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表紙： 4月7日〜20日の間、2018チューリップフェスタが開催されました。
期間中100種類30万本のチューリップが訪れた人を楽しませました。
7日は「バルーンフライin原尻の滝」が開催され、緒方保育園きりん組の
園児16人がバルーンを上流から滝つぼに流しました。

平成30年度の当初予算をお知らせします

251億7,500万円

一般会計予算
歳 入 内 訳

⑤

⑥

①
②

④

③

40億5,124万円（16.1％）
78億1,366万円（31.0％）
21億 643万円 （8.4％）
18億8,293万円 （7.5％）
16億5,883万円 （6.6％）
20億2,470万円 （8.0％）
11億5,139万円 （4.6％）
29億4,742万円（11.7％）
15億3,840万円 （6.1％）

⑧

⑦
⑥

②

④

◇依存財源（73.5％）
③地方交付税
④国・県支出金
⑤市債
⑥その他の依存財源

97億2,964万円（38.6％）
58億8,471万円（23.4％）
17億2,520万円 （6.9％）
11億5,015万円 （4.6％）

目 的 別

⑨
⑧

①

⑦
⑥

②

⑤
④

性 質 別

①

⑤

30億2,842万円（12.0％）
36億5,688万円（14.5％）

③

◇義務的経費（49.5％）
①人件費
49億8,548万円（19.8％）
②扶助費
45億2,865万円（18.0％）
③公債費
29億4,742万円（11.7％）

③

特別会計予算

国民健康保険特別会計 51億7,905万円
後期高齢者医療特別会計 6億 330万円
64億5,610万円
介護保険特別会計
1億9,581万円
農業集落排水特別会計
8,257万円
公共下水道特別会計
4,663万円
浄化槽施設特別会計
2億1,140万円
簡易水道特別会計
太陽光発電事業特別会計 1億1,000万円

④普通建設事業費
⑤物件費
⑥補助費等
⑦繰出金
⑧その他の歳出

歳出内訳

①総務費
②民生費
③衛生費
④農林水産業費
⑤土木費
⑥教育費
⑦災害復旧費
⑧公債費
⑨その他の歳出

◇自主財源（26.5％）
①市税
②その他の自主財源

31億5,203万円（12.5％）
32億7,973万円（13.0％）
26億9,999万円（10.7％）
18億8,553万円 （7.5％）
16億9,617万円 （6.8％）

上水道特別会計
3億5,217万円
収益的収入
3億9,096万円
収益的支出
1,635万円
資本的収入
1億2,708万円
資本的支出

病院事業特別会計
収益的収入 35億9,751万円
収益的支出 37億2,473万円
4,980万円
資本的収入
3億1,973万円
資本的支出
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平成30年度の事業を紹介します
豊かな生活を支えるしごとがあるまち

豊かな福祉社会の実現を目指すまち

農業の振興

保健・医療サービスの充実

◇担い手育成・確保事業 115,802千円
認定新規就農者の育成を始め、親元就農を柱と
した後継者確保への取組など、多様な担い手の確
保に努めます。

◇任意予防接種事業 5,868千円
感染症拡大防止と疾病予防を推進するため、予
防接種費用の助成を引き続き実施します。また、
平成30年度から、生後6か月から中学校3年生ま
でのインフルエンザ予防接種費用を助成します。
◇不妊治療費助成事業 2,923千円
一般不妊治療費の助成金額を引き上げ、不妊治
療に係る経済的負担軽減を図ります。

工業の振興
◇情報関連企業誘致促進事業 4,000千円
情報関連企業の誘致を促進するため、補助制度
を創設します。

雇用環境の向上

結婚・出産・子育て支援の充実

◇地域雇用創造推進事業 6,120千円
地域雇用創造協議会において、地域特性を生か
し創意工夫を凝らしながら雇用を生み出す取組を
進めます。

◇子ども医療費助成事業 125,791千円
子ども医療費の給付について、小･中学生の通
院等の医療費の給付を医療機関での窓口負担のな
い現物給付へ拡大し、手続の簡素化、負担解消等
を図ります。

豊かなくらしと安心を実感できるまち

豊かさをつなぐ協働によるまちづくり

土地利用・景観の整備

地域コミュニティ活動の推進

◇都市再生整備事業 202,100千円
市の中心地である三重町駅周辺の都市機能を高
め、賑わいが創出できる環境を作るため、平成
30年度から5か年計画で取組ます。

◇地域活動支援事業 17,760千円
「協働によるまちづくり」を推進するため、地
域の創意工夫による特色のある地域づくり事業を
支援します。また、地域おこし協力隊として三大
都市圏等から住民を受け入れ、地域の活性化を図
ります。

移住・定住の促進
◇移住者店舗等開設支援事業 1,000千円
県外から創業を希望する移住希望者に対して、
空き家・空き店舗を利用した店舗等開設に係る費
用を助成します。

交通安全・防犯対策の推進
◇運転免許証自主返納支援事業 2,000千円
今後さらに高齢運転者の交通事故の増加が懸念
されることから、高齢運転者が安心して自主的、
積極的に運転免許を返納できる環境を整備します。

豊かな心と学ぶ意欲を育むまち
学校教育の充実
◇教育振興事業 60,290千円
学びの意欲を育てる教育を進めるため「キャリ
ア教育コーディネーター」を新たに配置します。
また、いじめや不登校など子どもを取り巻く様々
な問題の解決を目指すため「スクールソーシャル
ワーカー」を増員し、教育現場が抱える課題に対
応します。
◇外国語教育先行実施事業 11,086千円
平成32年度からの小学校での英語教育実施に
向けて、英語教育を支援するため臨時講師を配置
し、英語のスキルアップを目指します。

協働によるまちづくりの推進
◇市民提案型協働のまちづくり活動推進事業
3,022千円
市民活動団体等の先駆性や柔軟性を生かしたアイ
デアや知識で、
より効果的な地域の課題解決、活性化
や市民サービスの向上を図ります。

豊かな自然を未来に残し伝えるまち
ジオ・自然との共生
◇ジオプロジェクト推進事業 11,034千円
◇エコパーク推進事業
7,941千円
平成29年6月に祖母・傾・大崩山系のエコパー
クが登録され、12月には「おおいた豊後大野ジ
オパーク」が再認定されました。関係機関・団
体・地域との連携を図り、解説板等の計画的な設
置に取組ます。

環境保全の推進
◇新エネルギー導入促進事業 215,301千円
平成29年度に営業所を開所した
「株式会社ぶんご
おおのエナジー」
による電気事業およびバイオマス発
電所の排熱の活用を目指して取り組んでいる
「木質バ
イオマス発電所周辺整備事業」
を推進します。

※財政の詳しい内容は、ホームページでも公開しています。
市のホームページ（トップページ）▶分野別▶政策・財政・管財・各種計画・人事・その他▶財政
問い合わせ先 財政課 財政係
0974-22-1001（内線2423）
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平成３０年４月から

市の介護保険料が決定しました
介護保険制度では、介護保険の運営に必要な財源の50％を公費（国、県、市）で負担し、残りの50％を
介護保険加入者が保険料として負担しています。また、介護保険加入者の保険料50％負担のうち、第２号
被保険者（40歳から64歳以下の方）は27％を負担し第１号被保険者（65歳以上の方）は23％を負担して
います。
（※介護保険制度の改正により第２号被保険者の負担割合が28％→27％に、また第1号被保険者の
負担割合が22％→23％になりました）
介護保険料は、国の制度に基づき３年ごとに見直しを行っています。今回、市の平成30年度から平成32
年度（第7期）における第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料を決定しました。
第６期（平成27年度から平成29年度）と比較して、基準額（年額75,000円）の増減はありませんが、
介護保険制度の改正により第７段階、第８段階、第９段階において、対象者の合計所得金額の範囲が変更さ
れました。

所得段階

対

象

者

保険料率 年額保険料

○生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
第１段階 ○世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合
計が80万円以下の方

0.50

37,500円

第２段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計
が80万円を超え120万円以下の方

0.75

56,250円

第３段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計
が120万円超の方

0.75

56,250円

第４段階

世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で、前年の公的年金等収
入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.90

67,500円

第５段階 世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で、前年の公的年金等収
（基準額） 入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

1.00

75,000円

1.20

90,000円

第６段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

第７段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
（変更前：120万円以上190万円未満の方）

1.30

97,500円

第８段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
（変更前：190万円以上290万円未満の方）

1.50

112,500円

第９段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方
（変更前：290万円以上の方）

1.70

127,500円

※合計所得金額は、税法上の合計所得金額から分離長期譲渡・短期譲渡所得の特別控除額と公的年金に係る雑所得
を除いた額となります。
※第１段階の方については、別枠による公費の投入で、年額保険料が33,750円となります。

問い合わせ先

高齢者福祉課 介護保険係

0974-22-1001（内線2177）
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ケーブルテレビ加入のご案内

豊後大野市ケーブルテレビでは、ケーブルテレビ、市内無料電話、音声告知放送等のサービスを提供しています。

ケーブルテレビ
豊後大野市全域をサービスエリアとして、９チャンネル (自主放送1ch、
大分県内波５ch、福岡波３ch)を提供します。

市民チャンネル
市民チャンネルとは、市が市民の皆さまとつくるチャンネルです。
地域の情報、お知らせ、台風・地震等の防災情報、また議会の一般
質問の中継などを放送しています。

市内無料電話

放送局

チャンネル

NHK
総合（大分）
NHK
Eテレ（大分）
OBS
大分放送
TOS
テレビ大分
OAB
大分朝日放送
FBS
福岡放送
TVQ
TVQ九州放送
TNC
テレビ西日本
市民チャンネル

1
2
3
4
5
6
7
8
11

市内無料電話サービスは、市内のケーブルテレビ加入者同士の通話料が無料になるサービスです。
(加入者間同士の通話以外は、NTTやJ:COM PHONE等の基本料と通話料が必要です。)

音声告知放送
音声お知らせ端末は、市が行政・防災情報をお知らせする目的で設置するものです。

市民の皆さまの費用負担はございません。音声お知らせ端末のみの加入
（加入金工事費不要・加入申込書の提出が必要）もできます。
○市全域の一般放送の放送時間………18時40分〜
※地震や火災などの緊急放送等は随時放送。

音声お知らせ端末

その他のサービス
上記サービス以外に、【J:COM TV】【J:COM NET】【J:COM PHONE】【J:COM MOBAILE】等の付
加サービスが、大分ケーブルテレコム(株)の提供により受けられます。(有料) 詳しくは、大分ケーブルテレコム
(株)までお問い合わせください。

ケーブルテレビをご利用になるには『加入手続き』が必要です。
◆費用負担 加入金:40,000円【法人はプラス50,000円(工事負担金)】基本使用料:毎月1,000円
■宅内工事費(市が設置した機器からテレビまでの配線)は『加入者負担(実費) 』となります。
■音声お知らせ端末のみのご利用については加入金・工事費ともに『無料』です。
※設置工事については、3週間前後の日数を要します。電柱等の許可申請や工事内容によりこれ
以上の日数を要する場合がございますのでご了承ください。

込

２．各書類に必要事項を記入・押印し、加入金40,000円【法人はプラス50,000円】とともに市役
所または各支所にご提出ください。
○貸家やアパートにお住まいの方は、必ず所有者からの設置の承諾が必要です。
○加入時に【J:COM TV】【J:COM NET】【J:COM PHONE】【J:COM MOBAILE】等
の付加サービスをご希望された方には、後日改めてJ:COM 大分ケーブルテレコム(株)より申
込についてご案内いたします。

方

申

１．加入に必要な書類(3種類)は次のとおりです。(市役所および各支所に備え付けています)

法
◆減

○加入申込書

○口座振替依頼書

○宅内工事店希望調書

免 身体障がい者(1・2級)・知的障がい者(A判定)・精神障がい者(1級)を構成員に有する市民税非
課税世帯、満80歳以上の一人暮らしで、かつ市民税非課税者および災害により被害を受けた
世帯については、加入金や使用料の減免制度があります。
詳細については、お問い合わせください。

各種お問い合わせ先

豊後大野市ケーブルテレビセンター【市役所】 0974-34-3334
○加入申込についてのお問い合わせ⇒
○機器の故障やJ:COMサービス等のお問い合わせ ⇒ J:COM 大分ケーブルテレコム(株) ☎0974-24-5023
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木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助について
木造住宅の耐震診断補助事業
市では地震に対する住宅の安全性を図るため、木造住宅の耐震診断を受ける費用の一部を補助します。
大分県が登録した専門家の耐震診断を受け、自宅の耐震性能を確認しましょう。
登録者については市役所建設課にて閲覧できます。
◎対
象
昭和56年５月31日以前に建築された木造戸建て住宅と木造のアパート
◎診断に要する費用
所有者負担は5,500円（家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、別途費用がかかる場合
もあります）
◎募集戸数
５戸
◎募集期間
12月28日（金）まで

木造住宅の耐震改修補助事業
あなたの家の耐震改修工事の費用の一部を市が補助します。
◎対
象
昭和56年５月31日以前に建築された、木造戸建て住宅と木造のアパートにおいて、以下のような耐震改
修工事を行う際に補助の対象となります。
（１）耐震診断の結果、評点が1.0未満であるものを1.0以上とするための耐震改修工事
（２）耐震診断の結果、評点が0.7未満であるものを0.7以上1.0未満とするための簡易な耐震改修工事
（３）耐震診断の結果、評点が0.7未満である住宅について１階の特定部分に強固な室(耐震シェルター)
を設けるための工事
詳細についてはお問い合わせください。
◎補助金額
上記の改修内容により以下のとおりの補助金額となります。
（１）の改修工事を行う場合…かかった費用の２／３かつ上限80万円（条件によって最高100万円）
（２）の改修工事を行う場合…かかった費用の２／３かつ上限60万円
（３）の改修工事を行う場合…かかった費用の２／３かつ上限30万円
◎募集戸数
５戸
◎募集期間
12月28日（金）まで

申込み・問い合わせ先：建設課 都市計画・建築係

0974-22-1001（内線2361）

認知症サポーター養成講座を受講しませんか
市では、認知症になっても安心してくらせるまちづくりに取り組んでいます。
認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する方を
養成する「認知症サポーター養成講座」を次の日程で開催します。

日時：５月31日（木）10時〜11時30分 ＊受付９時30分から
場所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
●講座終了後、サポーターの証であるオレンジリングを差し上げます。
受講を希望される方は、事前の申し込みをお願いします。

申込み・問い合わせ先

高齢者福祉課 地域包括ケア推進室

0974-22-1001（内線2171）

5月は「赤十字運動月間」です
日本赤十字社の活動資金にご協力ください。
皆さんからご協力いただいた資金は、国内外の災害救護活動や災害用資機材の整備などに活用されます。昨年、市内
では台風18号災害や火災の被災者に災害救援物資を配布しました。ぜひご協力をお願いします。
また、日本赤十字社では、毎年「九州八県赤十字大会」を開催し赤十字事業に功績のあった個人や団体を表彰してい
ます。今年は11月上旬に熊本県にて開催される予定です。
参考 日本赤十字社への寄付に対する主な表彰制度
本大会にて有功章等を受章されます方を募集していますの
種 類
表彰基準額
で、ご協力をお願いします。
銀色有功章
20万円以上50万円未満

有功章募集期間： 7月31日（火）まで

金色有功章

50万円以上

※すでに銀色有功章を受章され、更に20万円以上を納入し累計額50万円以上となる方も金色有功章の受章となります。

問い合わせ先：日本赤十字社豊後大野市地区（社会福祉課 福祉監査係内）および各支所
0974-22-1001(内線2144)
2018.5
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平成30年

工業統計調査にご協力ください

経済産業省では、平成30年６月１日現在で、製造業を営む事業所を対象として「工業統
計調査」を実施します。
５月中旬から６月中旬にかけて、調査対象となる製造事業所に調査票の記入をお願いする
ため、調査員が訪問します。
なお、調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されません。
ご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ先：まちづくり推進課 企画調整係
0974-22-1001（内線2413）

『もの忘れ相談日』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：５月18日（金）14時〜16時

傾聴セラピストによる傾聴

５月21日（月）10時〜12時

認知症疾患医療センター相談員対応

６月 ６ 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

★ひなたぼっこで『若年性認知症
の集い』を開催しています。
ご相談のある方は、問い合わせ
先までご連絡ください。

問い合わせ先：●高齢者福祉課 地域包括ケア推進室 ☎0974-22-1001（内線2171）
●豊後大野市地域包括支援センター
☎0974-22-0505
●地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ ☎0974-22-8181（水・土のみ）

家庭訪問型子育て支援事業 ボランティア養成講座 参加者募集
家庭訪問型子育て支援事業（ホームスタート）にご協力いただける方を募集します。
講座は無料で、どなたでも参加できます。あなたの子育て経験を地域の子育て支援に生かしませんか？
●対 象 者：子育て支援に興味があり、子育て経験がある方

●場

●実施期間：６月５日（火）〜７月23日（月）の間の８日間

●受講申込：すがおこども園

問い合わせ先：子育て支援課 こども支援係

所：市役所２階

第２会議室 等
☎0974-22-6454

0974-22-1001（内線2157）

市営住宅滞納家賃の徴収強化に取り組みます
市では、市営住宅の家賃収納率が低下しているため、財政の健全化と市民負担の公平性を確保する観点から滞納家賃
の徴収を強化します。正当な理由がなく期限内に納めないなどの市営住宅の家賃滞納者には、即決和解や訴えの提起な
どの法的措置による滞納家賃の徴収強化に取り組みます。
即 決 和 解… 滞納者と滞納家賃の分納等納入方法について合意した場合に簡易裁判所に対し和解の
申し立てを行うもので、裁判官の立ち会いのもと和解調書が作成されます。和解調書
で約束した納入が履行されない場合は、住宅明渡しなどの強制執行を行います。
訴えの提起… 市が裁判所へ滞納者を相手方とする訴えを提起することで、判決や和解によって滞納
の解決を図る手続きです。
裁判の結果、判決や和解が成立したにもかかわらず、従わない場合は、住宅明渡しな
どの強制執行を行います。
※傷病や失業、災害などのやむを得ない事情で納付が困難な人は早めに建設課建設企画係または市営住宅管理センター
に相談をお願いします。

問い合わせ先：建設課 建設企画係
0974-22-1001（内線2358）
豊後大野市営住宅管理センター ☎0974-24-0366
7
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おおのトピックス
ぶんご
100歳のお誕生日おめでとうございます
読書は眼鏡いらず

幸野 キヌヱさん（犬飼町）

３月１8日、犬飼町柴北の幸野キヌヱさんが100歳のお誕生
日を迎えられました。キヌヱさんは同町黒松のご出身で、専業
主婦として１人娘を育てました。
キヌヱさんは電気技師だったご主人とともに、岡山県、福岡
県で生活し、ご主人が退職すると犬飼町に移り住んだそうです。
当日は、長女夫婦と暮らす自宅に家族、親戚が集まり盛大に
お祝いをしました。キヌヱさんの特技は洋裁で家族の服は自ら
が作っていたそうです。趣味は読書で今でも眼鏡を使わないと
のこと。
現在は、デイサービスで世間話をするのが楽しみだというキ
ヌヱさん。100歳になった感想をお尋ねすると「今までで一番
最高です。嬉しいです」と元気よく答えてくれました。

御嶽山 桜ロード再生事業
清川まちづくり協議会では、御嶽山の桜が寿命を迎えたため桜ロードの再生事業を行っています。昨年の秋には多くの
ボランティアの手により、老木の伐採を行いました。
３月11日には、瀬戸内オリーブ基金から助成を受け、ジンダイアケボノというソメイヨシノに似た桜の苗を100本植え
ました。植樹作業は、保育園児、小・中学生、高校生、親子、地域の方と総勢120人の参加がありました。幅広い世代が
作業したことで、植樹を通じて世代間の交流もできました。開花時期になったら、ぜひ御嶽山に桜を見に来てください。

福岡トップセールス「大分の野菜畑豊後大野 大地の恵みたち」を開催
３月13日、福岡市博多区のレストラン「蓮双庭」にて豊後大野産の農産物や加工品の販路拡大に向けたイベントを開
催しました。当日は福岡県内の飲食店、流通、マスコミ関係者等約30人が参加し、豊後大野産の椎茸や甘しょ等の特産
品を味わっていただきました。
イベントでは川野市長や生産者等が大分の野菜畑豊後大野の魅力や農産物等について説明しました。
参加者からは「素材の素晴らし
さに感動した」「今後も福岡エリ
アで情報発信して欲しい」「豊後
大野の農産物が福岡で定期的に買
える場所が欲しい」等と感想をい
ただき、販路拡大に繋がるプロ
モーション活動ができました。

2018.5
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おおのトピックス
ぶんご
菅尾小学校虹澗橋ジオパンフレット
完成報告会
３月19日、菅尾小学校６年生4人が市役所を訪れ上記報告会が開
催されました。
菅尾小学校は、おおいた豊後大野ジオパーク推進室（商工観光
課）とジオパーク学習を進めてきました。これまで行ってきたジオ
パーク学習の集大成として「虹澗橋ジオサイト」のパンフレットを
作成しました。
このパンフレットは、菅尾小学校に卒業制作として残され、ジオ
パーク推進協議会とともに教育やツーリズムに活用していく予定と
なっています。

▲パンフレットを作成した児童（前列4人）

豊後大野市関係郵便局との地域における協力に関する協定書調印式
３月26日、市役所にて豊後大野市関係郵便局と本市との上記調
印式が行われました。
この調印の目的は、住民が安心して暮らせる地域社会づくりに資
するため豊後大野市関係郵便局から「高齢者、障がい者、子どもな
どの異変」、
「道路の異状」、
「不法投棄」などの情報をいただき、地
域住民の安心安全な生活を維持していくため締結したものです。
川野市長は「この協定を締結することにより、地域住民の目と
なって情報提供へのご協力をいただければと思います」と挨拶しま
した。

第8回緑の奨学金贈呈式ならびに奨学生激励会
３月17日、市教育会館にて上記式典が開催されました。この奨
学金は平成23年に市内を中心とした現退職教員の有志により始め
られ、今年で８年目になります。
後藤宏二会長より「これから先、多くの人と出会い多くのことを
学ぶでしょう。今の気持ちを忘れずに、豊後大野市で活躍してくだ
さい」と激励があると、奨学生たちから「将来は豊後大野市の農作
物を全国にPRしたいです」、
「しっかり学び若い人に農業の楽しさ
を伝えていきたいです」、
「将来は農地を受け継ぎ、時代にあった農
業に貢献したいです」などと今後の決意が述べられました。

柳川市から飛んできた風船
朝地町の工藤正幸さん宅に、風船につけられた手紙が届きました。
差出人は柳川市立二ッ河小学校の１年生。手紙の内容に感動した工藤さんは、小学校にサ
ツマイモの「甘太くん」をプレゼント。すると、同小学校から、34人の児童が「甘太くん」
を食べている写真と、お礼の手紙が届いたそうです。
工藤さんは「手紙で小学校１年生が柳川市のPRをしていました。郷土愛を育む取組に感動
しました。今後も柳川市と交流していければと思います」と今回の出会いを嬉しそうに語っ
てくれました。
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▲お礼の手紙と写真を手にする工藤さん

おおのトピックス
ぶんご
豊後大野市感謝状贈呈式
ジュニアスポーツ振興のために
３月12日、上記贈呈式が執り行われました。
感謝状を授与されたのは次の方です（敬称略）

九州大会優勝！
３月15日、上記贈呈式が執り行われました。
感謝状を授与されたのは次の方です（敬称略）
まひろ

株式会社 創成エンジニアリング（代表取締役 小野千里）

羽田野真尋（三重総合高校１年※当時）

株式会社 創成エンジニアリングは１月17日、起業30
周年を記念して、ジュニアスポーツ振興のため、市に対
し多額の寄付をされました。
代表取締役の小野さんは「今後とも微力ながらスポー
ツ振興等に携わり、子ども達を引っ張っていけるようが
んばります」と謝辞を述べました。

羽田野さんは、昨年11月11日に長崎県で開催された
「平成29年度第21回九州高等学校新人柔道大会 女子78
㎏超級の部」で見事優勝しました。
羽田野さんは「これからももっと活躍できるように、
日々の練習をがんばっていきたいと思います」と謝辞を
述べました。

▲小野千里さん（株式会社創成エンジニアリング代表取締役）

第17回 全国小学生ソフトテニス大会

▲羽田野真尋さん

出場報告

１月21日、大分市営駄ノ原テニスコートで開催された上記大会
の大分県予選会で小野友梨香さん（犬飼小５年※当時）、衛藤ここ
ろさん（犬飼小５年※当時）ペアがダブルス５年生、女子の部で準
優勝しました。３月29日から千葉県で開催された全国大会を前に、
川野市長へ報告に訪れ、それぞれ「自分の力を信じて全力でプレー
してきます！」「１試合ずつ全力を出し、良いプレーができるよう
がんばります！」と気合いの入った決意表明をしました。
▲
（前列左から）
小野友梨香さん、
衛藤こころさん

全国高校剣道選抜大会

出場報告

１月21日、別府市民体育館で開催された上記大会の大分県予選で、
三重総合高校剣道部女子が２年連続５回目となる団体優勝をしまし
た。3月26日から、愛知県で開催された全国大会を前に出場報告に
訪れ、主将の鶴田千晴さんが「大分県代表として自分の持ち味を発
揮し、１試合１試合全力で戦ってきます！」と決意表明をしました。
全国大会に出場した選手は次のとおりです（敬称略）
※学年は当時のものです。
鶴田千晴（三重総合高校2年） 伊達優希菜（三重総合高校2年）
相澤莉奈（三重総合高校2年） 佐藤めい（三重総合高校2年）
志手郁梨（三重総合高校1年）

▲三重総合高校剣道部女子の皆さん
2018.5 10

おおのトピックス
ぶんご
「甘太くん」部会が農林水産大臣賞を受賞
３月８日、JAおおいた豊後大野甘藷部会の皆さんが、「第27回
大分県野菜経営コンクール」で最優秀賞となる農林水産大臣賞受賞
の報告にこられました。
「甘太くん」は平成17年より試験的に導入され、品質試験・作
付試験や取引市場の量販店での試食等を行い、ブランド化への取組
を実施し、平成20年11月にブランド名「甘太くん」が決定しまし
た。平成21年1月に初出荷、本格的に産地化が進み、今年で販売開
始10周年目を迎えました。
昨年12月に東京で行われた「全国産地集合！やきいも大会」の
食べ比べによる人気投票では「甘太くん」が1位に選ばれるなど、
人気の高いサツマイモです。

手話講習会（基礎課程）修了！
昨年10月から、毎週水曜日の19時に豊後大野市中央公民館で開
催されていた手話講習会（基礎課程）。３月14日、6人の方が修了
されました。皆さん、昨年４月に始まった入門課程から引き続いて
学業、仕事、家事、子育て等忙しい中、1年間がんばってこられま
した。修了おめでとうございます。
今年度も、入門課程・上級課程の手話講習会で、たくさんの方が
手話を学んでいます。

豊後大野市自然図鑑を配布しました
本市では、市内の動植物に興味を持ってもらうために豊後大野市自然図
鑑（市発行）を市内小学校の１年生に配布しました。
配布に際して、豊後大野市自然史友の会の小代連枝会長が「小学校で活
用してください」と自然図鑑を下田教育長に手渡しました。
自然図鑑には、自然史友の会の皆さんが毎月行っている観察会で見つけ
た市内の動植物が掲載されています。

第26回 豊後大野市学童野球大会

Ｖ10で三重サンライズが有終の美を飾る！

上記大会が3月17日、18日に三重大原野球場などで開催されました。６年生
にとっては最後となる大会で10チームが参加し熱戦を繰り広げた結果、三重サ
ンライズが優勝し、有終の美を飾りました。また、開会式では平成29年度のベ
ストプレーヤーが表彰されました。
結果は次のとおりです（敬称略）

【ベストプレーヤー】
小山 宥吾（三重サンライズ）
松尾 有紗（三重サンライズ）
森本 倖吉（千歳野球スポーツ少年団）
小倉 颯馬（朝地はやぶさ）
安達

匠（犬飼野球少年団）

岩永向日葵（三重レッドソックス）

【大会結果】
優 勝：三重サンライズ
準優勝：犬飼野球少年団
３ 位：朝地はやぶさ、
千歳野球スポーツ少年団

髙山 天聖（緒方野球スポーツ少年団）
伊藤 祐輝（新田ニューボーイズ）
和田 大知（大野ファイターズ）
関屋 秀翔（百枝若あゆ野球少年団）
▲優勝した三重サンライズの皆さん
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大津 怜史（清川野球スポーツ少年団）

おおのトピックス
ぶんご
第13回 豊後大野市剣道祭

小学校低学年の部（１・２年生）
優 勝：合澤 翔真（緒方少剣） 準優勝：小山 遼貴（緒方少剣）
第３位：宮成 幸奈（緒方少剣）・田上 ひより（剣連大野）

３月18日、大分県立三重総合高等学校第２体育館で豊
小学校中学年の部（３・４年生）
後大野市剣道連盟主催による上記大会が開催されました。 優 勝：田﨑 璃音（犬飼少剣） 準優勝：羽田野琥太郎（朝地剣少）
第３位：羽田野基晴（緒方少剣）・後藤 史憲（緒方少剣）
結果は右のとおりです（敬称略）
小学校高学年の部（５・６年生）

優 勝：江藤 仁哉（犬飼少剣） 準優勝：田上 礼人（剣連大野）
第３位：羽田野俊助（朝地剣少）
・吉武 将吾（緒方少剣）

中学校女子の部
優 勝：恵良 春菜（千歳中） 準優勝：荻本 未優（千歳中）
第３位：児玉 彩菜（緒方中）・松田 奈巳（千歳中）

中学校男子の部
優 勝：小野 元輝（朝地中） 準優勝：兒玉 威龍（緒方中）
第３位：田原 颯樹（千歳中）・牧 大翔（千歳中）
一般の部（紅白試合） 引き分け
赤組 ３勝３敗１引き分け
白組 ３勝３敗１引き分け

▲各部門別入賞者の皆さん

第61回 三重町さくらロードレース大会
三重町さくらロードレース実行委員会は、３月25日（日）に上
記大会を開催しました。
桜の木の下、市内外から参加した約250人のランナーが快走、力
走を見せました。
大会結果につきましては、市のホームページに掲載しています。
▲元気よくスタート！

清川町なかよしミニバレーボール大会
３月15日、清川中学校体育館で上記大会が開催されました。町内外から12チームが参加し真剣パート、交流パート
に分かれ熱戦を繰り広げました。真剣パートでは「え〜おもや！」チームが、交流パートでは「プレミアム」チームが
見事優勝を果たしました。ナイスプ
レー、お笑いプレーも多くあり大いに
盛り上がりました。結果は次のとおり
です。
【大会結果】
真剣パート優勝
交流パート優勝

え〜おもや！
プレミアム

▲真剣パート優勝 え〜おもや！

▲交流パート優勝 プレミアム

第13回 犬飼町３Ｂ体操レクリエーション大会
３月11日、犬飼公民館大集会室において、上記大会を開催しました。
この大会は、一般の方に３Ｂ体操の楽しさを知っていただくことを目的に、
犬飼公民館の「３Ｂ体操教室」教室生が運営しています。当日は小さな子
どもさんから高齢者まで42人の方が参加され、３Ｂ体操の器具を使った体
操やレクリエーションで心地よい汗を流しました。
「３Ｂ体操教室」は、毎月第１・３木曜日の10時から11時30分まで犬飼
公民館視聴覚室で開催しています。
問い合わせ先 犬飼公民館
097-578-1281
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人権・男女共同参画啓発コーナー
＊6月23日〜29日は『男女共同参画週間』です＊
家庭や職場、地域で関わる人たちがともに支え合い、いきいきと笑顔で暮らせるまちづくりを進めていくためには、
性別や年齢に関係なく、お互いを理解し合い、思いやりをもって協力し合う社会の実現が必要です。
身近にあるパートナーシップについて、この機会に考えてみましょう。

第13回 豊後大野市男女共同参画市民のつどい
◆日時

６月３日（日）10時〜12時（受付：９時30分〜）

◆場所

神楽会館

◆講演

演題『男らしさ・女らしさより、自分らしさが社会を変える』
講師

多目的ホール

ブルボンヌさん（女装パフォーマー/ライター）

・託児サービスあります（無料）
託児希望の方は、5月25日(金)までにお申し込みください。
（当日の申込みはお受けできない場合がございます。）
・手話通訳・車いす席を準備しています。

問い合わせ・申込み先：人権・部落差別解消推進課 男女共同参画係

歴史
探訪

0974-22-1001（内線2491）

県指定無形民俗文化財となった
「御嶽流奥畑神楽」

奥畑神楽は、御嶽流神楽の流れをくむ神楽座であり、国指定の無形民俗文化財である「御嶽神楽」とは同一のルー
ツを持つ神楽座です。
もともと御嶽神社は、宇田枝村、伏野村、白山村（奥畑を含む）と広い範囲に氏子を持ち崇敬を受ける神社でした。
しかし、昭和29年から32年にかけ、いわゆる「昭和の大合併」が起きて清川村が興ったため、白山村のうち、奥畑
と中津留、大白谷と伏野の一部が分離し三重町へ編入し、結果的に氏子も別の自治体に属すようになってしまいまし
た。これをきっかけにして、三重町側に編入した御嶽神社氏子が独立し御嶽流の神楽座を設けたのがはじまりとされ
ています。
近年までは、御嶽神社の例大祭で、御嶽神楽と隔年交代で神楽を奉納していたとも言われていますが、現在は、奥
畑熊野社に籍を置きかえ活発に活動しています。平成28年度より県の指定申請を行ったところ、現地調査などを行
い、年間の奉納神楽の回数も多く活動できている
こと、構成員の年齢構成が比較的若いこと、舞手
の確保も安定し技術力も全体的に高いこと、など
が評価され、平成30年２月６日付け、大分県教育
委員会告示第５号にて大分県の無形民俗文化財と
して指定を受けました。
この指定により、県指定無形民俗文化財は47件
となり、県指定文化財は合計748件となります。
また、豊後大野市の県指定無形民俗文化財は７件
と増え、市指定無形民俗文化財は73件となりまし
た。
豊後大野市が、伝統を守り伝えることのできる、
文化レベルの高い地域だということが、改めて認
教育長室で行われた、指定証書伝達式
識されました。

問い合わせ先：社会教育課 文化財係
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0974-22-4141

移動図書館がはじまります！

移動図書館にじいろ号は、５月より運行を開始いた
します。またたくさん借りてくださいね。
日
15日
（火）
17日
（木）

巡回ステーション
ひがしこども園
三重東幼稚園
どんぐり幼稚園
三重東小学校
すがおこども園
菅尾小学校
朝地小学校

巡回時間 日
9：30
10：00 16日
10：40 （水）
12：50
9：15
18日
10：15
（金）
12：50

巡回ステーション 巡回時間
9：10
通山幼稚園
9：45
いぬかいこども園
10：30
千歳保育園
12：45
新田小学校
緒方保育園
緒方小学校

9：20
12：55

あさじルンビニこども園 9：15
9：30
23日 おおのルンビニこども園 10：20
10：10
12：55
（水） 千歳小学校
13：00
13：20
千歳幼稚園
9：20
しいのみこども園
9：20
24日
25日 三重幼稚園
12：55
大野小学校
12：40
（木）
（金） 犬飼小学校
おおのさくら幼稚園 13：30
ももえだこども園
22日
百枝小学校
（火）
清川小学校

図書館 だより
平成30年5月

豊後大野市図書館

図書館カレンダー
日

月

火

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

ダ

ン

５月
水

2
9
16
23
30

0974-22-7733

休館日です
木

3
10
17
24
31

金

4
11
18
25

土

5
12
19
26

↑検索はこちらから!
（携帯サイト）

子ども読書の日おはなし会

ＤＡＮパネ団のパネルシアター
地域資料の寄贈をありがとうごいます！
３月の回覧で、豊後大野市に関する資料の寄贈をお願
いしたところ、「川辺区誌」などの寄贈をいただきまし
た。ありがとうございます。
今後も地域に関する資料がありましたら、図書館まで
ご一報ください。
例：区誌、郷土史、民俗芸能、観光に関すること
（豊後大野市に関する内容のもの）

５月12日
（土）10時30分〜11時30分

場所：図書館 研修室
対象：幼児〜小学生、大人
出演：ＤＡＮパネ団
歌あり笑いありの楽しいパネ
ルシアターのおはなし会です。
光るブラックシアターもあります。皆さん、ぜひご参加
ください！
★参加無料 ★申込不要

６月の行事
サイエンスカフェ

赤ちゃんのための
おはなし会

科学をもっと身近に
もっと楽しく！

アインシュタインのことば

５月20日
（日）11時〜11時30分

６月３日
（日）10時30分〜12時

場所：図書館研修室
えほんとわらべうた
対象：０・１・２歳と保護者
わらべうたには育児のヒントがかくされています。わら
べうたや絵本で赤ちゃんと一緒に楽しみませんか？ 祖
父母の方との参加や、妊婦さんの見学も大歓迎です。
★参加無料 ★申込不要

伊吹有喜

新 刊 案 内

天の花

木村紅美

なでしこ物語３

雪子さんの足音

谷

宮内悠介短編集

額を紡ぐひと

超動く家にて

33

瑞恵

直樹

宮内悠介

林

瀬尾幸子

佐川光晴

オンナの奥義 無敵のオバサンになるための の扉 阿川佐和子

鯉のぼり図鑑

瀬尾幸子の楽ワザ弁当

家でも輝け︑おとうさん！

全国書道普及協会

今道琢也

場所：図書館研修室
対象：大人（中学生以上）
講師：葛西満里子氏（大分県環境教育アドバイザー）
環境について学び、紫外線の強さで色が変わるビーズを
使ってストラップを作ってみませんか？
★参加費：300円
★申込開始：5月26日（土）10時〜

おいしい育児

今年度は
大人対象です

入門から１００作例

６月16日
（土）10時30分〜12時

必携書画の落款

紫外線ストラップづくり

落とされない小論文

場所：図書館研修室
対象：大人（中学生以上）
講師：川田政昭氏（関崎海星館館長）
誰もが知っている偉大な科学者アインシュタインは、実
は多くの名言を残しています。アインシュタインの言葉
を中心に、気軽に科学に触れてみませんか？
参加ご希望の方は図書館までご連絡ください。
★参加無料
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公民館だより
そうだ、公民館に行こう!

中
清
緒
朝

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

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

〜あなたの町の公民館を活用してください〜

公民館は、中央公民館含め市内に7か所あり、地域住民の生涯学習や社会教育の推進の場であるとともに、市民の皆さんが自
ら活動できる地域コミュニティの拠点でもあります。集まりやすく利用料も安価ですので、ぜひともご活用ください。
◆概要 ●休館日 年末年始(12/29から翌年の1/3まで) ●開館時間 8時30分〜22時 ●利用申請 利用する日の2か月前に当た
る日が属する月の初日から(例 5/1には7/30の予約まで可能)

【仮予約】
使用の
流れ

【申請手続き、許可】

電話でもOK! (ただし
2か月以上前の予約は
事前申請書を提出)

公民館窓口にて前払い
(貸出し物品がある場
合も申請を)

【利

用】

【退

前に利用が無い場合のみ
15分前より入室可能。終
了後、机や椅子を収納し、
最後に利用日誌の記入を

室】

施錠後はカギ・利用日
誌とともに貸出物品
(マイクなど)の返却が
あれば事務室まで

公民館には、会議室、和室、調理室、視聴覚室(中央、朝地、犬飼のみ)、音楽室
(中央のみ)などの部屋があり、例えば、地区の会合、子ども会、楽器や歌の練
習、映画鑑賞会などに利用されています! 皆さんのお越しをお待ちしています♪

地域の方々と体験活動や学びにチャレンジ!! 〜放課後チャレンジ教室〜
市では小学校区単位にコーディネーターを配置し、地域の方々のご協力のもと、子どもたちのさまざまな体験活動や学びを
サポートする「放課後チャレンジ教室」を開催します。
原則、小学生の希望者を対象に、放課後や土曜日・
長期休暇中などを利用して、学校や公民館等で「楽し
い科学体験」や「工作」、「郷土料理づくり」などの
体験活動や宿題の見守りなどを実施。地域の方々との
ふれあいを通じて、子どもたちの安心・安全な居場所
づくりや、将来の夢につながる活動ができたらと考え
ています。
詳しくは各小学校で募集プリントが配布されますの
楽しく英語に取り組みました!
廃油を使ったキャンドルづくり
でご覧ください。(三重地区は配布済)

国保年金係からのお知らせ
「付加年金」をご存知ですか

付加年金は、老後により高い年金を受けたいと考えている方が、毎月の保険料のほかに付加保険料として月額400円を
上乗せして納めることにより、老齢基礎年金に加算されます。

付加年金額＝200円×付加保険料納付月数
加入できるのは、国民年金の第１号被保険者の方だけです（６５歳未満の任意加入被保険者を含む）。
国民年金基金に加入されている方は、国民年金基金が付加年金を取り入れた制度となっているため、同時に加入すること
はできません。また、保険料を免除されている方も対象とはなりません。
加入の手続きや内容については、大分年金事務所へお問い合わせください。

★年金相談日 5月08日（火） 市隣保館（大野町）
5月10日
（木） 市商工会（三重町）
5月16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

いきいき交流センター

※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か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

子宮頸がん・乳がん検診
無料クーポン券について
平成30年度 無料クーポン対象者
子宮頸がん検診
S62年4月2日〜S63年4月1日生
乳がん検診
S52年4月2日〜S53年4月1日生
クーポン券で無料受診できる検診会場

健康スケジュール
☆こころの相談会☆

①『市内巡回の集団健診』または『レディース検診』
日 時：5月〜平成31年2月
場 所：市役所1階 保健センター
または市内の各集団健診会場
＊詳細は全戸配布の健診日程表、または市のホーム
ページでご確認ください。
＊レディース検診は予約が必要です。
予約先：市民生活課

健康推進室

②市内の医療機関・健診機関（要予約）
《子宮頸がん検診》
☆佐藤産婦人科
☎0974-22-4103
☆豊後大野市民病院（婦人科外来）☎0974-42-3121
☆豊後大野市民病院健診センター ☎0974-42-3125
《乳がん検診》
☆帰巖会 みえ病院
☎0974-22-2222
☆豊後大野市民病院健診センター ☎0974-42-3125

5月の集団健診日程
会場

5月20日から市の集団健診が始まります。お住まいの地区ご
とに日程表や健診キット等をお届けしますので、ぜひ受診くだ
さい。対象年齢や料金等は全戸配布のチラシをご覧ください。
月日
５月20日㈰
三重

５月24日㈭
５月26日㈯
５月28日㈪

受付時間
場
所
８時30分〜10時30分
菅尾小学校 体育館
８時30分〜10時30分
豊後大野市役所
８時30分〜10時30分
百枝小学校 体育館
８時30分〜10時30分
豊後大野市役所

日 時
場 所
対象者
問合せ

☆断酒会☆
アルコールのトラブルでお悩みの方や、「自ら酒を
断つ」という生き方を希望する方たちの会です。
日 時 毎週火曜日 19時〜21時
場 所 中央公民館応接室（市役所２階）

☆ひまわり会☆
アルコール依存症に悩むご家族の方の会です。初めて
参加される方は、市役所へご連絡ください。
日 時 6月3日㈰ 9時30分〜11時30分
場 所 中央公民館応接室（市役所２階）

☆パパママひろば
（両親学級）
☆
日
場
内

時
所
容

6月6日㈬ 受付9時30分〜9時50分
市役所1階 保健センター
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

健診実施項目
特定健 診(基 本健
診)、肺がん・結核、
胃がん、大腸がん、
子宮頸がん、乳が
ん（ マ ン モ グ ラ
フィー）、骨粗しょ
う症検診、前立腺
がん

問い合わせ先：市民生活課 健康推進室
0974-22-1001
（内線2138）

ひとりで悩まず、相談しましょう
専任の相談員が電話相談をうけています。困った時、
悩みを抱えた時ぜひご相談ください。
●豊後大野市こころのホットライン
直通電話 ☎０９７４-２２-４６５５
（受付時間：平日8時30分〜17時）
●豊後大野市消費生活センター
多重債務、悪質商法、身近な消費者
トラブル等の相談窓口。無料！
専用電話 ☎０９７４-２２-１０１８
（商工観光課内）

問い合わせ・申込み先

5月28日（月） 13時〜16時
中央公民館応接室（市役所２階）
家庭・職場・依存症など「つらい気持ち」をひとり
で抱え込まず、臨床心理士が相談に応じ、一緒に考
えます。ご家族など身近な方の相談にも応じます。
☎0974-22-4655
市役所 市民生活課内豊後大野市こころのホットライン

☆すくすくひろば
（育児学級）
☆
6月14日㈭
5月11日㈮
受付9時30分〜10時
受付9時30分〜10時
場 所
市役所１階 保健センター
内 容
ベビーマッサージ
離乳食と歯の手入れ
4〜5か月の赤ちゃんと 3〜4か月の赤ちゃんと
対象児
その保護者
その保護者
＊電話で予約をお願いします
日

時

☆妊婦・子育て相談のお知らせ☆
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。
時 間
実施日
会 場
5月10日㈭
10時〜11時
緒方保育園内子育て支援センター
5月10日㈭ 10時30分〜11時30分 旧千歳保健センター
5月11日㈮ 10時30分〜11時30分 旧朝地母子健康センター
5月23日㈬ 10時30分〜11時30分 三重ふれあい児童館
6月 5日㈫ 10時30分〜11時30分 いぬかい子育て支援センター

☆幼児健診☆

こころの健康づくり
キャラクター
「めぶきちゃん」

市民生活課

○受付時間：12時50分〜13時20分

１歳６か月児健診
３歳６か月児健診
健診内容
5月17日㈭
5月16日㈬
日
時
H28年9月生まれ
Ｈ26年10月生まれ
対 象 児
市役所１階 保健センター
会
場
〔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。

健康推進室

0974-22-1001
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骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付について
４月１日から、骨髄移植ドナー等支援事業助成金の交
付を始めました。ドナーの経済的負担の軽減と骨髄移植
等の推進を目的に、公益財団法人日本骨髄バンクが実施
する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞
の提供者となった人（ドナー）またはドナーを雇用して
いる事業所等に対して助成金を交付するものです。
《助成額および助成対象》
⑴ドナー 1日2万円 ７日を上限
・骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を
完了し、その証明書類の交付を受けた人
・提供時および助成金の交付申請時に、市内に住民票が
ある人
・骨髄等を提供するために通院または入院した日に、年
次有給休暇または有給の特別休暇を取得できなかった
人
※ドナーは、就労者以外の学生等も含まれます。
⑵事業所 1日1万円 ７日を上限
・国内の事業所（国、地方公共団体および独立行政法人
を除く）で、市内に住民票のあるドナーを、骨髄等を
提供した日から引き続き雇用している事業所
・ドナーが骨髄等を提供するために通院または入院した
日について、年次有給休暇または有給の特別休暇を与
えた事業所
※上記以外にも市税等の滞納がないこと等の助成要件
があります。
《申請方法》
骨髄等の提供を完了後、速やかに指定の資料を添付
し、市民生活課健康推進室へ提出してください。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

5月31日は世界禁煙デーです
ぶんごおおの健康づくり10か条

〜第７条「禁煙に取り組もう」の推進〜
厚生労働省では、世界保健機関（WHO）が定める「世界
禁煙デー」の5月31日から始まる1週間を「禁煙週間」と定
めています。市では、豊後大野市医師会および薬剤師会、教
育委員会が連携し、新たな喫煙者を作らないことを目的とし
て市内全中学校で防煙教育を行っています。平成29年度は、
新たな取組として三重第一小学校5・6年生を対象に防煙・薬
物防止教室を開催しました。教室後には「自分が知っている
以上にタバコや薬物が危険だということがわかりました。お
父さんがたばこを吸っているので今日学んだことを教えて、
やめさせたいと思います」と多くの児童から禁煙に取り組む
感想がよせられました。

不妊治療費助成事業の
ご案内
〜助成額が増額されました〜
市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の
軽減を目的として、治療に要した費用の一部を助成する
事業を行っています。４月１日から、助成額が１年度５
万円から10万円に増額されました。
◆助成対象者
①不妊治療を開始しているご夫婦
②不妊治療を受けた日および助成金の申請日において、
夫婦ともに市内に住所を有する方
◆対象となる治療
①医療保健適用の不妊治療および不妊検査
②人工授精
◆助成額と助成期間
ひと組の夫婦に対して１年度10万円を限度に、通算
して５年度まで
◆申請期間
不妊治療を受けた日の属する年度の３月末日まで
（ただし３月治療分については、翌年度の４月末日ま
で申請可能です）
申請書類は、ホームページよりダウンロードできます。
担当課
市民生活課 健康推進室

0974-22-1001

※大分県でも特定不妊治療費の助成事業を行っています。
豊肥保健所が申請窓口です。
豊肥保健所 地域保健課 ☎0974-22-0162

新生児聴覚スクリーニング
検査費用助成が始まりました
生まれてきた赤ちゃんの健やかな成長はみんなの願い
です。しかし、生まれてくる赤ちゃんの1,000人のう
ち、１〜２人は生まれつき耳の聞こえに障害があると言
われています。その場合には、早く発見して適切な援助
をしてあげることが、赤ちゃんの言葉と心の成長のため
にはとても大切です。
４月１日より新生児聴覚スクリーニング検査を受ける
際、市が検査費用を助成することになりました。
【対象】
平成３０年４月１日以降に生まれた
お子さん（生後２か月まで）
【実施医療機関】

三重第一小学校での防煙・薬物防止教室
講師●医 師 会 宮脇貴史医師（みやわき小児科）
●薬剤師会 矢野ことみ薬剤師（やの薬局）
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大分県内の契約医療機関

平成30年度銃砲刀剣類
登録審査会のお知らせ
銃砲や刀剣類は原則として所持することはできません
が、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美
術品もしくは骨董品として価値のある物品は、大分県教
育委員会で登録することにより所持することができま
す。
また、新たに銃砲刀剣類を発見した場合、発見地を管
轄する警察署へ銃砲刀剣類発見届出書を提出しなければ
なりません。所持を希望しない場合は、その旨を申し出
て「任意提出」の手続きをして処分してもらいますが、
所持を希望する場合は大分県教育委員会で登録審査を受
け、銃砲刀剣類登録証（法第15条）の交付を受けなけ
れば所持できません。平成30年度は以下の日程で行わ
れますのでお知らせします。
◆場 所
◆時 間
◆審査日

大分県庁舎別館８階 84会議室
13時〜17時（受付は16時30分まで）
5月9日
（水）
、7月11月
（水）
、9月12日
（水）
、
11月14日
（水）
、1月9日
（水）
、3月13日
（水）
問 大分県教育庁文化課
☎097-506-5498

ご利用ください 無料相談会
◆日

（水）13時〜16時
時 5月16日
毎月第3水曜日

◆場

所

大分県行政書士会（大分市城崎町1-2-3
大分県住宅供給公社ビル3階）

◆相談内容

遺言・遺産相続、不動産関連、建設業許可
申請、契約書・内容証明作成、法人設立、
車の登録、その他
問 大分県行政書士会事務局
☎097-537-7089
097-535-0622

東京在住の学生のご家族の皆さんへ
在京大分県人会総会･懇親会のお知らせ
（日）11時〜14時
（10時30分開場）
◆日時 5月20日
◆場所 TKPガーデンシティ品川
SHINAGAWA GOOS １階
ボールルームウエスト
◆会費
◆申込

学生は無料
おおいた学生ネット事務局までメールでお申し
込みをお願いします。
アドレスはこちら☞ oitagakusei@oita.zaq.jp
※氏名・出身市町村・出身高校・大学学部を明記して下
さい。（様式任意）また、未成年の飲酒防止のため、
20才未満or20才以上の併記をお願いします。
問 おおいた学生ネット事務局

☎090-8579-3784

担当：梶原修司

くらしの
お知らせ

市内無料電話
（9発信）
をご利用
ください。
朝 地 支 所 ☎0974-72-1111

豊後大野市役所 ☎0974-22-1001 大 野 支 所 ☎0974-34-2301
清 川 支 所 ☎0974-35-2111 千 歳 支 所 ☎0974-37-2111
緒 方 支 所 ☎0974-42-2111 犬 飼 支 所 ☎097-578-1111

問

問い合わせ先

電話番号

第7回
◆日時
◆場所

ファクス 申

申し込み先 予

予約

無料法律相談会

5月11日
（金）9時〜21時
豊後大野市総合文化センター
エイトピアおおの ２階第１会議室

◆内容 借金問題、過払い金請求、相続等
◆料金 相談・調査は無料です。
申・問 鈴木イチロー司法書士事務所
フリーダイヤル0120-631-577

働き方のトラブル相談会
（相談料無料・秘密厳守・予約不要）
労働者や事業主からの働き方や労務管理に関するトラ
ブルや悩みについての相談を県職員がお受けします。
◆日

時

５月13日
（日）〜15日（火）
日曜日は9時〜18時、
月・火曜日は8時30分〜20時

◆場
所
◆相談内容
◆相談方法

県庁舎本館 7階 雇用労働政策課
労働問題全般に関すること
面接または電話による相談
※フリーダイヤル（固定電話専用）
0120-601-540
公衆電話・携帯等からは
☎097-532-3040
問 大分県労政・相談情報センター
（大分県雇用労働政策課内）☎097-532-3040

確定申告が間違っていたとき
確定申告書を提出した後で申告した内容に間違いがあ
ることに気付いた場合は、正しく計算したときに税額が
減少する場合は「更正の請求書」を、税額が増える場合
は「修正申告書」を速やかに所轄の税務署に提出してく
ださい。
また、確定申告をしなければならないのに忘れていた
場合は、できるだけ早く申告してください。
詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jpまたは
国税庁

検索

)をご覧いただくか、最寄りの

税務署にお尋ねください。
問 三重税務署☎0974-22-1015※自動音声案内
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全国一斉「人権擁護委員の日」
人権特設なんでも相談所（無料）
◆日
◆会

時 ６月１日（金）10時〜15時
場 三重会場 中央公民館（市役所本庁２階）
緒方会場 緒方支所２階
朝地会場 朝地支所
千歳会場 千歳公民館

◆相 談 員
◆相談内容

人権擁護委員
金銭、登記、相続、家庭内や隣近所の問題、
借地・借家、いじめ、名誉毀損、その他の
人権問題など
※秘密は堅く守られます。一人で悩まず、お気軽にご相
談ください。
問 竹田人権擁護委員協議会
（大分地方法務局竹田支局内）
☎0974-62-2315

婚活・結婚無料相談会を
開催します
結婚を希望する独身男女を対象に、結婚のきっかけを
見つける婚活・結婚無料相談会を開催します。(子の結
婚を望む親御さんも可)
◆日時

5月22日(火)
5月28日(月)

９時〜16時
９時〜16時

◆場所

市中央公民館 第4会議室 (市役所２階)
■個別相談会 ■個別の時間制
※人数がいっぱいになり次第予約終了
問・予 豊の縁結び後援会
☎080-6404-3433

自動車税の納期限
自死遺族のつどい
ご遺族の心のケアを目的として、つどいを開催します。
参加希望者はお申し込みください。
◆対
◆日

象
時

大切な方を、自死で亡くされたご遺族
6月7日（木）
14時〜16時
（受付13時30分〜）

◆場

所

大分県こころとからだの相談支援センター
（大分市大字玉沢908番地）

◆内 容 参加者の気持ちの分かち合いをします。
◆参加料 無料（事前に申込が必要）
（木）
◆申込締切日 ５月31日
申・問 大分県こころとからだの相談支援センター
☎097-541-6290（予約・相談）

南九州税理士会
もしもし税金相談室
税理士が、電話で税金に関する相談に無料（20分以
内）にて応じます。お電話をいただいたら、お近くの税
理士から直接折り返し電話をします。
フリーダイヤル 0120-373-678
◆相談時間

平日10時〜16時（土日・祝祭日、夏期、
年末年始は休室）
※詳しくはホームページ
（
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検索

）をご覧ください。

今年度の自動車税の納期限は、5月31日
（木）です。
忘れずに納めましょう。
●自動車税は、4月1日現在の登録上の所有者（割賦販
売の場合は使用者）に課税されます。
●納付が納期限を過ぎた場合は、延滞金が加算されます。
※納税についてのご相談は以下までお願いします。
問 大分県豊後大野県税事務所
☎0974-22-7501

６月１日（金）〜６月７日（木）は
「HIV（エイズ）検査普及週間」です
豊肥保健所では、この週間に合わせてHIV夜間検査を
６月１日（金）に実施します。
HIV（エイズ）は誰もがかかる可能性のある、身近な病
気です。
予防のためにも検査を受けましょう。
HIV夜間検査について
◆日 時 ６月１日（金） 17時〜19時
◆場 所 豊肥保健所
・無料、匿名で受けることができます。
・検査にかかる時間は１時間程度です。
・事前予約制ですので、検査を希望される方は、５月
31日（木）までに、お問い合わせください。
問 豊肥保健所 地域保健課 保健師
☎0974-22-0162（代）

行政相談所の開設のお知らせ
「困ったら

一人で悩まず

毎日の暮らしの中で、国などの仕事
について、分からないことや困ったこ
とはありませんか。
行政相談委員は、このようなことの
身近な相談相手です。
相談は無料で秘密は守られますので
お気軽にご相談ください。

行政相談」

◇日
時 ５月10日（木）13時〜16時
◇場
所 市中央公民館（市役所２階）
◇相談担当 行政相談委員
問い合わせ先
大分行政監視行政相談センター
☎097-532-3715

『鉄道近接工事』にご注意ください!
鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や感電事故
等、大惨事を引き起こす可能性があります。
建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採等、線路に近
接した作業を行う場合は、JR九州へご相談ください。

線路内
近接工事
概ね8m

近接工事
概ね8m

※作業内容や環境条件、使用重機によっては8m以上の場合でも近接工事の適用となる場合があります。

【連絡先】
■JR九州 大分鉄道事業部 ☎097-513-5853
■詳しくはJR九州ホームページをご覧下さい。

安全へのお願い JR九州

＜豊後大野市の行政相談委員＞

検索

氏

名
恵子

三重町内田

後藤

宏二

緒方町原尻

後藤

和幸

朝地町志賀

伊東

克希

大野町中原

廣瀬

健一

千歳町下山

羽田野光江

犬飼町柴北

転入女性の交流会のお知らせ

〜郷土料理とおしゃべり会〜
「困っているが、どこに相談すればいいか分からない方」、
「話し相手・友だちがほしい方」、「郷土料理を作ってみたい
方」など、サポートします。小さいお子さんのための託児もし
ますので、気軽に参加してみてはいかがでしょうか。お待ち
しています。
◇日 時
◇場 所
◇内 容
◇参加費
◇対 象
◇定 員
◇主 催
◇締 切

５月27日（日）10時〜13時
市役所２階 中央公民館 調理室
郷土料理（メニューはお楽しみ）
１組 500円 / 託児あり（要申込・無料）
転入女性（転入されて概ね１年以内の方）
20名
わ
チームみまもりたい〇
５月24日（木）定員になり次第締め切ります。
※託児申込は、５月23日（水）まで
問い合わせ先 コープおおいた三重センター
☎080-2705-0311

今回の対戦相手は、福岡県八女市（人口64,580人 前回参加率40.4％）

「チャレンジデー」は、市民の皆さんに参加していただくスポーツイベント
です。健康な体づくりに適度な運動はかかせません。
チャレンジデー当日は、15分以上継続した運動をして勝利と参加率52％
達成を目指しましょう！どんな運動でもOKです！

皆さんの参加報告で、勝敗が決定します。
当日午後9時までに参加報告を！

問い合わせ先

所

堀

チャレンジデー2018 ５月30日開催!

運動参加報告が大事です。

住

んこう
け
たの じしんで
あな
た
あな

社会教育課 スポーツ推進係

勝利をう!
目指そ

▲スポーツ玉入れ大会（前回）

0974-22-1001（内線2222）

「エイトピアおおの友の会」会員募集のおしらせ
エイトピアおおの（豊後大野市総合文化センター）
では、平成30年度「エイトピアおおの友の会」の会
員を募集しています。主な会員特典としましては、会
館主催イベントでの指定席先行予約や講座お試しチ
ケットの配布、会館イベント情報の郵送などを予定し
ています。エイトピアおおののイベントをお得に楽し
める「友の会」。ぜひお申込みください。

■会

費：年額1,000円（税込）
但し、10月1日以降に入会される場合は年額
500円とします。

■期

間：入会日から入会年度の3月31日

■申

込：エイトピアおおのにて直接お申込みください。

■問合せ：エイトピアおおの

☎0974-22-8000

広告
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公営住宅の入居者募集について

公営住宅等の入居者を以下の要領で募集します。
なお、応募者多数の場合は公開抽選になります。応募規定によりお断りする場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
■市営住宅
・朝日ケ丘住宅：１戸 ・東営住宅：１戸
（60歳以上の方、身体障がい者1〜4級の方等は単身
入居可能）
・朝地住宅：１戸
（同居する親族に中学校卒業前までの方がいること）
・朝日ケ丘住宅：１戸 ・東営住宅：２戸
・菅尾住宅：２戸
■特定公共賃貸住宅
・柳井田住宅：1戸

■申込方法
・豊後大野市営住宅管理センター（本庁建設課内）ま
たは各支所に備えている入居申込書および誓約書に
必要事項を記入の上、提出してください。

・さわやか団地千歳住宅：３戸

■市営住宅(随時募集)
上記とは別の物件を随時募集しています。
・東営住宅：１戸 ・柳井田住宅：２戸
・平原住宅：１戸 ・川北第二住宅：１戸
・中原住宅：１戸 ・壱丁田住宅：１戸
・久原住宅：５戸 ・上津尾住宅：１戸
特公賃・まちづくり促進住宅
・牧口住宅：２戸 ・清川駅前下住宅：２戸
・フォレスタおがた：２戸
・さわやか団地千歳住宅：１戸
■申込資格
・現に住宅に困窮していることが明らかなこと。（持
ち家がないこと）
・市税等の滞納がないこと。(介護保険料、上下水道
料、保育料、給食費等も含む)
・入居者・同居する親族が、暴力団員でないこと。
・市営住宅については世帯全員の合計所得が月額15
万８千円以下であること。

求人情報

・特定公共賃貸住宅、まちづくり促進住宅については
世帯全員の合計所得が月額15万８千円を超え48万
７千円以下であること。
・単身入居可能などの指定がある場合を除き、同居す
る親族（婚約者を含む）がいること。

■募集期間
５月１日（火）〜５月11日（金）
※土・日・祝日は除く、8時30分〜17時
■抽

選
５月14日（月）13時30分〜市役所３階 302会議室

■入居条件
・入居時に敷金（家賃額の３か月分）の納付および連
帯保証人（原則として市内在住者）が２名必要です。
■次回は８月に募集を予定しています。
■大分県住宅供給公社のホームページ
（http://www.oita-jkk.jp/）で詳細を公開してい
ます。

問い合わせ先
豊後大野市営住宅管理センター
（本庁建設課内）☎0974-24-0366

（4月13日現在）※黒字：フルタイム

青字：パートタイム

①調理補助14万円〜15万円 ②経理事務20万円〜30万円 ③営業15万円〜25万円 ④作業員16万円〜20万円 ⑤ホールスタッフ
18万円 ⑥販売員14万円 ⑦警備員14万円〜19万円 ⑧農業15万円〜24万円 ⑨葬祭業務職16万円 ⑩院内清掃12万円 ⑪ファッ
ション衣料販売スタッフ910円〜1,140円 ⑫介護職員850円 ⑬弁当の製造販売740円 ⑭ハウス内作業員737円 ⑮運転手1,000円
※この求人情報には、掲載後に採用・内定などで取り消された求人や求人内容が変更された求人もありますのでご了承願います。
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。
問い合わせ先
ハローワーク豊後大野 ☎0974-22-8609
アドレスは右記のとおりです。 httpｓ://www.hellowork.go.jp/

犬飼幼稚園 園児募集

広告

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。
休日は保育園に準じる。
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、ネイティブスピーカーによる英会話教室を開催。
広告
費用は月5,000円（小学生対象）
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第１回会議
●日 時 ５月22日（火）14時〜
●場 所 市中央公民館 第２会議室

●問い合わせ・申込み
人権・部落差別解消推進課 男女共同参画係
0974-22-1001（内線2491）
ＦＡＸ 0974-22-3361
メール d103060@city.bungoono.lg.jp

男女一人ひとりがお互いに理解し合い、感謝と思いやり
をもって協力し合う豊かな心が、よりよい男女関係・人間
関係をつくります。
相手への感謝と思いやり、そんな優しい気持ちになれる
「ぶんごおおの癒しのコンサート」を皆さんと一緒につ
くってみませんか。
12月開催予定の「ぶんごおおの癒しのコンサート」に
向けて、実行委員を募集します。興味のある方は、ぜひご
連絡ください。

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）。

ひろば
●日
時
●開場時間
●公演時間
●場
所
●入 場 料

5月20日（日）
12時
13時〜16時
神楽会館
大人1,000円(当日1,500円)
中学生以下 500円(当日1,000円)
●出演団体 浅草流黒松神楽・浅草流大迫神楽
●演
目 綱乃波・試験剣ほか
●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
問い合わせ先 神楽会館
0974-35-2372
神楽会館フリーマーク９0974-35-2372

〒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 広報広聴係
0974-22-1001
（内線 2472）

★
「ぶんごおおの癒しのコンサート」 実行委員募

集

﹂内は保護者敬称略︾

お誕生
おめでとう
︽３月中届出・﹁

おくやみ
申し上げます

︽３月中届出・敬称略︾

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒

●麻生

榮次 ︵ ・栗 生︶

正二 ︵ ・小 宛︶

・下徳田︶

久

●神田

章彦 ︵ ・下自在︶

︵

●倉原

●四嶋

●佐藤美智子 ︵ ・井 上︶

光 ︵ ・井 上︶

●首藤

︻三重︼

幸 ︵ ・久土知︶

盛 ︵ ・川 辺︶︻朝地︼

●佐保ミサヲ ︵ ・向 野︶ ●工藤須惠子 ︵ ・板井迫︶

●川邉

●橋爪トシ子 ︵ ・川 辺︶ ●後藤

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒

︻三重︼
●堀 恵美子︵えみこ︶
望未︵のぞみ︶

﹁寿史・早苗︵市場四区︶﹂

●飯田

紗愛︵さら︶

﹁大斉・幸織︵市原︶﹂

●首藤

陽菜︵ひなた︶

﹁英樹・容美︵上赤嶺二区︶﹂

●佐々木

葵士︵あおと︶

●周寶

敏暢 ︵ ・ 下赤嶺東︶ ●岡部

慶嬉 ︵ ・ 市場二区︶ ●石川

末信 ︵ ・下 野︶

清 ︵ ・和 田︶

健太郎 ︵ ・下小坂︶ ●佐伯

末サダ子 ︵ ・上小坂︶ ●森

義史 ︵ ・若 藤︶

恭範 ︵ ・ 下赤嶺東︶ ●羽田野鶴喜 ︵ ・志 屋︶

●三浦

●

●五島

●川野

春子 ︵ ・中玉田︶ ●柴山

容子 ︵ ・前内田︶︻千歳︼

町子 ︵ ・石 田︶

治幸 ︵ ・柴 山︶

治子 ︵ ・上小坂︶ ●吉田ミヨ子 ︵ ・中 原︶

●神田みゆき ︵ ・ 向田住宅︶ ●坂本

政美 ︵ ・石 田︶

●髙橋

正信 ︵ ・六 種︶ ●藤田カスヱ ︵ ・上山奥︶

︻清川︼
●和田

香織 ︵ ・三 玉︶

・臼

・砂

尾︶

田︶

秋 ︵ ・滞 迫︶

尾︶

●髙宮

幸子 ︵ ・滞 迫︶

・臼

・ 清川天神︶

●三代

︻犬飼︼

住義 ︵ ・白 谷︶ ●甲斐

●島田

シズヱ ︵ ・北 園︶

●後藤アサコ ︵ ・三重原︶︻大野︼

﹁健吾・さや香︵肝煎二区︶﹂ ●安部

●小野

優月︵ゆずき︶

﹁ 浩明・直子︵下赤嶺中の原︶
﹂ ●佐

●矢野

星絆︵せな︶

﹁和也・夏海︵三重原︶﹂

●大窪

沙綾︵さあや︶

﹁裕也・恵里︵三重原︶﹂

●古澤

佳恋︵かれん︶

﹁誠一・綾子︵三重原︶﹂

●伊東

87 89 88 80 68 91 83

83 86 75 91

92 97 84

86 88 86

99

﹁陵・康子︵三重原︶﹂

︻朝地︼
●河野 真歩︵まほ︶
﹁洋平・友里恵︵朝地︶﹂

●後
益宏 ︵
●堀口 結叶︵ゆいと︶
﹁義弘・由実︵板井迫︶﹂
●渡辺ヒサヱ ︵
︻大野︼
●野口ヱミコ ︵
●佐藤 風之介︵ ふうのすけ︶ ●佐藤 憲次 ︵

●工

︻緒方︼

﹁ 龍太朗・由香利︵大野大原︶
﹂

︻千歳︼
●有田 心華︵このか︶
﹁竜彬・真理︵大迫︶﹂

86 42 94 72 95 84 50 95 58 82 90 84 79 92

72 91 92 71 90 90

92 80

みんなの

神楽会館一般公演
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第７回

元気いっぱい

〜地域の輪〜

人生楽しく ふれあいチャリティーショー

感動あふれるチャリティーショーです。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご観覧ください。大好きなふる
さと、元気いっぱいの地域、私たちはそんなふるさとを応援します。
※このチャリティーショーを実施するにあたり、経費を除いたすべ
ての益金を福祉活動へ寄付させていただきます。
◆日 時 ５月19日（土） 開場 ９時 開演 ９時30分 終了 15時
◆場 所 エイトピアおおの 小ホール
◆入場料 500円
◆内 容 ミエスイングファミリー／チャイナマーブル／落語／舞
踊／居合い道／エイサー／他
問い合わせ先 人生楽しくふれあいチャリティーショー実行委員会
代表 野仲 愛子 ☎0974-22-3913

第32回 三重町チャリティーショー
出演団体グループ募集
開 催 日：12月2日
（日）
開催場所：エイトピアおおの大ホール
応募資格：三重町内で活動の団体･グループ
応募方法：
「団体･代表者、演目、電話番号」を郵便･
ファクスにてお申し込み下さい。
応募締め切り 5月22日
（火）
問い合わせ先
三重町チャリティーショー実行委員会
〒879-7111 三重町赤嶺3177-1
事務局 神志那 正まで TEL/FAX 22-3152

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医

5月
犬の捕獲について
放れた犬を見かけたら、ご連絡を
お願いします。
問▶豊肥保健所 ☎0974-22-0162
環境衛生課
0974-22-1001

猫の引取日

問▶豊肥保健所 ☎0974-22-0162

無料相談のご案内
家事・民事出張相談
日時：16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
☎0974-63-2040

消費生活相談
8時30分〜17時

不動産に関する相談
日時：17日（木） 9時〜12時
場所：市中央公民館（市役所2階）
0974-22-1001

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

23

電話番号
0974-22-6333
0974-22-3321
0974-22-7280
0974-22-2222
0974-24-5055
0974-22-4103
097-578-5015
0974-34-2215

※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、
受診の際は事前に電話等でお確かめください。

診療時間
9時〜17時

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

当番日
医療機関名
5 月 3 日（木）
5 月 4 日（金）
5 月 5 日（土） 豊後大野市民病院（緒方町）
5 月 6 日（日）
5 月13日（日）
5 月20日（日） みやわき小児科（三重町）
5 月27日（日）
豊後大野市民病院（緒方町）
6 月 3 日（日）

0974-22-4733

2018.5

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。

問▶市消費生活センター（商工観光課内）
☎0974-22-1018

問▶総務課総務係

医療機関名
三重東クリニック（三重町）
福島病院（三重町）
みえ記念病院（三重町）
帰巖会みえ病院（三重町）
筑波クリニック（大野町）
佐藤産婦人科医院（三重町）
いぬかい児玉医院（犬飼町）
児玉医院（大野町）

小 児 科 休 日 当 番 医

日時：16日（水） 14時〜15時
30日（水） 14時〜15時

毎週月〜金曜日

当番日
5 月 3 日（木）
5 月 4 日（金）
5 月 5 日（土）
5 月 6 日（日）
5 月13日（日）
5 月20日（日）
5 月27日（日）
6 月 3 日（日）

歯 科 休 日 当 番 医
当番日
5 月 3 日（木）
5 月 4 日（金）
5 月 5 日（土）
5 月 6 日（日）
5 月13日（日）
5 月20日（日）
5 月27日（日）
6 月 3 日（日）

医療機関名
矢野歯科クリニック（三重町）
陽だまり歯科医院（野津町）
芦刈歯科クリニック（野津町）
つばさ歯科（三重町）
市場のはいしゃさん（三重町）
むとう歯科医院（犬飼町）
羽田歯科医院（三重町）
みどり歯科クリニック（緒方町）

電話番号
0974-22-8811
0974-32-7864
0974-32-7700
0974-22-6262
0974-22-1455
097-578-1800
0974-22-0317
0974-42-3031

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

ぶんごおおの

平成 年 月号

30
5

３月16日から18日までの３日間、上記イベントが
開催されました。
16日は三重町のすがおこども園でブラックボトム
ブラスバンド（通称BBBB）がアウトリーチを行い園
児と交流、17日はワークショップが行われBBBBと
参加者がともに、未来カフェで歩行者天国となった三
重町駅前をパレードしました。
18日はBBBBと三重中吹奏楽部、三重総合高校吹
奏楽部、ミエスイングファミリー、豊後大野市民コー
ラス、ぶんごおおのジュニアコーラス、ワークショッ
プ参加者が一体となり会場を盛り上げました。

まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

36,453人（ −202人）
16,846人（ −96人）
19,607人（ −106人）
16,234世帯
（ −77世帯）

平成30年3月31日現在（

▲熱い演奏が観客を魅了

▲三重町駅前をパレード

豊後大野の

）内は前月比

ひと
あそう

りゅうせい

麻生 竜誠さん（緒方町）

次の世代に繋げたい

３月下旬、市内の桜が見頃を迎えました。
写真：緒方町中野の馬場桜（３月30日撮影）

納税等のご案内
軽自動車税、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）5月31日
（木）
※ケーブルテレビ使用料

５月28日
（月）

今月号でご紹介するキラリ人は、３月８日、９日に東京都で開催された「第57回
全国青年農業者会議 意見発表の部」で準優勝した、麻生竜誠さんです。
麻生さんは、大分市出身でインキュべーションファーム第２期生として本市へ。
「農業経営をやってみたい」と奥さんの祐三子さんとともに、幾つかの自治体を回り
実績と担当職員の熱意で本市のインキュベーションファーム事業を選んだそうです。
元々はサラリーマンだった麻生さん。職場の人たちとちょっとした農園を作って
いたことで楽しさに目覚め、食育を学ぶ祐三子さんの後押しもあって、農業経営に
チャレンジしてみることにしたそうです。
インキュベーションファームで２年間の研修を終え、現在は大野町夏足で就農し
ている麻生さん。経営作目は、主に夏秋ピーマンとサツマイモ（甘太くん）で娘さ
ん２人も加え家族４人でがんばっています。昨年２月２日に大分市で開催された
「大分県農業青年プロジェクト実績発表大会 意見発表の部」で最優秀賞。その後
昨年７月20日に熊本県で開催された「平成29年度九州・沖縄青年農業者会議 意
見発表の部」でも最優秀賞。そして冒頭にもあるとおり、全国大会で準優勝と好成
績を残しました。
意見発表では、２年間の研修で恩師や仲間から受けた恩のことなどを発表したそ
うです。麻生さんは「２人の恩師から、恩返しは次の世代を育てていくことだと教
わりました。次の世代を育て豊後大野市の豊かな大地と温かな地域を守り続けてい
く、その気持ちを意見発表にぶつけました」と力強く語ってくれました。
これからの夢をお尋ねすると「規模拡
大して、法人化を目指します。そして、
経営が安定し、時間に余裕ができたら、
趣味程度の漁師にチャレンジできたらい
いなと思っています」と笑顔で話してく
れました。
これからも夢を叶えるためにがんばっ
てください。
▲ピーマンハウスにて
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