
古代体験企画「勾玉作り教室」
▪時12月18日㈰　午前10時～正午
▪定15人（先着順）　
▪料300円（材料費）　
▪他小学４年生以下は保護者同伴
▪場・▪申・▪問電話で、12月1日㈭午前9時か
ら海部古墳資料館（大字里　☎524-
2300）へ。

シングルママ・パパ交流会
「ラフラフ」
◎ミニセミナー～子どもの気持ちにつ
いて考えてみませんか～
▪時5年1月8日㈰　午前10時～正午
▪場中央子ども家庭支援センター（城崎
町二丁目）
▪対市内に居住するひとり親
▪定12人（多数時は抽選）
▪他無料託児あり（小学生まで）
▪申・▪問電話で、12月20日㈫までに子育
て支援課（☎537-5619）へ。

DV防止啓発講演会
▪時5年1月18日㈬　午後1時30分～3時
▪場コンパルホール4階　400会議室
▪講藤澤�由美子氏〈（公社）大分被害者支
援センター　支援活動室長〉
▪定100人（先着順）
▪申 ･▪問電話で、12月28日㈬までに中央
子ども家庭支援センター（☎537-
5666）へ。

金融経済講演会in大分
▪時5年1月21日㈯　午後2時～3時30分
▪場 J:COM�ホルトホール大分3階　大
会議室
▪内演題：「悪質商法の手口と撃退方法～
新成人から高齢者まで�皆さんに聞
いてほしい�消費者トラブルのはな
し～」
▪講紀藤�正樹氏（弁護士）
▪定200人（先着順）
▪他申込方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
▪問ライフパル（☎573-3770）

無料

無料

無料

どこでもコンサート
in大分南部公民館
▪時12月12日㈪　午後6時30分～7時
10分（午後6時開場）
▪内出演：カルテット　ジュエ
　（北平�和子、甲斐田�柳子、
　 栁井�かんな、河野�里菜）
▪定70人（当日先着順）
▪問文化振興課（☎537-5663）

第16回大分市ふるさとコンサート
▪時5年2月5日㈰　午後2時～4時（午後
1時15分開場）
▪場コンパルホール　文化ホール
▪料1,000円（全席自由）　※チケットは
12月1日㈭午前10時から、トキハ会
館、あけのアクロスタウン、チケット
ぴあ（Pコード：229-693）で販売し
ます。
▪問文化振興課（☎537-5663）

米粉でクッキング！料理教室
▪時・▪場①5年2月15日㈬　コンパルホール
　②5年2月24日㈮　大在公民館
　③5年3月1日㈬　稙田公民館
　いずれも午前10時～午後1時
▪対市内に居住・通勤・通学する18歳以
上の人
▪定①③12人　②9人（いずれも多数時
は抽選）
▪料1回500円
▪申・▪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、12月1日㈭～
5年1月6日㈮〈必着〉に同課（本庁舎8
階　☎537-7025）へ。

無料

福角�陸
（フルート）

長石�篤志
（ヴィオラ）

長石�道子
（ヴァイオリン）

倉堀�翔
（クラリネット）

吉元�優喜乃
（ピアノ）

講座＆教室

「令和5年2
は た ち
0歳のつどい」は

J:COM ホルトホール大分で
開催します
◎テーマ「繋（つなぐ）」
▪時5年1月8日㈰　正午～
▪場 J:COM�ホルトホール大分
▪対平成14年4月2日～平成15年4月1日
生まれの人　※本人宛ての案内状は
郵送しません。市に住民票がなくて
も参加できます。
▪他駐車場はありませんので、公共交通
機関をご利用ください。飲酒してい
る人は入場できません。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
▪問社会教育課（☎537-7039）

2022TNZ選抜総選挙
～今イケてるサルが選んだ
仲間たち～
　皆さんの投票で、人気1位のサルを
決定します。
▪時12月17日㈯午前9時～5年1月16日
㈪午後5時
▪申投票方法：高崎山自然動物園に備え
付けの投票用紙または同園ホーム
ページから投票してください（1人1
日1票）。結果発表は5年1月21日㈯
午前10時から入園口前で行います。
▪他投票者の中から抽選で10人に高崎
山オリジナルグッズをプレゼント。
　※候補者抽選は、12月5日㈪午後2時
からサル寄せ場で行います。
　高崎山自然動物園は年末年始も休ま
ず営業します。
▪問高崎山自然動物園（☎532-5010）

鉄砲納め「納射会」
▪時12月18日㈰　午後1時30分～2時
30分
▪場大友氏館跡庭園（顕徳町三丁目）
▪内鉄砲隊演武、火縄銃実演
▪問文化財課（☎537-5639）

イベント

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

未来自分創造資金の
奨学生募集
　5年4月に高等学校、高等専門学校な
どに進学予定で、経済的理由により修
学困難な生徒に奨学資金を給付します。
▪内給付額：入学・卒業時…各10万円、�
2・3年生進級時…各5万円
▪定新1年生100人（予定）
▪申期間：12月15日㈭～5年1月16日㈪
▪他・▪問対象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、学校
教育課（☎537-5903）へ。

会計年度任用職員募集
◎教育総務課（☎537-5781）
①学校主事
▪内就学援助、庶務、施設管理など
②給食調理員（日々雇用含む）
▪内学校給食の調理、配膳、食器洗浄など
◎市教育センター（☎533-7744）
③スクールソーシャルワーカー
▪内不登校などの課題を抱える児童生徒
や保護者への支援など
④教育相談員（臨床心理士）
▪内児童生徒や保護者、教職員の心に関
する相談など
◎長寿福祉課（☎537-5743）
⑤介護認定調査員
▪内要介護認定調査の訪問など
▪時任用期間：①③④⑤5年4月1日㈯～6
年3月31日㈰　②随時
▪申期間：①12月1日㈭～23日㈮　③④
12月1日㈭～5年1月27日㈮　⑤12
月1日㈭～5年1月10日㈫　※いずれ
も必着　②随時
▪他・▪問受験資格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、
各担当課へ。

子育て支援サイト「n
な あ な
aana」

naanaパートナー随時募集中！
　子育て中の人の意見や情報などをサ
イトの運営に生かすため、市民ボラン
ティアスタッフ「naanaパートナー」
を募集しています。
▪他・▪問申込方法など詳しくは、子ども企
画課（☎574-6516� info@naana-
oita.jp）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:5年1月20日㈮･21
日㈯　※申込期限:12月27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。

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5年1月24日～2月28日（火曜日・全6
回）　午後1時30分～3時30分
▪申・▪場・▪問電話で、12月13日㈫～27日㈫
〈12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。

「もうそんな時代じゃありま川
せんりゅう

柳」
作品募集
▪時募集期限：5年1月31日㈫
▪内テーマ：男女共同参画
▪他・▪問入賞者には賞品を贈呈します。
応募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、男女共同参画セ
ンター（たぴねす）〈☎574-5577〉へ。

トレイルランニング大会
参加者募集
▪時5年3月19日㈰　午前8時～
▪場のつはる少年自然の家（大字荷尾杵）
▪内コース：平成森林公園特設クロー
バーコース（約42㎞）
▪定500人（先着順）
▪料7,000円
▪申ウェブサイト「RUNNET」にて5年2
月19日㈰までに申し込んでください。
▪問スポーツ振興課（☎537-5979）

無料

ひとり親家庭等医療証などを
郵送しました
　ひとり親家庭等医療証の更新申請を
した人に、新しい医療証を11月下旬に
送付しました。また、所得超過などに
より、助成対象外となる人には、更新申
請却下通知書を送付しました。
　更新申請をした人で、医療証または
却下通知書が届いていない場合は、連
絡してください。
▪問子育て支援課（☎537-5796）

市営墓地空き区画の使用希望者募集
▪時申込期間：12月14日㈬～5年1月20
日㈮〈必着〉
▪内丸山墓地公園、西浜墓地、上野墓地
▪対現在、遺骨を保有している人など
▪他･▪問多数時は抽選です。詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、保健
所衛生課（☎536-2854）へ。

5年度市立幼稚園の
幼稚園教員（任期付）募集
▪内応募資格：幼稚園教諭一種、二種また
は専修免許状を有する人（見込みも
含む）　※ただし、免許状更新講習を
受け、有効な免許状を有する人
▪申・▪問市販の履歴書（写真貼付）に必要
事項を記入し、直接または郵送で、5
年1月20日㈮〈必着〉までに保育・幼児
教育課（〒870-8504　荷揚町2-31　
本庁舎1階　☎585-6015）へ。

森林セラピー体験ツアー
in おしどり渓谷 参加者募集
▪時5年1月29日㈰　①午前9時～　②午
前9時30分～　③午前10時～
　※各部2時間程度
▪場おしどり渓谷セラピーロード・里山
の森コース（大字廻栖野）
▪定各部8人（多数時は抽選）
▪料1,000円（ガイド料など）
▪他・▪問申込期限は5年1月16日㈪　午後
5時〈必着〉。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、林業水産課（☎
585-6013）へ。

送付と振込

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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