
おおいた学生ビジネスプラン
コンテストを開催します
　二次審査（プレゼンテーション審査）
を一般公開します。学生自身によるビ
ジネスプランの発表を行いますので、
ぜひご覧ください。
▪時1月15日㈰　午後1時30分～5時（午

後1時15分開場）
▪場タウトナコーヒー 赤レンガ店（府内

町二丁目）
▪他・▪問観覧については、事前申込みが必

要です。詳しくは、オオイタミライビ
ルド公式ホームページをご覧になる
か、まち・文化再生プロジェクト（☎
578-6820）へ。

赤十字救急法等講習会
①救急法基礎講習
▪時1月18日㈬、2月4日㈯　午前9時～

午後1時
②水上安全法救助員Ⅰ養成講習
▪時1月18日㈬・23日㈪・30日㈪　午後2

時～4時　※23日、30日は午前9時
～午後5時
③救急法救急員養成講習
▪時1月19日㈭・20日㈮　午前9時～午

後4時30分
▪対15歳以上　※②③は①の修了者で、

その他条件あり
▪定各16人（先着順）
▪料①1,500円　②700円　③1,800円
▪他・▪問応募方法など詳しくは、日赤大分

県支部（千代町二丁目　☎534-2237）
へ。

ハッピーファミリー応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪内沐

もくよく

浴実習、助産師への相談など
▪対初妊婦（33週未満）とその夫
②親子スキンシップ教室
▪内ベビーマッサージなど
▪対生後3～5カ月児とその父母
▪時・▪場①②1月21日㈯　鶴崎市民行政

センター　①2月1日㈬　大分西部
公民館　※時間はいずれも午後1時
～3時30分（2部制）
▪定①各日6組　②12組
　（いずれも先着順）
▪申・▪問電話で、1月5日㈭から県助産師

会（☎594-5938）へ。

街のホット情報

無料

無料

食の多様性セミナー
▪時1月24日㈫　午後2時～4時
▪場 J:COM ホルトホール大分2階　201・

202会議室
▪講菊池 信孝氏〈㈱フードピクト代表取

締役〉
▪対市内の事業者（飲食店、ホテルなど）
▪定50人（先着順）　※オンライン（Zoom）

での受講も可（50人程度）
▪他・▪問申込みは1月20日㈮までです。詳

しくは、観光課（☎537-5717）へ。

保育のしごとセミナー
▪時2月3日㈮　午後2時30分～4時30分
▪場サイクルショップコダマ大洲アリー

ナ2階　メインアリーナ
▪対指定保育士養成施設の学生、保育士資

格を持ち、保育施設に就労を希望する
人
▪他・▪問事前申込みは不要です。詳しくは、

保育・幼児教育課（☎585-6016）へ。

応急手当普及員講習
▪時2月17日㈮～19日㈰
〈全 3 回〉　 午 前 8 時

30分～午後5時15分
▪場消防局4階　講堂（舞

鶴町一丁目）
▪定30人（先着順）
▪申 ･▪問電話で、1月4日㈬～2月7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。

危険物取扱者試験（乙種4類のみ）
▪時3月5日㈰　午前10時～、午後2時～
▪場大分大学（大字旦野原）
▪料4,600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、1月18日㈬～
27日㈮に同センターへ。

※1月15日㈰～24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）

講座＆教室
無料

無料

無料

▲電子申請で
　申込みも可

試　験

大分市民のこころといのちを
守る自殺対策講演会
▪時1月26日㈭　午後6時～8時（午後5

時30分開場）
▪場 J:COM ホルトホール大分1階　小

ホール
▪講矢野 大和氏（鷹鳥屋神社　宮司）
　影山 隆之氏（県立看護科学大学教授）
▪定100人（先着順） 
▪申期間：1月4日㈬～18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、保健所保健
予防課（☎536-2852）へ。

大分ふぐフェスタ
　期間限定で、ふ
ぐの特別ランチを
お楽しみいただけ
ます。
▪時開催期間:1月28

日㈯～2月11日
㈯
▪場提供店舗：こつこつ庵（☎537-8888）、

壷中の天地（☎532-5555）、ふぐ良別
館（☎ 537-7098）、酒 食・回（☎ 532-
3477）、割烹にしおか（☎536-2686）、
天まで上がれ牧店（☎552-2323）・古
国府店（☎547-1300）
▪料一律3,000円
▪他1店舗1日20組限定。各店舗への電

話予約〈1月23日㈪正午から受付開
始　※一部店舗は24日㈫正午から〉
が必要です。
▪問市観光協会（☎537-5764）

 ※写真はイメージです

第28回大分市芸能まわり舞台
▪時2月5日㈰　午前10時～午後3時
▪場 J:COM ホルトホール大分　大ホール
▪料前売り券1,200円、当日券1,400円（全

席自由）
▪他チケットは、前売り券・当日券ともに

J:COM ホルトホール大分で販売し
ます。
▪問社会教育課（☎537-5722）

無料

▲詳しくはこちら

大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다언어 통역 서비스）
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。
（오이타시에서는 외국인과 방일 관광객들에게 재해발생시의 콜센터 통역 서비스를 제공 하고 있습니다. 언어와 이용 방법 등 자세한 내용은 시 홈
페이지를 참조하십시오.）� 問　国際課（☎537-5719）
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O i t a  I n f o r m a t i o n

暮らしの情報

令和5年「2
は た ち
0歳のつどい」の

お知らせ
▪時1月8日㈰　正午～
▪場・▪内 J:COM ホルトホール大分　大

ホール
　〈式典〉
　◦開 会 イベ ント（E･STAR BATON 

TEAM）
　◦市長･市議会議長からのメッセージ
　◦実行委員会によるトーク企画〈ゲス

ト：内川 聖一氏（元東京ヤクルトスワ
ローズ所属）〉
▪場・▪内大分いこいの道北側広場
　◦語らい広場（中学校ごとの表示あり）
▪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）

どこでもコンサート
in 明治明野公民館
▪時1月20日㈮　午後6時30分～7時10

分（午後6時開場）
▪内出演：ルミエールフルートアンサン

ブル
▪定100人（当日先着順）
▪問文化振興課（☎537-5663）

おおいたデザイン・エイド2022
デザインコンテスト表彰式
▪時1月29日㈰　午後1時30分～
▪場 JRおおいたシティ タイムズスクエア
▪問商工労政課（☎585-6011）

無料

無料

児童育成クラブ利用者・
指導員募集
　仕事などやむを得ない事情で保護者
が昼間家庭にいない小学生に、遊びと
生活の場を提供します。なお、民間事
業者が運営する放課後児童クラブもあ
ります（市補助事業）。
▪時クラブごとに異なるため、各校区の

クラブに直接お問い合わせください。
▪料児童1人当たり4,500円（月額）
　※おやつ代（実費）などは別途必要
▪申校区ごとの児童育成クラブに直接お

問い合わせください。
◎児童育成クラブの指導員募集（登録
制・随時募集）
▪申市販の履歴書（写真貼付）と所定の児

童育成クラブ指導員登録票（市ホー
ムページでダウンロード可）を子育
て支援課へ。
▪他・▪問各クラブの連絡先など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、子
育て支援課（☎537-5675）へ。

市子ども・子育て会議
委員募集
▪対市内に居住する18歳以上（高校生除

く）で、子育て支援や子どもの健やか
な育ちに関心があり、平日昼間の会
議に参加できる人（1年目は2回程度、
2年目は7回程度を予定）　

　※市附属機関の委員は除く
▪定募集人数：2人以内
▪申期限：1月27日㈮
▪他･▪問任期は4月1日から2年間です。申

込方法など詳しくは、市ホームぺー
ジをご覧になるか、子ども企画課（☎
574-6516）へ。

第46回「大分市みんなの
消費者大会」
▪時1月24日㈫　午前10時～正午（午前

9時30分開場）
▪場コンパルホール3階　多目的ホール
▪内演題「最近の経済情勢と消費生活」
▪講徳高 康弘氏（日本銀行大分支店長）
▪定150人（先着順）
▪申・▪問電話で、1月4日㈬午前9時からラ

イフパル（☎573-3770）へ。

イベント

無料

会計年度
任用職員募集
①事務職
▪対パソコンの基本操作ができる人
▪内選考方法：基礎能力検査・面接試験
②事務職（障がい者）
▪対詳しくは、試験案内をご覧ください。
▪内選考方法：基礎能力検査・面接試験
③保育士
▪対保育士資格保有者
▪内選考方法：面接試験　
④レセプト点検事務
▪対医療事務を2年以上経験し、診療報酬

事務に関する認定試験に合格し、レ
セプト点検に関する知識を有する人
▪内選考方法：面接試験・筆記試験　
⑤国民年金事務
▪対国民年金業務に通算1年程度携わっ

たことがある人
▪内選考方法：書類選考・面接試験
⑥消費生活相談員
▪対消費生活相談員資格などを有する人
▪内選考方法：面接試験
▪内任用期間：4月1日～6年3月31日（原

則として）
▪定①15人程度　②⑤⑥1人程度
　③20人程度　④1人
▪申期間：①②1月4日㈬～17日㈫
　③④⑤1月13日㈮まで
　⑥1月11日㈬～2月8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、①②は人事
課（☎537-5604）、③は保育・幼児教
育課（☎585-6015）、④は国保年金課

（☎537-5735）、⑤は国民年金室（☎
537-5617）、⑥はライフパル（☎573-
3770）へ。

統計に関する登録調査員募集
▪内国と県が実施する各種統計調査にお

いて、統計調査員として調査票の配
布・回収などを行う。

　※調査ごとに、登録された人の中か
ら調査への従事を依頼します。
▪対市内に居住する20歳以上で、税務、

警察、選挙などに直接関係のない人
▪他各調査に従事した場合、報酬が支給

されます。
▪申・▪問直接または電話で、総務課（本庁

舎3階　☎537-5795）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
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