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豊年の願いを込めて

６月は、市内一円で田植えが行われました。
夏に向けて、涼し気な風景が広がります。
（撮影協力：緒方町

柳井憲正さん）

～後期高齢者医療被保険者の方へ～
平成28年度 保険料額決定通知書等の送付について
平成28年度の保険料が決定しましたので、７月中旬に決定通知書等をお送りします。
保険料の納め方については、通知書をご覧ください。
特別 徴 収
対象月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
①合計

普通徴収

保険料額
△△△△△
△△△△△
△△△△△
△△△△△
△△△△△
△△△△△
△△△△△

平成○年度仮徴収額
対象月 保険料額
４月
６月
８月

期別/対象月
１期 / ７月
２期 / ８月
３期 / ９月
４期 / １０月
５期 / １１月
６期 / １２月
７期 / １月
８期 / ２月
随時 / ３月

納 期 限
保険料額
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日
△△△△△
平成 ○年 ○月 ○日

②合計

△△△△△

⃝特別徴収額の欄に保険料額が記入されている場
合は、その月の年金から差し引かれます。
⃝普通徴収額の欄に保険料額が記入されている場
合は、その月の納期限までに納付書等で保険料
を納めていただくようになります。ただし、口
座振替申請をされている方は、登録されている
金融機関から納期限の日に振り替えさせていた
だきますので、手続は必要ありません。
※「国民健康保険税」の登録口座は引き継ぎません。

新しい保険証の送付について
「保険証」が更新されますので、７月中旬に新しい保険証をお送りします。
※保険証は上記の保険料額決定通知書とは別に送付します。
⃝ ８月以降は、桃色の新しい保険証（有効期限：平成29年７月31日）を使ってください。
⃝「一部負担金の割合」は、平成27年中の所得に基づいて判定されています。
⃝保険証は折りたたみタイプです。半分に折って使ってください。

平成28年度 限度額適用・標準負担額減額認定証について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が更新されますので、７月下旬に新しい認定証をお送りします。
※手続きの必要はありません。認定証は、上記の保険料額決定通知書及び保険証とは別に送付します。
⃝送付対象…現在、認定証をお持ちの方
（７月１日時点）で、平成28年度住民税非課税世帯に属する方
（課税世帯及び同一世帯に住民税未申告者がいる場合を除く）
⃝８月以降に、新規で認定証が必要な方は申請が必要となりますので、本庁又は各支所の窓口に申請し
てください。
対象となる被保険者…平成28年度住民税非課税世帯に属する方
申請に必要なもの……①保険証 ②印鑑
③申請者（代理人の場合は代理人）の本人確認が
できるもの
④個人番号が確認できるもの

後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
≪訪問健康相談の実施について≫
大分県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の方に対し、健康相談員（保健師・看護師・管理栄養
士のいずれか）がご自宅を訪問して、健康管理や日常生活などについて、それぞれの方にあったアドバ
イス等を行う訪問健康相談を実施しています。
対象の方には、個別に案内をお届けし、後日、訪問の日程調整のためご連絡をさせていただきます。
⃝実施時期：平成29年２月まで（予定）
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後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
≪歯科口腔健診の実施について≫
大分県後期高齢者医療広域連合では、平成28年度より歯科口腔健診を実施します。
口腔機能の低下を予防し口腔内を健康に保つことは、肺炎等の疾病予防等にもつながり、健康維持に
とても大切ですので、ぜひ健診を受けましょう。
⃝対 象 者…後期高齢者医療の被保険者で今年度76歳の誕生日を迎える方（昭和15.4.2～昭和16.4.1生）
※対象者には、６月中に受診券、問診票、実施機関一覧を送付しています。

⃝実施期間…平成28年７月から12月まで
健診を受けるときは事前予約が必要です。
⃝検査項目…問診、歯及び入れ歯の状況、かみ合わせ・歯周病等の口腔内の状況、飲みこみ機能の状況
⃝持 参 物…保険証、歯科口腔健診受診券（A４用紙）、問診票
⃝費
用…年１回のみ無料
問い合わせ先：大分県後期高齢者医療広域連合 ☎ 097-534-1771（代表）
0974-22-1001（内線2127・2128）又は各支所
申 請 窓 口：市民生活課 国保年金係

「豊後大野市プレミアム付き商品券」の販売開始
地元消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的として、市内の商店などで使用できる「レインボー
商品券」を７月17日（日）から販売します。
■販売枚数
■販売期間

発行総額１億１千万円（10,000冊）、１冊10,000円（額面11,000円、プレミアム率10％）
１人当たりの購入金額は５セット５万円まで。
７月17日（日）～無くなり次第終了

※７月29日まで商工会本所・支所にて販売。それ以降は、本所
（三重町）
のみ販売

■販売時間

土曜・日曜・祝日を除く９時～17時まで
７月17日（日）は、９時から17時まで販売します。７月18日（月）は、販売いたしません。

■販売対象者

■利用期限

市内に自宅または勤務先住所のある人

市民は住居が、市外からの勤務者は勤務先が所在する本所・支所に
限り購入可能。ただし、購入者本人による窓口での購入に限ります。
７月17日（日）～平成29年１月10日（火）まで

■利用できる店舗

取扱ステッカーのあるお店でご利用できます。
大型店を含む全店舗共通で使用できるＡ券 5,000円（５枚）
一部大型店では使用できないＢ券
6,000円（６枚）

■問い合わせ先

豊後大野市商工会（三重町市場） 電話：0974-22-1193

取扱ステッカー

防災士養成研修 受講生募集（お知らせ）
いつ起こるかわからない災害に備え、防災・減災の知識・技能を身につけ、地域等における防災活動の主導的な
立場となる防災士を養成する「防災士養成研修」の受講生を募集します。
と
き 10月22日（土）～23日（日）
（２日間） ９時〜18時（予定）
と こ ろ 竹田市役所３階会議室（竹田市と合同で開催のため）
内
容 ２日目の講義終了後、防災士資格取得試験を受験していただきます。
※自習レポートの提出（事前）と、普通救命講習を受講していただく必要があります。
受 講 料 無料
（原則）
対 象 者 防災活動に関心があり、地域等において防災活動を行うことが可能なかた
定
員 35名程度 ※申込多数の場合は、地域バランス等考慮して調整します。
申込締切 ８月19日（金）
0974-22-1001（内線2409・2410）または各支所
問い合わせ及び申込み先 総務課地域安全係
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みんなでささえあう地域づくり…

各町の居場所紹介 ①

日 時
場 所
テーマ

”
●楽らく広場 ひょうたん（千歳町）
“

●ふれあい広場 （朝地町）

高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと暮らせるよう、各町で市民による市民のための「居場所づくり（コミュ
ニティカフェ）」の取組が進んでいます。
今回は、1周年を迎えた、朝地町と千歳町の居場所を紹介します。（他町は順次紹介します。）

毎週木曜日 9時～11時30分
旧朝地母子健康センター
楽しくふれあいを通じて絆づくり

日 時
場 所
テーマ

毎週月曜日 9時～11時30分
千歳保健センター
ちょっと寄り道…
こころと体が軽くなる場所

＊体操、脳トレ、楽しい行事。日本文理大学
の学生さんも参加し、こころもからだも若
返っています。

＊効果のでる運動プログラムの実施、脳トレ、
ふれあい。終了後は、移動販売車で、買物
もできます。

＊事前のお申し込みはいりません。お友達をお誘いのうえ、お気軽にご参加ください。

問い合わせ先：高齢者福祉課

地域包括支援係

0974 -22-1001（内線2175）

豊後大野市地域子育てサポートセンター
子育て中には、
「ちょっと誰かに頼みたいな」
ということがあります。

－会員募集・まかせて会員
講習会のお知らせ－

①冠婚葬祭や会議に小さい子どもを同伴
できない…

子育てのお手伝いができる“まかせて会員”と子育ての手助けをしてほし
い“よろしく会員”で構成される登録制の子育て支援事業です。豊後大野市
内の子育て中の家庭をみんなで応援しませんか？

②病後の子どもをみてほしい…

など

≪よろしく会員≫ 15歳までのお子さんをお持ちの方（就労の有無は問いません）
≪まかせて会員≫ 子育てのお手伝いができる方で、まかせて会員養成講習会を
受講された方
≪どっちも会員≫ 両方あわせて登録できます。

利用料金
月曜～土曜
日曜・祝日
病後の場合

（1時間単位）

7時～19時
時間外
7時～19時
7時～19時

600円
700円
700円
700円

※子育てほっとクーポンを利用できます。
※会員登録は無料です。万一の事故に備え保
険に加入します。

申し込み・問い合わせ先

まかせて会員になるための養成講習会
日
時
8月4日（木）
14時～17時
8月18日（木）
14時～17時
8月24日（水）
14時～17時

社会福祉課

場
所
中央公民館 第１会議室
（豊後大野市役所 ２階）
三重町ふれあい児童館
和室
中央公民館 第１会議室
（豊後大野市役所 ２階）

こども支援係

講座内容
子どもの社会性と生活習慣

など

子どもの安全と病気・応急措置
子どもの心と身体の発達

など

0974-22-1001（内線2151）

市税・国保税の徴収および滞納処分を強化します。
◎県税事務所特別滞納整理室職員の派遣受入れ

◆業務の内容

納税は国民の三大義務の一つです。税金を滞納することは、納
①市税・国保税に係る滞納整理（主に市県民税）
②滞納整理の技術的な助言
期内にきちんと納付していただいている大多数の市民との公平性
を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービス
派遣業務
＜徴税吏員＞
に支障をきたすことにもなりかねません。
県
豊後大野市
滞納整理
市では、昨年度に続き、７月より市税・国保税の収納率向上の （県税事務所）
計画
ため、大分県と職員派遣協定を締結しました。
県税事務所特別滞納整理室職員１人が市職員（徴税吏員）の身分を
派遣職員
（併任）
※徴税吏員証交付
併任して、市職員への助言・指導等により、滞納処分を強化します。

◎竹田市と豊後大野市の税務職員を相互に派遣

＜協定書＞

滞納整理

技術的な助言

また、竹田市とも職員派遣協定を結び、７月より、竹田市税務課職員と豊後大野市税務課職員それぞれ３人が両市
の身分を併任して、連携・協力して徴収事務を行います。

問い合わせ先

税務課収納管理室

0974-22-1001（内線2112）
2016.7

4

平成28年度 市民便利講座一覧

「市民便利講座」とは、市民の皆さんが、知りたいこと、聞きたいことを講座メニューの中から選んでいただ
き、市の職員が行政のしくみや施策などをお話しするというものです。
市の政策や事業などを分かりやすく説明して、市民の皆さんに市政への理解を深めていただくと
ともに、意見交換を行い市民と行政による協働のまちづくりをすすめることを目的としています。
また、行政改革の一環である職員の資質の向上を図ることも目的のひとつとしています。
市民皆さんの積極的なご利用をお待ちしています。
番号

講

座

名

課

1

豊後大野市の行政組織

2

防災対策

3

健全財政への取組

財政課

4

地方税のあらまし

税務課

5

地域創生事業

地域創生課

6

定住促進について

7

地域づくりについて

8

公共交通について

9

ケーブルテレビの説明について

名

総務課

まちづくり推進課

情報推進課

番号

講

座

名

課

20

農薬の正しい知識と使い方

21

有害鳥獣との戦い

22

みんなで保全、農地と施設

23

ジオパーク・エコパーク推進事業に
ついて

商工観光課

24

土砂災害から身を守る

建設課

25

豊後大野市の水道事業

26

豊後大野市の下水道事業

27

会計業務のしくみ

会計課

28

明るい選挙の推進について

選挙管理委員会

29

監査のしくみ

監査事務局

30

市議会のしくみと議会改革の取組

議会事務局

31

農地と法

農業委員会

農業振興課
農林整備課

上下水道課

始まりました「マイナンバー制度」

11

豊後大野市の健康課題

12

生活環境について

13

ごみの分別について

14

平成28年度人権推進同和対策課事業
人権推進同和対策課
について

32

教育委員会の組織について

33

教育TRY運動

15

子ども・子育て支援新制度

34

社会教育の事業について

16

笑って元気

35

守ろう豊後大野の歴史遺産について

17

介護保険制度

36

はい、１１９番です

18

豊後大野市の農業振興について

37

もしもの時の救命法

19

知って得する高齢者農業

環境衛生課

社会福祉課

農業振興課

消防本部

高齢者福祉課

教育委員会

10

市民生活課

名

教育総務課
学校教育課
社会教育課
警防課

★講座時間など、各種団体の要望に柔軟に応じますので、学習
会などにお気軽にご利用ください。

税務署からのお知らせ

問い合わせ先 総務課

0974-22-1001（内線2406）

【平成28年４月の地震災害により被害を受けた皆様へ】
この度の地震では、被害を受けられた皆さま方に、心からお見舞い申し上げます。
今般の地震災害により、国税についての申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、所轄税務
署長への申請により、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。
１

申告、納付などの期限延長
（国税通則法第11条）

２

納税の猶予
（国税通則法第46条）

３

予定納税の減額
（災害減免法又は所得税法第111条）

４

所得税の軽減免除等
（災害減免法又は所得税法第72条等）

５

相続税・贈与税の軽減・免除
（災害減免法）

６

源泉所得税の徴収猶予又は還付
（災害減免法）

７

災害等による消費税簡易課税制度
（不適用）届出に係る特例（消費税法第37条の２）

８

納税証明書の無料発行
（国税通則法施行令第42条第４項）

詳しくは熊本国税局のホームページ（www.nta.go.jp/kumamoto又は
だくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

三重税務署電話番号
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熊本国税局

０９７４－２２－１０１５（自動音声でご案内します。）

検索 ➡ ）をご覧いた

豊後大野市自治会連合会の新役員を紹介します。
市内206の自治会により組織された「豊後大野市自治会連合
会」では、会員相互の連絡を緊密にするとともに、住民生活の
環境改善に努め、住み良いまちづくりに寄与することを目的と
（敬称略）
して活動しています。今年度の役員は以下のとおりです。
会 長
副会長
副会長

衞藤
東藤
塩地

孝典（清川支部） 理
哲典（朝地支部） 理
行（大野支部） 理
理

事
事
事
事

赤嶺 信武（三重支部）
羽田野長則（緒方支部）
安藤 傳治（千歳支部）
坂本 昭市（犬飼支部）

新しい教育委員会構成となりました。
5月30日をもって田島美智子委員（委員長職務代理者）が任期満了により退任され、後任として5月31日
付けで衛藤恵子委員が就任されました。その交代に伴って教育委員会の構成が次のとおりとなりましたの
でお知らせします。
（敬称略）

役 職
委員長

佐

委員名
藤 良

治

備 考
（三重町）再任

職務代理者

稙

田

博

美

（緒方町）保護者代表

藤

居

あ

や

（千歳町）保護者代表

衛

藤

恵

子

（朝地町）

久保田

正

治

（三重町）

委

員

委

員

教育長

４月から豊後大野市の地域おこし協力隊に
長岡 要史さん（23）、重岡 美有さん（24）が新たに加わりました。
重岡さんは、朝倉文夫記
念館に配属。朝倉文夫に関
す る 調 査 や 記 念 館 の 案 内、
設営や広報活動を行ってい
ます。

長岡さんは、一般社団
法人 ぶんご大野里の旅
公 社 に 配 属。 観 光 振 興 業
務全般を行っています。

す！
ま
い
って
ば
ん
隊
が
力
協
こし
お
域
地

長岡さん（中央）と重岡さん（右）
い

ほ

じ

こうた

また、
昨年５月に着任した森 仁美さん、昨年11月に着任した五百路 幸汰さんも活躍しています。
五百路さんは移住定住促
進業務として空き家の調査、
移住者の相談、移住相談会へ
の参加等の業務を行ってい
ます。

森さんは市内の情報収集や
市のイベント準備等を行って
います。
森 仁美さん

五百路 幸汰さん

地域おこし協力隊の皆さんは、移住して間もないですが、豊後大野市を盛り上げようと熱い気持ちを
持っています。今後も豊後大野市をＰＲしていきますので、皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。
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豊後大野“自然”写真コンテスト2016の作品募集について
豊後大野市は大分県・宮崎県、関係各市と祖母傾山系のユネスコエコパークの登録

◆全体テーマ

を目指しています。豊後大野市の豊かな自然や歴史・文化を守りながら地域の活性化に

「豊後大野市の自然」

繋げ、次世代へとつないでいきます。今回開催する写真コンテストは、より

多くの方に豊後大野市の自然について知ってもらい、興味を深めてもらう

ために「人」や「自然」
、
「生き物」に焦点を当てた作品を募集します。

◆募集テーマ
豊後大野の風景部門

豊後大野のいきもの部門

祖母傾山系部門

・豊後大野市の特徴を表現している写真
・自然景観の写真

・豊後大野市内で見つけたいきもの（植物、動物、昆虫等）
・人と自然や動植物がふれあう写真

・ユネスコエコパークを目指す
祖母傾山系の写真

◆応募資格 プロ・アマチュアを問わず、どなたでも応募できます。
◆応募規定
（抜粋）
（1）豊後大野市内で平成27年４月以降に撮影されたカラー写真、もしくはモノクロ写真（フイルム・デジ
タルを問いません）
（2）応募作品は、
応募者自身が撮影した未発表の作品に限ります。合成など画像処理した作品の応募はできません。
（3）サイズは、四つ切、ワイド四つ切とし、デジタル写真はＡ４判にプリントしたものでも構いません。
（4）応募点数の制限はございません。
（5）作品に肖像権を有する被写体が含まれる場合、必ず被写体の方の承諾を得た上で応募してください。
◆募集期間 ７月11日（月）～９月30日（金）
（当日消印有効）
○応募や詳細については下記までお問い合わせください。
〒879-7198

大分県豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市商工観光課内
「豊後大野“自然”写真コンテスト2016事務局」宛
0974-22-1001（内線2456） FAX 0974-22-3361
E-mail:d105030@bungo-ohno.jp

昨年度グランプリ「山の局」足立哲伸さん

１００歳のお誕生日おめでとうございます
サツマイモが大好物 佐藤 シツエ

さん（三重町）

６月１日、三重町内田の佐藤シツエさんが100歳のお誕
生日を迎えられました。シツエさんは三重町川辺のご出身
で結婚後、ご主人とともに専業農家を営みながら７人の子
どもを育てあげました。仕事熱心で、里山から花を採って
きて自宅の庭で育てるのが大好きだったそうです。
当日は入所している市内の介護老人保健施設でお祝いが
行われ、ご家族も駆けつけました。
次男の信幸さんは「母は穏やかな性格で、怒られた記憶
がない」と仰っていました。
好きな食べ物は甘い物で、特にサツマイモが大好物との
ことでした。

「民生委員・児童委員の日」活動強化週間
毎年５月12日の「民生委員・児童委員の日」から１週間を活
動強化週間と定め、各地区で、民生委員・児童委員やその活動
について理解を深めていただく様々なPR活動等を行いました。
５月18日には市長との懇談会を行い、日常における住民への支
援活動の現状を伝え、市での地域福祉活動の取り組みについて
意見を交わしました。

▲三重町駅前にて。
7
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俳優・齊藤工さんが立ち上げたプロジェクト、cinéma bird（移
動映画館）が大野町の明尊寺で、5月14日・15日の両日開催されま
した。
このプロジェクトは、映画館がない地域に同じ空間で感動を共
有する体験を、映画＋ライブというフェスティバルのような形で
「鳥」のように届けようと始まっ
たものです。
映画は齊藤さんが選んだ３
作品。
両日とも、１部は「小さな
世界はワンダーランド」２部
「くちびるに歌を」３部「エー
ル！」を上映し、計600人の
観客を魅了しました。

▲明尊寺
（大野町）

司会は、テレビ大分の藤村さん。
藤村さんは大野町の出身で、会場になっ
た明尊寺が実家とのこと。
この日は、
法衣をまとい司会を務めました。

▲映画に見入っていました。

▲齊藤工さんがあいさつ

◀藤村晃輝さん
（大野町出身）

▲涙する場面も。

14日はお笑い芸人の永野さ
んが登場。
お な じ み の ネ タ を 披 露 し、
会場を沸かせていました。
▲MOGMOSさん

▲古賀小由美さん

▲ミニライブも大盛り上がり！

その他、ミュージシャンのMOGMOS（もぐもす）さん、古賀小由美さ
んによるミニライブも行われ会場を盛り上げました。
参加された方々はミニライブに映画、
そしてトークにと楽しむことができた
ようです。

▲ネタを披露する永野さん

◀MOGMOSさん（中央）と明尊寺若住職（右）が
そっくりだと話題に。

▲観客と永野さんが一緒にネタを
する場面も。

▲大野ジュニアバレーボール
の皆さん「楽しかったです！」

◀同級生のお二人
「有名人が来てく
れ てうれしい！
豊後大野市の事
をもっと知って
欲しい！」

2016.7
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▲仲良し３人組「いろいろ考えさせられました。
いい映画を観ることができました。感動！」

▲ポン菓子を配る齊藤さん
（中央）

会場では地元スタッフが
作ったポン菓子を、齊藤さ
んが子ども達に手渡しまし
た。
ポン菓子は好評で、おか
わりする場面
も。 お 茶 な ど
の飲み物も配
られました。

齊藤工さんコメント：
「大分や熊本に縁があって九州をドライ
ブし、豊後大野市にたどり着きました。この地域に映画館がな
いことを知り、この緑豊かな街並みに映画館
を持ってきたいと考えました。このプロジェ
クトは、自然な出会いの中で進んでいきます。
今日という日が、皆さんの思い出に染み込む
ようならいいなと思っています。」
今後もこのプロジェクトを続けて、多くの
笑いや感動を「鳥」のように届けて欲しいで
▲シネマバードの
すね。
モニュメント

全日本小学生ソフトテニス選手権大会

▲橋本市長と力強く握手する齊藤さん

出場報告

５月１日、大分スポーツ公園だいぎんテニスコートにおい
て「第33回全日本小学生ソフトテニス選手権大会大分県予選
会」が開催され、個人戦（ダブルス）男子の部で、犬飼小学校
６年生の三宮 周さんと小野 高輝さんが準優勝しました。
７月28日から山形県で開催される全国大会を前に、６月６
日に市長へ出場報告に訪れ「練習した
成果を発揮して全国で戦います（小野
さん）
」
「緊張せずに大会に臨みたいで
す
（三宮さん）
」と力強く決意表明をし
ました。

▲全国大会に向けてガッツポーズ！

犬飼町スポーツ振興会長杯春季ミニバレーボール大会
５月15日、犬飼公民館で上記大会が開催されまし
た。町内から５チームが参加し熱戦を繰り広げた結
果、アースチームが優勝しました。結果は次のとお
りです。
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アース

２位

下野

３位

犬飼クラブ
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チャレンジデーは、市民の皆さんに 15 分以上の運動をしていただき、
その参加率を他市などと競うスポーツイベントです。
市として 5 度目の挑戦となった今回は 、目標参加率52％の達成と勝利
をめざして取り組みました。昨年に引き続き、ワールドチャレンジデーに
も挑戦しました。
国内の自治体との対戦は、長野県東御市。海外の自治体との国際対戦
は、ギリシャのマルーシ市とアルゼンチンのベニートフアレス市でした。
市内 2 つの小学校に県内 2 つのプロスポーツ球団の選手たちが交流にき
てくれたり、市内中学校でチャレンジデー共通イベントであるロープジャ
ンプＸに参加したり、各町の各種スポーツ大会に参加するなど、多くの方
が運動を行いました。
対戦結果は以下のとおりで、国内対戦では残念ながら敗れましたが、海
外との対戦では、2 つの市に勝利しました。

１．
２．
３。気持ちがいいね。

プロバレー選手はすごいなあ

多くの市民の皆さんにご参加いただき、ありがとうございました。この
イベントは健康な生活を送るための日常運動習慣のきっかけづくりが目的
です。
これからも適度な運動を生活に取り入れましょう！

それっ、入れ！

2016.7
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全日本少林寺流空手道錬心舘
第32回大分地区親善空手道大会
5月22日、三重町体育館にて上記の大会
が行われました。 三重道場からは20人の
選手が参加し多数の入賞を収めました。
結果は次のとおりです。
（敬称略）
▼ 個人型試合

高校・一般の部・・・敢闘賞
黒帯の部・・・第三位
〃
・・・敢闘賞
茶帯の部・・・敢闘賞
紫帯の部・・・敢闘賞
緑帯の部・・・優 勝
〃
・・・第三位
〃
・・・敢闘賞
黄帯の部・・・敢闘賞

元木 隆成（三重総合高校1年）
宮本
遥（三重中3年）
小野 綾女（三重中3年）
佐々木泰志（三重東小5年）
宮本 佑哉（三重東小4年）
佐々木将陽（三重東小3年）
井河 暁翔（三重第一小3年）
仲尾
凌（三重第一小3年）
阿南 玲美（三重第一小6年）

▼ 団体型試合

拳手法の部・・・第三位
（初級～５級）

佐々木将陽（三重東小3年）
仲尾
凌（三重第一小3年）
三代 悠叶（三重第一小5年）

南 光 の 部・・・第三位
（４級～有段者）

小野 綾女（三重中3年）
宮本 彩貴（三重中1年）
宮本
遥（三重中3年）

第37回 大分合同新聞社旗争奪
三重町区対抗ナイターソフトボール大会
上記大会が、９チームの参加のもと５月13日から19日にかけて三重総合グラウンドで開催されました。
結果は以下のとおりです。
中央パート
優 勝・大原
準優勝・三重原
第三位・市場四区中央
エンジョイパート
優 勝・上小坂
準優勝・宮尾サンシンズ
第三位・前内田

＊ 個 人 賞 ＊（敬称略）
勝利監督賞
佐保
最高殊勲選手賞 田北
最優秀投手賞
山口
打撃賞
重藤
敢闘賞
森

文彦
龍司
裕幸
辰雄
千春

第12回 犬飼町スポーツ振興会長杯ナイターソフトボール大会
４月18日から５月20日にかけて、参加４チームによ
り上記大会が行われました。３チームが２勝１敗で並
ぶ接戦となりましたが、得失点差によりドッグバード
チームの優勝となりました。
【成 績】
優 勝
準優勝
第三位
敢闘賞
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ドッグバードチーム
黒松区チーム
二部区チーム
和蔵（株）チーム
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保育コーディネーターをご存知ですか？

保育コーディネーターとは、特別な配慮が必要な児童や家庭に応じた専門的な支援を行うとともに、関係機
関と連携して、適切な時期に適切な支援につなげることができる専門的保育者です。
豊後大野市にも下記の施設に保育コーディネーターの方がいますので、子どものことなどでお悩みの方は一
度相談してみてはいかがでしょうか？
なお、相談される際は直接施設に電話で予約をお願いします。

佐藤恵美子

渡邉

綾乃

0974-22-6454
ひがしこども園

多田

理恵

遊佐

益代

0974-22-4460
ももえだこども園

後藤

美樹

0974-22-2100
扇田保育園

渡辺

結衣

0974-22-0570
双葉保育園

後藤

美穂

0974-22-0562
緒方町

認定こども園緒方保育園

西

愛子

0974-42-2454
朝地町

あさじルンビニこども園

細井

和子

0974-72-0171
大野町

おおのルンビニこども園

衞藤

瑠美

0974-34-2725
千歳町

千歳保育園

田原理恵子

0974-37-2073
犬飼町

いぬかいこども園

平岡

五十嵐康子
千枝

☎097-506-2709
0974-22-1001（内線2154）
大分県 こども未来課 幼児教育・保育班
豊後大野市 社会福祉課 こども支援係
保育コーディネーターに
関する問い合わせ先

097-578-0706

すがおこども園

三重町

電話番号
所属コーディネーター
施設名
町名

市長発

多くの方に
支えられて

５月から「あったらいいな！こんな図書
館 市民講座」が毎月２回
（全 回）
開催さ
れています。講師は市報４月号の「キラリ
人」でご紹介しました緒方町出身の和歌
山大学渡部幹雄教授です。応募された
人の市民の皆さんが、図書館の在り方につ
いて勉 強されています。そんな折、
「拝啓
市長さま、
こんな図書館をつくりましょう」
恋に焦がれて鳴く蝉よりも
さんかちょうちゅうか
（
ア
ン
ト
ネ
ッ
ラ
・
ア
ン
ニ
ョ
リ
著
み
すず書房）
鳴かぬ蛍が身を焦がす
山家鳥虫歌
という本に出合いました。帯には
『インター
ネットの時 代にこそ求められる公 共 図 書
館とは？世界の創造的な参考例を示しな
がら「知の広場」としての新しい図書館を
提案する』とあります。とても参考になり
ます。興味のある方はぜひお読みください。
朝地町の小加部修さんから、朝倉文夫
先生の次女、朝倉響子さんの作品購入資
金として１，
８００万円のご寄 附をいただ
きました。小加部修さんは合併前の朝地
町時代から多額のご寄附をしていただき、
最近もふるさと応援寄附金としてご夫妻
で合計４，
０００万円を市に、１，
０００万
円を市社会福祉協議会にご寄附をいただ
いており、大変感謝を申し上げております。
予算については５月の臨時議会で承認をい
ただき、芸術の広場である朝倉文夫記念
公園での展示のため作品の鋳造を進めてい
るさなか、響 子さんが５月 日にお亡く
なりになられました。 歳のご生涯でした。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
また、
一昨年にお亡くなりになられた響子さんの
姉である朝倉摂さんの絵画についても、ご
とみざわ あ こ
遺 族であります富 沢亜古さんから、ご寄
贈の申し出をいただいております。同時期
に朝倉文夫記念館にて作品を通じて朝倉
文 夫 先 生と娘２人の語らいがなされるこ
とを喜んでいただけると思います。合掌
50

10

30

!!

いささか艶っぽい歌ですが、今は湿っぽ
い梅 雨の真っ只中です。農 作 物には必 要
な恵みの雨でもあります。季節は蛍から蝉
へと移ろっていく中、最近の出来事からい
くつかご紹介します。
６月２日に毎年行っている防災パトロー
ルを実 施しました。市 内には水害、土砂
災害併せて５０７か所の災害危険予想箇
所があります。特に熊本地震で地盤が緩
んでいる恐れがあり、梅雨明けまでに大き
な災 害が懸 念されますので、大 雨には十
分注意をしていただき、家の周辺での水の
濁りや土 質の変 化に気を付けていただく
ようお願いします。
６月 日に東京で在京豊後大野市人会
が開催されました。今年は大野郡人会発
足から数えて結成 周年となる記念の年
であり、１３０人余の皆さんが参加され、
にぎやかな会となりました。市から私と
佐藤辰己副議長を含む５人の議員と、芦
刈憲司商工会長をはじめとする商工会婦
人部の皆さんが参 加しました。商工会婦
人部によるスコップ三味線等の披露で、会
場は大いに盛り上がりました。ちなみにふ
るさと納税について、返礼品が充実したこ
とをお伝えし、ご協力をしっかりとお願い
申し上げました。

11
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※６月21日、小加部修さんが103歳でお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り申し上げます。
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夏のこわ～いおはなし会

平成28年 7月

７月16日（土）

10時30分～11時30分
場
対
出

図書館カレンダー

豊後大野市図書館

所：図書館研修室
象：幼児～小学生
演：フレディ（大分市）

0974-22-7733

■は休館日です

７月
日

3

月

4

火

5

水

6

木

7

金

土

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16

夏にぴったりのこわいおはなし会をします！
楽しいおばけの話から、ちょっぴりこわい話、
けっこうこわい話まで、
こわいのが好きな人も、
苦手な人も、ぜひ来てくださいね！

17 18 19 20 21 22 23
24
31

25 26 27 28 29 30

←検索はこちらから！
（携帯サイト）

★事前申込不要

「月曜祝日」開館します！
今年度より、月曜日の祝日が開館します。皆さん
ぜひご利用ください！
（祝日は午後５時までです。
）
また、月曜祝日開館にともなって休館日が変則と
なりますので、ご注意ください。

おはなしひろば

７月９日（土）10時30分～

場 所：図書館研修室
３～６歳くらいのお子さんが楽しめるおは
なし会です。どなたでもお越しください。
★事前申込不要

夏休み

図書館で勉強しませんか?
７月21日（木）～８月31日（水）
※休館日除く

移動図書館 ７月 巡回予定
日

巡回ステーション 巡回時間

５日 ひがしこども園
（火）どんぐり幼稚園
７日 すがおこども園
（木）菅尾小学校
朝地小学校
12日 ももえだこども園
（火）百枝小学校
清川小学校
14日 東幼稚園
（木）三重東小学校
大野小学校
おおのさくら幼稚園

日

巡回ステーション

9：30 ６日 通山幼稚園
10：40 （水）いぬかいこども園
千歳保育園
9：15
新田小学校
10：15
新田幼稚園
13：00
9：30 ８日 緒方保育園
10：10 （金）緒方小学校
12：50 13日 あさじルンビニこども園
9：30 （水）おおのルンビニこども園
千歳小学校
10：10
千歳幼稚園
12：55
13：30 15日 三重幼稚園
（金）犬飼小学校

夏休み期間中、２階研修室を学習室として開放
します。この期間中は、12時～13時の間、第
２研修室で昼食がとれます。遠方の方もぜひご
利用ください。

巡回時間

9：10
9：45
10：30
12：45
13：15
9：20
12：50
9：15
10：20
12：50
13：20
9：20
12：40

第２研修室
（高校生以上）

行事等でご利用できない時間帯もあります。利
用の日程や詳細については、チラシやホーム
ページでご確認ください。

７月に貸出した本の返却日は９月巡回日ですが、夏休み前に
返したい人は、終業式までに学校の返却箱に入れておいてく
ださいね。

大山淳子

新刊案内

牛姫の嫁入り

桂望実

少女奇譚 あたしたちは無敵 朝倉かすみ

総選挙ホテル

鏑木蓮

篠田節子

炎罪

龍と流木

額賀澪

朱川湊人

さよならクリームソーダ

谷津矢車

主夫のトモロー

鼠小僧伝
山田宗樹

しゃらくせえ

代体

瀬戸内寂聴

角田光代

老いも病も受け入れよう

佐藤雅彦

スティーヴン・ミルハウザー

わたしの容れもの

認知症の私からあなたへ
のメッセージ

魔法の夜

熊本・大分＆南九州ご朱印
「旅ムック」
編集部
めぐり旅乙女の寺社案内

志賀信夫

中井均

地方都市から
子どもの貧困をなくす

歴史家の城歩き

筒井功

塩澤実信

鈴木由紀子

河野隆

2016.7

忘れられた日本の村

大橋靜子と花森安治
「暮しの手帖」二人三脚物語

浮世絵の女たち

篆刻まるわかりハンドブック
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20

第１研修室（小中学生）

人権・同和・男女共同参画啓発コーナー

防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り

犯罪や非行のない明るい社会へ
第66回 “社会を明るくする運動”
７月は“社会を明るくする運動”
豊後大野市大会
の強調月間です。

ふるさと
歴史探訪
おおいや

しんぶつしゅうごう

「菅尾磨崖仏」
平成の修理 その３

はいぶつきしゃく

江 戸 時 代 か ら 覆 屋 を 掛 け ら れ、 地 域 で 大 切 に さ れ て き た 菅 尾 磨 崖 仏 は、

典型的な神仏習合の考え方で作られた石造物です。「神仏分離」「廃仏毀釈」

の嵐吹き荒れる明治時代。仏像たちはどうなってしまったのでしょうか？

結果は実に明白で、菅尾磨崖仏は大きな破壊をまぬがれました。

じんじゃめいさいちょう

じいんめいさいちょう

現在も美しい姿を保っていることがなによりの証拠ですが、いったいど
ういうことでしょうか。

しんぶつはんぜんれい

大分県は、明治４年に「神社明細牒」、明治５年には「寺院明細牒」をま

とめます。これは、神社や寺院の実態を把握し、いわゆる神仏判然令に抵

しゃじけいだいかきあげちょう

触するものは分離させるため行われたとみられます。各地の神主さんや区

年には、山野

長さんなどが調査にあたったようで「社寺境内書上帳」として地域ごとの

いしのほこら

年代になるとこの動きが強くなり、明治

台帳も存在していました。
さらに、明治

15
うでした。
43

問い合わせ先

社会教育課

０９７４ ４ｰ２ ４ｰ１４１

（つづく）

年か？そう考えるのは、菅尾磨

28

文化財係

崖仏に登る際にある鳥居の存在です。

などの仏は分離させられます。時は明治

このしだいに強まっていく分離運動の中、ついに熊野の神々と薬師如来

除きがなされようとします。

の命令がでて、これまでで、もっとも強い力で徹底的な調査、分離、取り

さ ら に さ ら に、 明 治

年になると、警察権力をもって取り除きを行えと

わけですが、いずれにせよ、この時も熊野の神々と仏様は同一のままのよ

ません。もっとも崖に彫り込まれた磨崖仏ですので簡単には取り除けない

きず、どうやらこの時には取り除きの対象とならなかったと考えざるをえ

しかし、堂々たる石仏である菅尾磨崖仏はこの届けの中に見ることがで

除いた後には届けを出さねばなりませんでした。

路傍、つまり山や野原、道や田のあぜなどの石祠、石仏までも取除くとして、

10

【プロフィール】
1982年大阪府生まれ。全世界各地で年間100回
以上、キャリアや進路などの講演をして回る講
演家。インドで爆破テロに遭い、目の前で50人
の死者を見る。人間はいつ死ぬか分からないか
ら、毎日毎日この一瞬を大事に生きたい！強く
そう思う。
「やりたいことがない」
、
「自分に自信
が持てない」
、
「自分で自分を否定する」…、そ
んな現代の若者たちに「迷わず迷え！」と熱い
エールを送る。

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯
罪や非行の防止と、あやまちを犯した人の立ち直り
について理解を深め、それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を
築こうとする全国的な運動です。

平成28年７月12日（火）13時30分～
エイトピアおおの 大ホール
講演 「世界を旅して見えてきたもの」
講師 株式会社Globe代表取締役
松永 真樹 氏
全国保護司連盟
更生保護法人
主唱／法務省

本年度は、県立三重総合高校・全校生徒を招待し、次
世代を担う若者に向けた講演会を開催します。

14
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公民館だより

中
清
緒
朝

央 ☎ 0974-22-2111
川 ☎ 0974-35-2372
方 ☎ 0974-42-3161
地 ☎ 0974-72-0048

大
千
犬

野 ☎ 0974-34-2130
歳 ☎ 0974-37-2069
飼 ☎ 097-578-1281
市内無料電話
（９番発信）
をご利用ください

放課後チャレンジ教室がスタートしました！
５月18日、三重町を皮きりに、市内小学校で放課後チャレンジ教室がスタートしました。
この事業は、放課後や土曜日などの休日に、各小学校区において子どもたちと地域の方々
とのふれあいの機会をつくり、様々な体験活動や学習活動に取り組むものです。市は全て
の小学校に地域（校区）コーディネーターを配置し、ボランティアや地域の方々の支援をい
ただきながら「教育力」の向上に努めています。

エコ工作『パクパクおさる』
にチャレンジ！
～朝地小学校

「ほら、見て！大きなシャ
ボン玉ができたよ～！」
～清川小学校

森迫さん指導のもと、ペット
ボトルの風車作りに挑戦！
～三重東小学校

うまくホールポストに
ホールインできるかな
～緒方小学校

親子で楽しく運動遊び ～家庭教育学級～
６月12日、新田小学校で育児中の保護者に学習の機会を提供し、家庭教育の
支援をすることを目的に、家庭教育学級を開催しまし
た。当日は講師に３B体操指導者の芦刈章子先生をお招
きし、新田幼稚園児・新田小学校児童とその保護者で楽
しく運動遊びをしました。日頃忙しいので子どもと接す
ることが少ないというお母さんにとっては、大変充実し
た時間を過ごすことができたようでした。

お母さん、急いで急いで～
子どもたちも真剣です。

国民年金保険料の納付が困難なときは
が免除となる「保険料免除制度」や50歳未満の方を対象とした「若年者納付猶予制度」があります。
平成28年度
（免除期間 平成28年7月～平成29年6月）
の免除申請の受付は7月1日
（金）
から開始します。
また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1か月前までになります。失業
等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有し
ている方等は、一度ご相談ください。
申請は、国民年金担当窓口または大分年金事務所でできます。希望される方は早めにお手続きください。

★ 年金相談日
7月12日
（火） 市隣保館
（大野町） 7月14日（木） 市商工会（三重町）
7月20日
（水） 竹田市総合社会福祉センター
相談時間：10時～14時30分
※相談会は完全予約制となっています。事前に大分年金事務所に予約をお願い
します。予約は相談会の1ヵ月前から前日まで受付けています。

問い合わせ先：市民生活課
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国 保 年 金 係
0974-22-1001（内線2129）
大分年金事務所 ℡097-552-1211

年金係からのお知らせ

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付

「健康も楽しい食事も
いい歯から」
健康スケジュール

平成28年度 親と子＆高齢者のよい歯の
コンクール市選考会を開催しました
６月９日、市
役所１階保健セ
ンターにて上記
コンクールの市
選考会を開催し

☆精神保健相談日☆
日 時 ７月21日（木） 14時～16時
場 所 豊肥保健所（豊後大野市三重町市場934-2）
対象者 気分の落ち込み・ひきこもり・認知症・依

存症等こころの健康相談をしたい方
＊要事前予約：0974-22-0162 保健師まで

ました。本コン

☆パパママひろば（両親学級）☆

クールは、毎年
歯と口の健康週間（６月４日～10日）にあわせ
て行い、歯の健康を維持してこられた方々の表
彰を行っています。
親と子の部では、昨年３歳６か月児健康診査
を受けたお子さんのうち、むし歯がなく、保護
者も口腔状態がよい方を表彰します。

日
場
内

時 ８月31日（水） 受付9時30分～9時50分
所 市役所1階 保健センター
容 お産の経過と呼吸法、妊娠中の栄養と口腔

ケアなど
講 師 助産師、栄養士、歯科衛生士
対 象 妊婦さんとお父さんになる方
＊電話で予約をお願いします

また高齢者の部では、80歳以上で20本以上

☆すくすくひろば（育児学級）☆

自分の歯を保持している方を「8020（ハチマ
ルニイマル）達成者」として、60歳以上で28
本以上自分の歯を保持している方を「6028（ロ
クマルニイハチ）達成者」としてそれぞれ表彰
します。
厳正な審査の結果、親子の部では６組の中か
ら、羽田野美樹さん、愛羅ちゃん（三重町）、高

日 時
場

所

内

容

対象児

野町）
、森良二さん（朝地町）が表彰されました。
惜しくも入賞を逃された他の皆さんも大変きれ
いな歯でした。どうぞこれからも健康で良い歯
を保ち続けてください。

保健センター
ベビーマッサージ

４～５か月の赤ちゃんと
その保護者

３～４か月の赤ちゃんと
その保護者

☆妊婦・子育て相談のお知らせ☆

子さん
（三重町）が市の代表として選出され県大
る高齢者の部「6028」では河野邦子さん（大

市役所１階
離乳食と歯の手入れ

＊電話で予約をお願いします

齢者の部「8020」では、５人の中から佐藤正
会に出場されます。豊後大野市独自の取組であ

７月７日
（木）
８月４日（木）
受付９時30分～10時00分 受付９時30分～10時00分

お 子 さ ん の 成 長 や か か わ り 方、 子 育 て に 関 す る
ちょっとした疑問等なんでもご相談ください。
実施日
時 間
７月14日
（木）10時30分～11時30分
７月20日
（水）10時～11時
７月27日
（水）10時30分～11時30分
８月 ９日
（火）10時～12時

☆幼児健診☆
健診内容
日
時
対 象 児
会

場

１歳６か月児健診
７月20日
（水）
H26年11月１日
～11月30日生まれ

（対象地区：市内全域）

会

場

千歳保健センター
緒方保育園内子育て支援センター
三重ふれあい児童館
いぬかい子育て支援センター
○受付時間：12時50分～
13時20分
３歳６か月児健診
７月21日（木）
Ｈ24年12月１日
～12月31日生まれ

（対象地区：市内全域）

市役所１階 保健センター

〔持ってくるもの〕◦母子健康手帳 ◦送付された問診票等
（お願い）都合で受診できないときは、保健師にご連絡くだ
さい。次回の健診をご案内します。

市民生活課

健康推進室

0974-22-1001
2016.7
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★ 豊後大野市の食育を知ろう★ ～食育の推進に関わる「ひと」をご紹介します～
ＪＡおおいた豊後大野生産部会連絡協議会

会長

え

び

ね

惠比根

ゆたか

豊さん

『ＪＡおおいた豊後大野生産部会 連絡協議会』は、市内農協の園芸品23品目の生産部会の会長で
構成する組織です。わたくしは部会のひとつであるピーマン部会に属しており、現在、協議会の会
長を務めています。
協議会では、より多くの方々に『安心安全、大分の野菜畑、豊後大野の野菜』を啓発し、地元園
芸品の販売促進の活動をしています。
例えば、福岡等各地で『豊後大野フェア』を実施し、地元の食材を県外の方にもＰＲしています。
また、11月におこなった『豊後大野市ふるさとまつり』では、“安心安全農産物料理の提供”のコーナー
で参加しました。昨年は白ネギの天ぷらを試食として提供し、とても好評でした。
また、地元の小学校に出向き、豊後大野の野菜がどのように栽培さ
れているか、農家の目から見た新鮮な野菜の見分け方等をお話してい
ます。
加えてナス部会では、部会の有志が、学校の空いた畑を借りてナス
を栽培し、子どもたちにその生長をみてもらい、共に収穫する喜びを
得ました。
このように、各種のイベントや学校等、さまざまな機会を通して、
豊後大野の野菜の魅力を伝えています。家庭の夕食時にお子さんが、
農家で見てきた野菜の収穫について、食卓の話題にしてもらえれば幸
いです。
生産者の立場として、消費者の方々に豊後大野の農家の思いを伝え
ることも、“食育”の一つとして、活動しています。

入場無料！
申込不要！

第５回

豊後大野市子育て講演会

テーマ

「食中毒、夏風邪、
蚊が運ぶ感染症にご注意を！」
日時：７月26日
（火）
19時～20時
場所：豊後大野市民病院
１階会議室
緒方町馬場276
座長：豊後大野市民病院
拜郷敦彦副院長
演者：大分大学医学部地域医療・小児科分野
是松聖悟教授
豊後大野市民病院小児科
佐脇美和医師

日時：7月24日（日）
13時15分～15時（受付12時50分～）
場所：ひなたぼっこ（豊後大野市役所 向かい）
内容：
講演①「やって損なし！減塩で腎臓を守ろう！」
内科阿部医院 管理栄養士
佐藤秀美 先生
講演②「守ろう腎臓！あなたの腎臓大丈夫？」
仁医会病院 院長
内科阿部医院 阿部克成 先生
★準備の都合上、事前に申し込みをお願いいたします。
★豊後大野市薬剤師会による「お薬相談コーナー」を
開設します。お薬手帳をお持ち下さい。

【申し込み先】
市民生活課 健康推進室
0974-22-1001（内線2138）
問い合わせ先：豊後大野市民病院
☎0974-42-3121（内線3832）
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土地家屋調査士の日

無料相談開設

下記のとおり無料相談所を開設いたします。
お気軽にご利用ください。
日
時 7月24日
（日）9時30分～16時30分まで
場
所 市中央公民館
（市役所2階）
相談担当者 大分県土地家屋調査士会会員
相談内容 ①土地境界に関する相談 ②土地の登記（分
筆・合筆・地目変更等）に関すること ③建物の
登記
（新築・増築・取り壊し等）
に関すること
詳しくは、当会または豊肥支部にお問い合わせください。
問大分県土地家屋調査士会 ☎097-532-7709
豊肥支部 ☎090-3321-5439

福祉のしごと相談会
日 時 7月5日、19日
（火） 10時～12時
場 所 ハローワーク豊後大野 会議室

内 容 福祉職場への就職や仕事についての相談、資格の
取得方法、福祉事業所の求人情報等の情報提供
※予約不要です。お気軽にお越しください。
問大分県福祉人材センター ☎097-552-7000

認知症の相談日のお知らせ
認知症に関する心配ごとや困りごとにについて、ご本人
やご家族・関係者からのご相談に相談員が応じます。お
気軽にお問い合わせください。
日 時：7月15日
（金）14時～16時
傾聴セラピストによる傾聴
7月20日
（水）10時～12時
認知症疾患医療センター相談員対応
8月 3日
（水）10時～12時
認知症疾患医療センター相談員対応
場 所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
問市役所 高齢者福祉課 地域包括支援係
0974-22-1001（内線2175）
問豊後大野市地域包括支援センター ☎0974-22-0505
問地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
☎0974-22-8181（水・土のみ）

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」
の参加者募集について
先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象に、戦
没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行い、地域住民と友好
をはかることを目的に実施します。
◇実施地域
西部ニューギニア、マリアナ諸島、トラック・パラオ島、
東部ニューギニア、ボルネオ・マレー半島、フィリピン、
ソロモン諸島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、中国
◇特定地域
西部ニュ
ーギニア、ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバート諸島

問日本遺族会事務局
☎03-3261-5521
申 大分県遺族会連合会 ☎097-543-2459

司法書士無料法律相談会
◆日
時 7月9日
（土）9時～12時
（受付順・予約不要）
◆場
所 市中央公民館 第2会議室
（市役所2階）

◆対 象 者 豊後大野市民及び豊後大野市に関係のある方
◆相談内容 登記
 （相続・贈与・売買・会社設立）
、
少額な訴訟、
過払い金請求、自己破産、成年後見、その他
◆相談担当者 大分県司法書士会豊肥支部会員
問大分県司法書士会豊肥支部 濱田泰夫 ☎0974-22-6332

平成28年度 自衛官募集 一般曹候補生、
自衛官候補生、航空学生を募集します。
◆対 象 者 18歳以上27歳未満の男女
（見込み）18歳以上21歳未満
※航空学生については、高卒
◆受付期間 8月1日（月）～9月8日（木）
※男性の自衛官候補生は随時
◆試験期日・場所
◦一般曹候補生
9月17日（土）竹田市総合社会福祉センター
◦自衛官候補生
9月17日（土）竹田市総合社会福祉センター
◦航空学生
9月22日（木）大分県総合社会福祉会館
◦自衛官候補生（女性）
9月23日（金）大分県総合社会福祉会館
問自衛隊大分地方協力本部竹田地域事業所
☎0974-63-3320

平成28年度 狩猟免許試験のお知らせ
平成28年度の「狩猟免許試験」が行われます。日程
等は次のとおりです。
◆日時
① 8月20日（土） 第一種・第二種銃猟
8月21日（日） 網猟・わな猟
② 9月10日（土） 網猟・わな猟
③10月 8日（土） 第一種・第二種銃猟
10月 9日（日） 網猟・わな猟
※時間はいずれも9時～17時
◆試験会場
①②大分県竹田総合庁舎 3階大会議室
（竹田市大字竹田字山手1501-2）
③大分県庁舎本館 正庁ホール
（大分市大手町3-1-1）
◆試験内容
知識試験及び適性試験を行い、そのいずれに

も合格した
方に対して、技能試験を行います。
◆手数料（各免許ごと）
既に狩猟免許を受け、その有効期間内に他の狩猟免許

を受けようとする方 各々3,900円
上記以外の方 各々5,200円
◆受付期間
①7月15日（金）～7月28日（木）
②8月22日（月）～8月30日（火）
③9月15日（木）～9月28日（水）
問・申 大分県豊肥振興局 森林管理班
☎0974-63-1174
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あなたも原木しいたけ栽培の担い手になりませんか？

◆しいたけ栽培研修生募集 ◆
県では、原木しいたけ生産への就農を支援するため、
習熟度に応じた2つの研修を開催します。
しいたけ栽培への就農を検討中の方、就農間もない方
等、多数の参加をお待ちしています。
①栽培基礎研修
計4回開催する研修会（講義及び簡単な実技）を通して
しいたけ栽培の基礎を学ぶ研修
開 講 日：9月4日
（日）
（予定）
研修場所：農林水産研究指導センター林業研究部
きのこグループ
（豊後大野市三重町）
募集人員：40名
②生産現場通型研修
最大12日間、研修生在住地の近隣優良生産者の生産現
場に通い、生産者から直接、技術指導を受ける実践研修
募集人員：5名
受講申込：市農林整備課林業振興係、各支所または、
豊肥振興局の林業・木材・椎茸班で申込書
に必要事項を記入の上、提出してください。
締
切：7月29日
（金）
希望者多数の場合は選考となります。
募集実施者：大分県農林水産部 林産振興室
椎茸振興班 ☎097-506-3836
振興局窓口：大分県豊肥振興局 農山村振興部
☎0974-63-1174

「おおいた新規就農セミナー・相談会」が開催されます。
◆日 時 7月23日（土）11時～
◆場 所 大分市 ホルトホール大分
※詳細は県庁ホームページで確認できます。
問大分県農業農村振興公社 ☎097-535-0400

平成28年度「聞こえとことばの教育
相談会」のお知らせ
大分県立聾学校では、聞こえやことばが気になるお子
様についての巡回教育相談会を実施します。どうぞお気軽
にご相談ください。
日
時 8月3日
（水）9時30分～15時30分
31会議室
場
所 竹田教育事務所

（竹田市山手1501-2）☎0974-63-2103
相談内容 ・育児や学習、生活についての相談
・就学や転学についての相談
・聴覚障がい教育に関する情報提供
・医療・福祉・保健・教育機関等との連携など
相談対象 0歳から18歳までのお子様及びその関係者
申込方法 大分県立聾学校へ電話もしくはＦＡＸでお申し
込み下さい。
担当：大分県立聾学校支援部
内藤、安東、藤野
097-546-2111
☎097-543-2047
申込締切 7月19日
（火）
そ の 他 相談は無料です。
相談は個別に行い、内容については秘密を厳

守します。相談時間等は、お申し込み後、担当
者と打ち合わせの上、決定し、別途連絡します。
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あなたの農地をあなた自身で土壌分析してみませんか？
有機農業や化学肥料の低減に興味のある農業者を対
象に土壌分析講習会を開催します。
日時と募集数：8月3日（水）13時30分～
4日（木）9時～
両日とも先着4名（見学は自由です）
場
所：市役所1階 会議室101
ひろし
講
師：株式会社ジャパンバイオファーム 太田 宙 氏
内
容：簡易土壌分析器を用いての体験実習です。
参 加 料：無料
申込締切：7月20日（水）
必ず事前にお申し込みください。
※土壌を準備していただくため、
申 農業振興課 農業振興係
0974-22-1001
（内線2322）

大分県交通事故相談（無料）
被害者・加害者・人身事故・物損事故、何でも相談
してください。電話はもちろん、
面接相談も受け付けています。
◆相談日／平日（土・日・祝日を除く）
8時30分～12時、13時～17時15分
※面接時間は、
9時～12時、
13時～16時です。
◆場 所／大分県庁 別館5階
問大分県生活環境部 生活環境企画課 交通事故相談所
☎097-506-2166

介護補助講習受講者の募集
◆対 象 者 就職・就業・派遣を希望する60歳以上の者
◆募集期間 7月4日（月）～8月4日（木）必着
◆実施日時 8月9日（火）9時40分～15時30分
◆募集人員 10名（定員になり次第締切）
◆実施場所 市中央公民館（市役所2階）
◆費
用 無料
問・申 公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会
☎097-540-6313
公益社団法人豊肥地域シルバー人材センター
☎0974-22-7876

講習会等のお知らせ
【アーク溶接等特別教育】
◆日 時 8月2日（火）、3日（水）8時50分～17時
◆場 所 大分県立三重総合高校久住校

◆日 時 8月9日（火）、10日（水）8時50分～17時
◆場 所 大分県立農業大学校

（会員外11,880円）
とテキスト代1,080円
◆受講料 9,180円

【小型移動式クレーン運転技能講習】
（8名以下は中止）
◆日 時 8月8日
（月）
～10日
（水）8時30分～17時
◆場 所 市中央公民館
（市役所2階）
ほか
◆受講料 玉掛有 41,040円、玉掛無 45,360円とテキ
スト代1,645円
【フォークリフト運転技能講習】
◆日 時 8月22日（月）8時10分～17時55分、
29日（月）～31日（水）8時10分～18時
◆場 所 大分県立農業大学校
◆受講料 普通免許者 31,063円（大特者）16,149円と
テキスト代1,340円
◆募集人数 30名
問・申（一社）大分県労働基準協会豊後大野支部
☎0974-26-4115
0974-26-4146

豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業
市では、高齢者の暮らしの安全確保や子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育て及び世代間支援を図るため、
市内の高齢者世帯、子育て世帯が行う持ち家の改修工事に補助する次の３つの事業について紹介します。

③三世代同居支援型
 18歳未満の子どもを含む三世代以上で構成される世帯（予定含む）
が行う三世代が同居するための改修工事で、①玄関、②トイレ、③
浴室、④キッチンのうち1部位以上を増設することにより増設後に2
部位以上が複数となる工事。
補助金額 補助対象工事費（75万円以上）の50％（上限75万円）

【募集期間】
9月30日（金）まで。
ただし、平成29年3月3日（金）
までに工事が完了すること。また、
予算に限りがありますので、早めに募集を打ち切る場合があります。
問い合わせ先
高齢者バリアフリー型 高齢者福祉課 いきいき高齢者係
0974-22-1001（内線2174）
子育て支援型・三世代同居支援型 社会福祉課 こども支援係
0974-22-1001（内線2151）
▼

②子育て支援型
 世帯全員の所得が600万円未満の子育て世帯が居住している住宅
の子ども部屋の増改築、間取りの変更、内装改修等の工事。
補助金額 補助対象工事費（30万円以上）の20％（上限30万円）

【共通事項】
※工事施工者の住所（法人の場合は本店所在地）が豊後大野市内
である場合のみ対象。
※昭和56年５月以前に建てられた木造住宅にあっては耐震性に
関する要件が追加されます。
※3つの事業のうち同一年度内に実施できるのは１つのみです。

▼

①高齢者バリアフリー型
 世帯全員の所得合計が350万円未満の高齢者世帯（高齢者と高齢者
以外からなる世帯については公的年金等を除く）が居住している住
宅の高齢者のための増改築、バリアフリー改修等の工事。
補助金額 補助対象工事費（30万円以上）の20％（上限30万円）

韓 国 文 化 講 座
アンニョンハセヨ！
豊後大野市国際交流協会では、年2回の韓国文化講座を企画し
ています。今年度、初めての文化講座では、特別文化講座として
日本文理大学の韓国人留学生とコラボをすることになりました！学生が主体になり、
大学と地域が連携した活動を通じて、国際交流・地域交流はもちろん、地域の食材
を使い、地域の振興について考えます。今回の講座では「チヂミ／野菜ジョン、タッ
カルビ、トッポッキ、サンギョプサル、ビビンバ、ホットク」を作る予定です。多くの
方のご参加をお待ちしています。
日時 7月16日（土）10時～14時（15名）※料理会の後、学生との懇談があります。
場所 市中央公民館 調理室（市役所2階）
対象 国際交流協会の会員（年会費1口1,000円、当日加入可能）
参加費 500円
必要な物 エプロン、三角巾
締切 7月12日
（火）

申し込み先

まちづくり推進課

朴セミナ（パク・セミナ）

竹の活用や竹林の管理、たけのこ生産について学びませんか？
ち く り ん が っ こ う

「たけのこ生産竹林楽校」受講生の募集
地域の荒廃した竹林を再生し、たけのこの生産など有効に活用したい
と考えている方を募集します。
◆募集人員 ： 40名（定員をオーバーした場合は、選考します。）
◆研修内容 ： 竹林管理の知識、技術・先進地の視察・流通及び竹林の持続管理
◆研修場所 ： 大分県日出町、福岡県八女市立花町等
◆研 修 日：10月中旬、２月下旬、３月下旬 計３回
※内容等については、変更することがあります。
研修は現地集合です。
◆募集期間 ： ７月１日（金）から７月29日（金）まで
◆申し込み ： 大分県豊肥振興局林業・木材・椎茸班（☎0974-63-1174）にて
受講申込書を記入し提出してください。
県庁ホームページにも、受講申込書を掲載しています。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/16060/chikuringakkou.html
◆費
用 ： 受講料は無料 交通費は自己負担、材料費は一部負担有り
問大分県庁 林産振興室 椎茸振興班 ☎097-506-3836

ハングルハングル
韓国語教室
韓国語が初めての方を対象とする入門
コースです。
ハングルをハングルハングル (一文字一
文字)学んでみましょう！
期間
場所
時間
対象

８月18日～10回予定（毎週、木曜日）
市中央公民館（市役所２階）
19時～20時30分
国際交流協会の会員
（年会費１口1,000円、当日加入可能）
締切 ８月５日
（金）

0974-22-1001（内線2447）

男女共同参画推進協議会委員の公募について
委員の欠員に伴い、委員１名を募集します。
◆応募資格

次の①～③のいずれの要件にも該当する方
①豊後大野市内に在住の方
②年齢20歳以上の方
③男女共同参画の推進にご尽力いただける方
◆任
期 前委員の残任期間
（平成29年３月31日まで）
◆年間活動 豊後大野市男女共同参画推進協議会 年３回
男女共同参画推進のための行事等への協力（数回）
◆応募方法 応募用紙の請求・提出は、人権推進同和対
策課男女共同参画係まで
※なお、応募用紙は、市のホームページから
ダウンロードできます。
◆受付期間 ７月４日（月）～７月22日（金）
問い合わせ先：人 権 推 進 同 和 対 策 課 男 女 共 同 参 画 係
0974-22-1001(内線2491)
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大分県立農業大学校オープンキャンパス

平成28年度 行政相談日程表

「緑の学園」参加者募集！

日
受

時
付

８月７日
（日）
９時30分～９時50分

会場名

時

間

場

所

清 川 ７月４日（月） 13時～16時 神楽会館

終了予定 14時10分

＊学生食堂にて昼食有り（事前予約必要）

場
所 大分県立農業大学校
対 象 者 高校生・保護者・一般
内
容 学校説明・圃場見学・体験実習
参 加 費 無料
申込締切 ８月１日
（月）
申・問

相談日

大分県立農業大学校 教務課 ☎0974-22-7582
＊詳しくは、大分県立農業大学校ホームページを御覧下さい。
HPアドレス：http://www.pref.oita.jp/site/140/

緒 方 ７月12日（火） ９時～12時

緒方支所

朝 地 ７月11日（月） ９時～12時

朝地支所

大 野 ７月20日（水） ９時～12時

隣保館

千 歳 ７月14日（木） ９時～12時

千歳公民館

犬 飼 ７月15日（金） ９時～12時

犬飼公民館

問大分行政評価事務所

☎097-532-3715

地球温暖化防止に努めましょう！（家庭でできる取組93）

CO2濃度が過去最高値を更新 年平均400ppmを超える
今年５月の気象庁からの発表によると、2015年の年
平均CO₂濃度が、国内全ての地上観測地点で、初めて
400ppm（体積比）を超えたそうです。
地球温暖化をもたらす温室効果ガスであるCO₂の排
出源は、主に化石燃料を消費する私たちの経済活動に
よるものと言われています。このまま大気中の温室効
果ガス濃度が上昇し続けると、日本国内でも、地球温
暖化に伴う猛暑日や熱帯夜の増加、極端な大雨などの
異常気象の多発が心配されます。
今年の夏も、健康には十分ご留意頂きながら、節電・
省エネへのご協力をお願い致します。

出所：気象庁 報道発表資料（平成28年５月31日 ）
http://www.jma.go.jp/jma/press/1605/31b/2016co2.html

豊後大野市役所も『クールビズ』実施中
冷房を高めの温度（28℃）に設定しても快適に過ごせるよう、軽装や
素材を工夫した服装を呼びかけています。
身近なことからCO₂削減。マイバッグを利用しましょう！
問い合わせ先／環境衛生課 環境係
0974-22-1001（内線2303・2304）

求人情報

ハローワーク豊後大野

（６月16日現在）※黒字：月給 青字：時給

①運転手（生コン車）17万円～20万円 ②保健師19万円～30万円 ③児童支援員15万円～17万円 ④医療事務員13万円 ⑤農
作業員16万円～21万円 ⑥歯科衛生士18万円～23万円 ⑦准看護師15万円～17万円 ⑧店頭販売・接客12万円 ⑨林業作業
員18万円～27万円 ⑩介護職員15万円～16万円 ⑪清掃員（パート）700円 ⑫販売員（パート）710円～730円 ⑬食肉加工・
販売
（パート）700円 ⑭放課後児童支援員（パート）800円 ⑮仕分作業員
（パート）800円
※平成19年10月１日から雇用対策法が改正され、求人募集における年齢制限が原則禁止されました。
応募にはハローワークの紹介状が必要となります。お気軽におたずねください。また、インターネットでもお仕事を探すことができます。
アドレスは右記のとおりです。

Https：//www.hellowork.go.jp/

平成28年度の有料広告を募集します
豊後大野市では、新たな財源の確保と地域経済の活性化を
目的に、各種有料広告を募集しています。
広告種類
市報ぶんごおおの
市ホームページ
公 用 車 車 両
本 庁 舎 壁 面
有料ごみ袋包装紙

広告掲載・掲出料
1枠 15,420 円（月額）
1枠 5,140 円（月額）
1台 5,140 円（月額）
1枠 5,140 円（月額）
包装紙1枚 0.514 円（最低20,000枚から）

※詳しくは、市ホームページに掲載しています。

問い合わせ先 財政課 管財係
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0974-22-1001（内線 2429）

問い合わせ先

ハローワーク豊後大野

☎０９７４-２２-８６０９

3歳児から
5歳児

特色ある保育として、
英会話（週４回、４人の外国人講師）。
書き方（硬筆）・ヒップホップのダンス 。
休日は保育園に準ずる。
月曜日〜土曜日（7時〜19時）
水曜日に園を開放・詳しくは☎097-578-0149
なお、外国人講師による英会話教室を開いています。
費用は月5,000円（小学生対象）
広告

特別出演：ソプラノ梅津百合子（市内在住）

問事務局

関屋 ☎090-7159-7723

●カレーライス昼食会

特製カレー 300円

問あかい屋根川遊びフェスタ大会事務局
携帯 090-3079-7806
●さかな炭火焼き 交流会

●親子自由川遊び

第５回あかい屋根川遊びフェスタ
を開催します。
夏休みの自然体験にご家族そろっ
て、参加よろしくお願いします。

お誕生
おめでとう

翔（しょう）

敬称略》

おくやみ
申し上げます
《５月中届出

●鶴原

●甲斐

●後藤

清文（ ・駒

信好（ ・片

幸子（ ・宮

【大野】
●後藤マツヨ（ ・高

鹿）

島）

迫）

野）

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

●春

邦夫（

芙蓉（

●塩月

睦夫（ ・ 下赤嶺中の原）

義元（ ・鬼

俊子（ ・下玉田）

●川野慎一郎（ ・前内田）

●野中

●渡邊千代子（ ・砂

仲）

田）

谷）

傳（ ・下山奥）

●川野加代子（ ・長

善意 の窓

前田建設工業㈱九州支店

前田又兵衞
（東京都杉並区）

【清川】
●衞藤サヨコ（ ・白山上） ◇一般寄付 【敬称略】
靖子（ ・ 清川天神） ●豊後大野市へ

●橋本

●佐藤

●衞藤 孝幸（ ・中 原）
・浅 水）
・向 野） 【千歳】
●田嶋ミチ子（ ・新 殿）
・ 市場五区）
・ 上赤嶺二区） 【犬飼】
●渋谷 和子（ ・柴北下）
●藤川

照子（ ・ 下赤嶺下）

塚）
●赤嶺

●後藤ヨシ子（

●藤本

【三重】
●深田マサコ（

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

《５月中届出・
「 」内は保護者敬称略》

【三重】
●赤峰

「啓亮・由紀
（菅生）
」

春乃（はるの）
大晴（たいせい）

「伸也・清美
（法泉庵）
」

●狹間
●後藤

「哲二・実樹
（市場一区）
」

柚月（ゆづき）
澪璃（みおり）
大暉（たいき）
才（としき）

美和（みわ）

83 70 57 93 90

88

90 91 83

五美（ ・野

地）

倉）

●野崎

義次（ ・温

桂子（ ・温

見）

見）

後藤ツギ子
（犬飼町田原）

【緒方】
（福岡県福岡市）
●茂藤
堯（ ・徳 田）
●河室トシコ（ ・柚 木） ◇物品寄付 【敬称略】
●小 キミ子（ ・軸丸北） ●三重東小学校、
緒方小学校へ
●合澤

【朝地】
●柳井 美子（ ・朝

泉）

栞凪（かんな）

健治（ ・坪

●和田
●小森

●足立

●新宮コスヱ（ ・下尾塚）

惠（ ・中尾塚）

（ ・朝
「良紀・春香
（壱丁田住宅）
」 ●小倉惠美子

●應和

「大樹・麻衣
（倉波）
」

【千歳】
●上村 悠斗（はると）

「徳男・千春
（緒方平石）
」

●古澤

「恭兵・明美
（馬背畑）
」

【緒方】
●文東 海來（みらい）

「哲・裕子
（前内田）
」

●浅野

「誠・幸子
（三重原）
」

●伊井

「真一・由美
（三重原）
」

●宗岡

「直樹・紗及
（上赤嶺二区）
」 ●宮田トメ子
（ ・ 東営住宅）

●財満

66 25 90 88 59 73 77 68 73 93

90 74 77

99 98 72 87

92 79 96 90 82 87 83

●さかな
（あゆ）
のつかみ取り

参加料 200円
（子どものみ）

７月24日（日）10時～
あかい屋根の郷（旧三重南小学校）
＊小雨決行
日時
場所

500円

40回目を迎えるフェスティバルが今年
は本市で開催されます。
大分鶴崎高校ギター・マンドリン部を
はじめ、県内各地から多数のクラブが参
加します。多くの皆さんのご来場をお待
ちしています。

0974-35-2372

問神楽会館

◆場 所
◆入場料
◆後 援

７月31日（日）
開場：13時 開演：13時30分
エイトピアおおの 大ホール
無料
豊後大野市教育委員会

（当日1,000円）

中学生以下

問〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市役所 総務課 秘書広報係
0974-22-1001（内線 2006）

◆出演団体
宇目神楽保存会
すずかけ神楽社
◆チケット
神楽会館
エイトピアおおの
市内各公民館
ローソンチケット
時

７月17日
（日）
12時
13時～16時
豊後大野市神楽会館
◆日
時
◆開場時間
◆公演時間
◆場
所
◆入 場 料
大人

フェスティバル

市民の皆さんが行う活動の参
加者・会員募集、またイベン
トの周知など、いろいろな情
報を掲載します（営利目的の
ものなどは掲載できません）
。
皆さんからの情報をお待ち
しています（誌面の都合で掲
載できないこともありますの
で、ご了承ください）
。

◆日

ひろば
1,000円

（当日1,500円）

なの

みん
神楽会館一般公演
第40回 大分県マンドリン

あかい屋根川遊びフェスタ
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第13回絵本原画展
絵本作家 加藤休ミさん
今年は「きょうのごは
ん」や「おさかないちば」
等で人気の絵本作家加藤
休ミさんの原画を展示し
ます。期間中、たくさん
のイベントを企画してい
ます。夏休みの思い出に
ぜひお越しください。

くらし の カレンダー

７月
4日
（月）
6日
（水）
11日
（月）
13日
（水）

20日（水）
25日（月）
27日（水）

▲

☎0974-22-0162

猫の引取日
日時： ６日
（水） 14時～15時
20日
（水） 14時～15時
▲

問 豊肥保健所

「にっぽんいちの ぶんごおおのさかなをつくろう！」【無料】
日時：7月23日（土）13時30分～ 場所：エイトピアおおの ２階会議室
定員：40名（要予約） 持ってくる物：クレヨン、はさみ、のり
※未就学のお子様が参加される場合は、必ず保護者が同伴してください

◎加藤休ミさん講演会 「絵描きになった私のお話し」【有料】
日時：7月24日（日）10時30分～ 場所：エイトピアおおの 2階会議室
料金：大人400円 小中学生200円（いずれも当日は100円増）
（未就学児は入場無料）

◎絵本原画展ボランティアの会主催
日時：7月30日（土）
・31日（日） 場所：エイトピアおおの
◇手作り絵本教室（要予約）
時間：10時～12時 ※1冊につき材料費300円が必要
問い合わせ先
◇しおり作り体験コーナー
エイトピアおおの
時間：11時～15時 ※材料の持ち込み可
☎0974-22-8000

当番日
７月３日
（日）
７月10日
（日）
７月17日
（日）
７月18日
（月）
７月24日
（日）
７月31日
（日）
８月７日
（日）

消費生活相談
８時30分～17時

▲

問 市消費生活センター
（商工観光課内）

☎0974-22-1018

家事・民事出張相談
13日
（水）
９時30分～15時30分※予約不要
場所：市中央公民館
（市役所２階）
▲

問 大分地方裁判所

竹田支部

日時：21日
（木） ９時～12時
場所：市中央公民館
（市役所２階）
0974-22-1001

▲

問 総務人事給与係

市清掃センターごみ持ち込み
日時：10日
（日）
9時～12時、13時～16時
市清掃センター

▲

問
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電話番号
0974-24-0120
0974-32-2017
0974-22-6222
0974-32-3355
0974-22-6333
0974-22-2222
0974-24-5055

救急告示施設

豊後大野市民病院（緒方町）☎ 0974-42-3121

帰巖会 みえ病院（三重町）☎ 0974-22-2222 福島病院（三重町）☎ 0974-22-3321

小 児 科 休 日 当 番 医
当番日
医療機関名
７月３日
（日）
７月10日
（日）
豊後大野市民病院
７月17日
（日）
７月18日
（月）
７月24日
（日） みやわき小児科
７月31日
（日） 豊後大野市民病院

電話番号
0974-42-3121
0974-24-0230
0974-42-3121

受付時間 医療機関によって異なりますので、
あらかじめ医療機関に電話等でお問い合わせください。

診療時間
９時～12時

※院外薬局が休みの場合には、あらかじめ用意された約束処方となることがありますので、ご了承ください。
※当番医療機関については、
やむを得ず変更になる場合がありますので、
緊急の場合は、
受診される医療
機関に電話等でお確かめください。
※毎月の当番表については、
各医療機関の院内に掲示するほか、
豊肥保健所ホームページ
（http://www.pref.oita.jp/site/houhi/）のお知らせ欄に記載しています。

☎0974-63-2040

不動産に関する相談

医療機関名
いしかわ皮ふ科形成外科
（三重町）
岩田医院
（野津町）
おぐり胃腸肛門科
（三重町）
野津第一内科医院
（野津町）
三重東クリニック
（三重町）
帰巖会みえ病院
（三重町）
筑波クリニック
（大野町）

※当 番医医療機関についてはやむを得ず変更になる場合がありますので、 診療時間
受診の際は事前に電話等でお確かめください。
９時～17時

☎0974-22-0162

無料相談のご案内
毎週月～金曜日

◎加藤休ミさんとワークショップ

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医

野犬の捕獲日

問 豊肥保健所

◎ギャラリー展示期間 7月22日（金）～7月31日（日）
時間：10時～17時 ※最終日は15時まで
場所：エイトピアおおの ２階ギャラリー 休館日：7月25日（月）

歯
当番日
７月３日
（日）
７月10日
（日）
７月17日
（日）
７月18日
（月）
７月24日
（日）
７月31日
（日）
８月７日
（日）

科

休

日

当

番

医

医療機関名
矢野歯科クリニック
（三重町）
芦刈歯科クリニック
（野津町）
熊瀬歯科医院
（三重町）
ごとう歯科口腔外科クリニック（三重町）
杉山歯科医院
（犬飼町）
髙倉歯科医院
（緒方町）
杉山歯科医院
（野津町）

電話番号
0974-22-8811
0974-32-7700
0974-22-0327
0974-22-1118
097-578-0101
0974-42-3622
0974-32-2167

受付時間 医療機関によって異なりますので、
あらかじめ医療機関に電話等でお問い合わせください。

診療時間
９時～12時

大分県立歴史博物館
（宇佐風土記の丘）
企画展

「ジオパークと 大地の鼓動」
豊後大野と姫島の両ジオパーク企画展を開催中

化石に興味のある子集まれ！

野田雅之博士 化石のおはなし
化石に興味のある方は、必見！
夏休みの自由研究のヒントにも？

平成
年７月号

28

期 日：９月４日
（日）
まで ※月曜・祝日は休館
時 間：９時～17時
会 場：大分県立歴史博物館
（宇佐市大字高森）
入場料：一般310円、高・大150円、中学生以下無料
問い合わせ先：大分県立歴史博物館 ℡0978-37-2100
まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

37,813 人（
17,536 人（
20,277 人（
16,459世帯（

平成28年５月31日現在（

事故ゼロ～

7月15日（金）から24日（日）までの10
日間「おおいた夏の事故ゼロ運動」が
実施されます。

◆運動の基本
高齢者と子どもの交通事故防止

◆運動の重点
○追突事故の防止 ～３秒の車間距離～
○スピードダウンの徹底（速度抑制）
○二輪車・自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルト着用とチャ
イルドシートの正しい使用の徹底

交通ルールを遵守し、事故ゼロを目指
しましょう!!
『市報 ぶんごおおの』は古紙再生紙を使用しています

納税等のご案内
固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後
期高齢者医療保険料、保育料（幼稚園・保育所・
認定こども園）、給食費、住宅等使用料、水道
料金、農業集落排水施設使用料、下水道使用
料、浄化槽使用料、養護老人ホーム入所負担
金、やすらぎ団地土地使用料、市営駐車場使
用料、市有地貸付料、ケーブルテレビ使用料
納期限（口座振替日）８月１日（月）
※ケーブルテレビ使用料

日 時：８月10日
（水）
、９時～10時30分
会 場：神楽会館 多目的ホール 入場無料
その他：鉱石・化石のミニ展示会も実施予定
0974-42-4141
問い合わせ先：市歴史民俗資料館

）内は前月比

おおいた夏の事故ゼロ運動
あわず

アンモナイト化石
（緒方町草深野産）

－ 34 人 ）
－ 19 人 ）
－ 15 人 ）
＋ 01世帯）

平成28年

～おこさず

野田雅之氏

７月26日（火）

普光寺を人が
集まる場所に！

たきもとほうすい

瀧本峰翠さん

（朝地町普光寺住職、津久見市出身）

今月号でご紹介するキラリ人は、昨年の２月から朝地町普光寺の17世住職
となられた瀧本峰翠さんです。
瀧本さんは高校卒業後、京都で僧侶になるための修行を経て資格を取得し、
そのまま住職の道をと考えていました。しかし、実家のお寺は長男が継いでい
たため、造園業の会社へ就職することになったそうです。その間、住職への道
を模索していましたが、ようやく縁があり普光寺の住職に就任することが決ま
りました。
就任するとすぐに、地域の方と協力し造園業での経験を活かし、アジサイの
再生に取り組みました。
「普光寺は歴史も深く立派な磨崖仏もあり、素晴らし
い場所。アジサイを昔のように復活させ、地域おこしに貢献できれば」と瀧本
さん。
昨年からアジサイの咲く季節にはライトアップも実施。今年も６月の金・土曜
日と行い、６月18日にはライトアップとあわせ、
「癒しのゆうべ」を開催しました。
コンサートやキャンドル点灯など、来場者は幻想的な時間を過ごせたようです。
これからのことを尋ねると、
「外部からやってきた私を、地域の人は温かく迎
えてくれました。これからも地域の方と協力し、多くの方が普光寺に足を運ぶ
ようなイベントを企画していきたい。そ
して観光だけではなく、商業とも連携す
る方法を考えていきたいです」と力強く
語ってくれました。
地元の消防団にも入団している瀧本
さん。これからも地域発展のために、
力を発揮してください。
▲普光寺磨崖仏と。
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