■内容 運動実技︑高齢期の健康づ
くり講話︵運動・栄養等︶ 他
︻ステップ運動リーダー募集︼
生活習慣病予防に効果的な﹁ス
テップ運動﹂や﹁スロージョギン
グ﹂を習得し︑地域に広めるリー
ダーの養成講座を行います︒
■とき ８月〜３月の金曜日
︵計 回︶
午後 時〜 時 分
■ところ ウェルピア
■内容 ステップ運動等の実技︑教
室運営について 他
■募集数 各 人
さい︒

いずれも８月

日㈮

※いずれも左記に電話でお申し込みくだ

■申込期限
※講座は全て参加してください︒
※詳細は左記にお問い合わせください︒
※電子申請有り︒

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

認定こども園・保育園
就職応援フェア

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

地域で活躍する
﹁運動ボランティア﹂を募集
保育の仕事から離れていた人︑就
職活動中の人︑保育士を目指してい
る学生向けの合同説明会です︒市内
の保育園や認定こども園を運営する
施設が出展し︑現役の保育士と話を
することができます︒予約不要︑履
歴書不要︑服装自由です︒お気軽に
ご参加ください︒
■とき ８月 日㈰
午前 時〜午後 時
■ところ

回大山ふるさと夏まつり

イベント

︻ひた健康運動リーダー募集︼
各地域に出向き︑運動を通して介
護予防・健康づくりを推進するリー
ダーの養成講座を行います︒
■とき
８月〜２月の月曜日︵計８回︶
午前 時〜 時 分
■ところ ウェルピア

第
昼の部では﹁大山バスケットボー
ル大会﹂を行う他︑夜の部では町内
の園児や小・中学生︑福岡県うきは
市の﹁よさこいソーラン﹂チーム等
が出演するステージイベント︑お楽
しみ抽選会などを行います︒
■とき ７月 日㈯
昼の部 午後１時〜
夜の部 午後６時〜９時 分
■ところ 大山文化センター周辺
大山まつり実行委員会︵大山振興
局内︶☎ ３１０１

■種目
・ 時間リレー︵２人以上 人以内︶
・４時間リレー︵２人以上 人以内︶
■申込期限 ７月 日㈮
※詳細はホームページ︵ http://univer
︶又は左記にお問い合
sal-ﬁeld.com
わせください︒

有限会社ユニバーサルフィールド
☎０９８５︲８８︲１００１
大山振興局☎ ３１０１

試験
大分県職員採用試験
■職種
・大分県警察官Ａ︵チャレンジ
枠︶︑大分県警察官 Ａ︵女性・
チャレンジ枠︶
・警察官 Ｂ︑大分県警察官 Ｂ︵女
性︶
︿受付期間﹀ ７月 日㈪〜８月 日㈭
︿試験日﹀９月 日㈰
・上級試験︵社会人経験者︶
・中級試験︑初級試験︑医療免許資
格職試験Ⅱ
︿受付期間﹀ ７月 日㈪〜８月 日㈮
︿試験日﹀９月 日㈷
わせください︒

※受験資格等の詳細は︑左記にお問い合

大分県人事委員会事務局
☎０９７︲５０６︲５２１２

パトリア日田ギャラリー
※無料託児コーナー有り︒
上記二次元コードからご覧ください︒

※左記に電話でお申し込みください︒

日㈭

日㈮から左記で配

に︑統計知識の普及と統計の表現技
術の向上のため︑統計グラフを募集
します︒
■応募課題
課題は自由
※ た だ し ︑ 小 学 校 ４年 生 以 下 の 児 童 は ︑
児童自ら観察又は調査した結果をグラ
フにしたもの︒

・５㎝ ︵Ｂ２判︶

自由︵パソコン使用可︶

・８㎝ ×

８月

・規格

■作品の規格等
・紙質・色彩

日㈮

■提出期限
※詳細は左記にお問い合わせください︒

情報統計課情報・統計係
☎㉒８２６０︵市役所６階︶

第 回﹁おおいた教育の日﹂
エッセー募集
﹁おおいた教育の日﹂の趣旨を普
及し︑学校︑家庭︑地域が教育の協
働の取組を推進するため︑大分県
民・大分県に思いをよせる人を対象
にエッセーを募集します︒
■テーマ ふるさと
■募集期限
９月４日㈫︵当日消印有効︶
■応募先 大分県教育の日推進会議
事務局︵県教育庁社会教育課︶
〒８７０︲８５０３
大分市府内町３丁目 番１号
☎０９７︲５０６︲５５２８
をご覧ください︒

※詳細は大分県教育委員会ホームページ

社会教育課生涯学習推進係
☎㉒６８６８︵アオーゼ内︶

催します︒
□とき・ところ ７月 日㈬
午前 時 分〜 時 分
桂林公民館
□参加費 ２００円︵資料代等︶
※詳細は左記にお問い合わせください︒

家庭倫理の会日田市子育て委員会
☎０８０︲１７２４︲３９８３
無料介護補助講習
歳以上で就職を希望し︑ハロー
ワークに求職登録をしている人を対
象に介護の基礎知識やパソコンの基
本的な操作等の講習を行います︒
□とき・ところ
８月８日㈬〜９月 日㈬
アオーゼ２階 会議室２
してください︒

※ 受 講 説 明 会 ︵ ８月 １日 ㈬ ︶ に 必 ず 出 席

□募集期限
７月 日㈪︵午後５時必着︶
□募集数
人
※受講料︑テキスト代は無料です︒
※詳細は左記にお問い合わせください︒

日建学院大分校︵村田・池辺︶
５４６ ‐
０５２１
☎０９７ ‐
土地家屋調査士の日 無料相談
土地境界に関することや土地・建
物の登記に関すること等︑無料で相
談に応じます︒
□とき・ところ
８月 日㈯ 午前 時〜午後３時
アオーゼ２階 会議室３
※詳細は左記にお問い合わせください︒

大分県土地家屋調査士会日田支部
☎㉓７２７８

8
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※参加施設等詳細は︑市ホームページや

こども未来課子育て支援係
☎㉒８３１７︵市役所１階︶

たまご学級参加者募集

分︑第 ２回は

妊娠中の不安を解消し︑健康に過
ごし︑安心して赤ちゃんを生み育て
るための出産準備・育児教室を開催
します︒
①とき ８月 日㈮
内容 妊娠中の歯科と栄養について
②とき ８月 日㈮
内容 赤ちゃんのお風呂の入れ方
お父さんの妊婦体験
③とき ９月７日㈮
内容 助産師のお話
産後のサポートについて
※ 時 間 は 午 後 ７時 〜 ８時
午後７時〜９時︒

︵受付は午後６時 分から︶
■ところ ウェルピア
■募集数
組程度
■参加料 無料
８月

※電子申請有り︒

■申込期限
健康保険課健康支援係
☎㉔３０００︵ウェルピア内︶

募集
統計グラフコンクール作品募集
県内在住で小学生以上の人を対象

※ 受 験 申 込 書 は ７月

■ところ ホルトホール大分 ３階
大会議室︵大分市︶
■受験資格
試験日において満 歳以上で︑次
のいずれかに該当する者
①高等学校等を卒業し︑排水設備工
事等の設計又は施工の実務経験
︵土木︑建築︑設備︑衛生工学科
等を卒業した者は不要︑その他の
者は１年以上︶を有する者
② 排水設備工事等の設計又は施工に関
し︑２年以上の実務経験を有する者
③ 専修学校等において︑土木課程等を
修了した者 ︑及び公共職業能力開発
施設において配管科を修了した者
④農業集落排水施設等の工事の設計
又は施工の実務経験︵高等学校等
を 卒 業 し た 者 は １年 以 上 ︑ そ の 他
の者は２年以上︶を有する者
■受験料 ５０００円
布します︒

■申込期間 ９月３日㈪〜 日㈮
上下水道局施設工務課下水道係
☎㉒８１０２︵市役所５階︶

タウン情報
住まいの無料相談会
雨漏り︑建具等住まいの傷みにつ
いて職人が無料で相談に応じます︒
□とき・ところ ７月 日㈰
午前９時 分〜正午 桂林公民館
一般社団法人日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２

51

﹁たらおさ﹂を
一緒に作りませんか
お盆の定番料理である﹁たらお
さ﹂を作る教室を食生活改善推進員
の指導のもと開催します︒是非︑ご
参加ください︒
■とき ７月 日㈯
午前 時〜午後０時 分
■ところ 大鶴公民館︑五和公民
館︑東有田公民館
※３会場で同日開催します︒

■参加費 ５００円︵当日徴収︶
■募集数 各会場８人程度
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限 ７月 日㈬

３

20

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験

24

子育てセミナー
子育ての理想と現実をテーマに開

10

45 25

２ 13

■とき
月 日㈰
午前９時 分〜正午

30

12

30

72

10

30

アオーゼ人権講演会
■とき
８月 日㈭ 午後７時〜 時 分
■ところ アオーゼ多目的ホール
■内容 ﹁音楽で学ぶ人権・部落問
題学習﹂ 山口裕之 氏
■参加料 無料
社会教育課生涯学習推進係
☎㉒６８６８︵アオーゼ内︶
第２回奥日田

オーバーナイトリレーマラソン
一周 １・５キロメートルの周回
コースを何周走れるかを競うマラソ
日㈰
日午後６時からです︒

ンを開催します︒
■とき ８月 日㈯〜
※競技開始は︑

■ところ 田来原美しい森づくり公園
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くらしの情報
※電子申請有り…市ホームページの電子申請のページから申込みできます。
次回の広報ひた８月１日号は、８月１日㈬に発送します。
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