市計画税　
▪問資産税課（☎537-5610）
②軽自動車税（種別割）
▪問税制課（☎537-7314）
③市・県民税
▪問市民税課（☎537-5730）
▪申期間：①②11月1日㈫～30日㈬
　③11月11日㈮～12月9日㈮〈午後5
時必着〉
▪内広告サイズ：縦60mm・横200mm
　広告掲載位置：納税通知書用封筒の
裏面　各1枠
▪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、各担当課へ。

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：12月8日㈭・9日㈮　
※申込期限：11月28日㈪
▪問高齢者ファミリー・サポート・セン
ター（☎538-3180）

認知症サポーター養成講座
受講団体募集
▪時平日午前8時30分～午後5時15分
（原則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。

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（城崎町二丁目
3-32　☎533-1674）
◎市営住宅
〈大分〉大空57…1戸、裏川53…1戸（単身
可）、裏川54…1戸、東浜60…1戸、東明
野63…1戸（母子世帯向）、東明野H1
…1戸、東明野H2…3戸、畑中H1…1
戸、明磧H3…1戸、庄の原H7…1戸

〈鶴崎〉小池原49…1戸（単身可）、小池
原50…1戸（単身可）、明治北58…1戸
（単身可）、明治北59…2戸（単身可）

〈稙田〉寒田51…1戸（単身可）、小原56…
2戸（単身可）、小原58…1戸（単身可）
◎市営住宅〈11月1日㈫から先着順〉
〈大分〉大空57…1戸、裏川53…1戸、東浜
60…1戸、東浜61…1戸、畑中H2…1戸

〈鶴崎〉小池原50…1戸（単身可）
〈稙田〉寒田52…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〉小原53…1戸（身障世帯向）
▪時募集期間：11月1日㈫～8日㈫
　抽選日時：11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）

佐賀関・野津原公民館の館長募集
▪内任期：5年4月～6年3月（再度任用有）
▪申期間：11月1日㈫～21日㈪〈消印有効〉
▪他・▪問12月10日㈯に一次試験を実施し
ます。勤務条件や申込方法など詳し
くは、市民協働推進課（本庁舎2階）、
各支所、各地区公民館に備え付けの
選考試験申込書（市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧になるか、
同課（☎537-5612）へ。

選挙サポーター募集
　選挙の啓発活動や投票立会人、投票
事務などを行う選挙サポーターを、随
時募集しています。
▪対市内に居住する18歳～35歳で特定
の候補者や政党、政治団体などに関
係しない人
▪申・▪問市選挙管理委員会事務局（第2庁
舎6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、同事務局（☎537-5652）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。
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〉上田町53…1戸（単身可）、中の
瀬Ｈ13…1戸

〈鶴崎〉寺畑55…1戸
〈稙田〉国分H4…1戸
〈大南〉竹中H1…1戸、川床H4…1戸
〈佐賀関〉馬場H5…1戸、幸崎駅前H13
…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、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）
〈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…14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：11月1日㈫～8日㈫
　抽選日時：11月16日㈬　午前9時30
分～
▪場抽選場所：アートプラザ　研修室
▪問住宅課（☎537-5977）

プレママおしゃべり講座
参加者募集
▪時11月29日～12月20日（火曜日・全4
回）　午後1時30分～3時
▪対安定期の初妊婦（5カ月～）
▪定10人（先着順）
▪申・▪場・▪問直接または電話で、11月1日㈫
から地域子育て支援室（J:COM�ホル
トホール大分2階　☎576-8245）へ。

協働のまちづくり大賞
活動事例募集
　自治会・町内会やその活動を支援す
るNPO法人やボランティア団体等が
行う住みよいまちづくりのために取り
組んでいる活動事例を募集します。
▪申期限：12月2日㈮〈必着〉
▪他・▪問応募方法など詳しくは、市民協働
推進課（☎537-7251）へ。

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

16市報おおいた  R４.11.１


