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第30回豊後大野市アマチュア美術展 開催

アマチュア大賞
絵画「scene」 佐藤麻里子（三重町）

豊後大野市長賞
絵画「カンナ」 衞藤秀子（緒方町）

芸術の秋

豊後大野市教育長賞
工芸「箸とナイフ
（楊枝）
、
椅子」 衞藤泰生
（三重町）
「豊後大野市アマチュア美術展」は今回で節目の30回目を迎えま
す。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・。皆さんそれぞれの秋が
ありますが、この機会に芸術にも触れてみませんか。
会場 朝倉文夫記念文化ホール
会期 11月24日㈰まで ※月曜日休館（祝日の場合は翌日）
開館時間 9時〜17時

平成30年度決算状況を報告します
平成30年度の一般会計の歳入決算額は268億9,232万円、歳出決算額は
255億2,582万円となりました。歳入歳出の差引は13億6,650万円で、そこから
翌年度に繰り越すべき財源である3億4,002万円を差し引いた実質収支額は、
10億2,648万円でした。
その他の指標について、一般会計にかかる基金残高は194億9,770万円（定
額運用基金を除く）、地方債残高は219億5,356万円となりました。また、経常
収支比率は平成29年度から2.1ポイント上昇し、91.2％となりました。

歳入決算額

268億9,232万円

歳入のうち、自主 財源は78億74 8万円、依存財源は190億
8,484万円でした。歳入全体に占める自主財源の割合は、平成29
年度より1.4ポイント増の29.1％でした。
このうち、市税は平成29年度から573万円減の33億2,874万
円となりました。その他、特徴的な自主財源として太陽光発電事
業特別会計繰入金（9,071万円）がありました。

その他依存財源

市税

11億4,968万円

33億2,874万円
（12.4％）

（4.3％）

その他自主財源

市債

44億7,874万円
（16.7％）

15億910万円
（5.6％）

その他の自主財源内訳
○

分担金・負担金

○

4億501万円

4億7,889万円

（1.5％）
○

寄附金

（1.8％）
○

9,257万円

繰入金

○

（8.1％）

財産収入

8,344万円

（0.3％）
○

21億6,969万円

（0.4％）
○

使用料・手数料

国・県支出金

繰越金

10億3,286万円

（3.8％）

自主財源

57億7,391万円

（29.1％）

（21.4％）

依存財源

諸収入

（70.9％）

2億1,628万円

（0.8％）

地方交付税

106億5,215万円
（39.6％）

その他依存財源内訳
○

地方譲与税

○

3億5,870万円

地方交付金

7億9,098万円

（1.3％）

（3.0％）

過去５年間の主な指標の推移
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特別会計決算の状況
（万円）
企

業

会

計

収

収益的収支
上 水 道
特別会計

資本的収支

病院事業
特別会計

出

差

引

会

計

名

差

引

10,044

△ 8,365

後期高齢者医療特別会計

57,165

56,859

306

645,843

641,430

4,413

539,347

491,092

48,255

46,473

△ 12,269

355,623

370,474

△ 14,851

農業集落排水特別会計

21,644

19,420

2,224

8,845

33,415

△ 24,570

公共下水道特別会計

9,025

7,544

1,481

364,468

403,889

△ 39,421

浄化槽施設特別会計

4,858

4,424

434

簡 易 水 道 特 別 会 計

23,710

20,098

3,612

太陽光発電事業特別会計

12,526

11,449

1,077

255億2,582万円
目的別の内訳
その他の経費

27億4,241万円
（10.7％）

16億5,773万円

（6.5％）

繰出金

人件費

25億3,417万円
（9.9％）

48億5,782万円
（19.0％）

公債費

総務費

29億5,990万円

50億9,610万円
（20.0％）

（11.6％）

補助費等

その他の経費
（36.0％）

義務的経費
（48.1％）

物件費

31億9,071万円

扶助費

44億7,601万円
（17.5％）

投資的経費

（12.5％）

（15.9％）

29億5,981万円
（11.6％）

災害復旧費

12億4,276万円
（4.9％）

18億9,792万円
（7.4％）

民生費

75億8,469万円
（29.7％）

14億2,091万円
（5.6％）
農林水産業費

17億8,167万円
（7.0％）

普通建設事業費

27億9,682万円（11.0％）
その他の経費内訳

教育費

土木費

公債費

衛生費

20億4,222万円（8.0％）

歳出決算額を性質別に見ると、義務的経費は122億9,364

維持補修費

1億2,805万円

万円、投資的経費は40億3,958万円、その他の経費は91億

（0.5％）

9,260万円となります。

積立金

14億7,363万円

平成29年度と比較して特に増減が大きいものは普通建設

（5.8％）
○

出

1,679

その他の経費

18億999万円
（7.1％）

歳

国民健康保険特別会計

性質別の内訳

○

入

△ 3,904

歳出決算額

○

歳

36,429

介 護 保 険 特 別 会 計

資本的収支
計

支

32,525

34,204

計
収益的収支

入

（万円）

事業費で、10億5,670万円減の27億9,682万円となっていま

投資・出資・貸付金

す。その主な要因として、平成29年度に行われた小・中学校エ

5,605万円

（0.2％）

アコン設置等が完了したことによるものです。
その他、平成29年度の台風18号による災害復旧費の増（5
億6,496万円）や、公債費の減（△9,436万円）が挙げられま

その他の経費内訳
○

1億7,464万円

（0.7％）
○

労働費

1,649万円

（0.1％）
○

商工費

3億9,430万円

（1.5％）
○

消防費

8億9,402万円

（3.5％）
○

す。

議会費

災害復旧費

12億6,296万円

（4.9％）

※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
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財政課 財政係
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0974-22-1001（内線2422・2423）

令和２年度 教育・保育施設入所手続のご案内
令和2年度に市内の教育・保育施設(幼稚園・保育所・認定こども園・事業所内保育）の利用を希望する児童の入所受付を開始し
ます。
施設によって手続きが異なる部分もありますので、確認のうえお申込みください。

受付期間

12月２日
（月）
〜12月20日
（金） ※土・日を除く

受付場所

市内の教育・保育施設（下記参照）
学校教育課（公立幼稚園）、子育て支援課（保育所・認定こども園・事業所内保育）、各支所
※在園児等で、４月以降も入所を希望する方も申込みが必要です。
●申込用紙の事前配布日：【学校教育課】11月1日（金）〜 【子育て支援課】11月25日（月）〜

豊後大野市内の教育・保育施設
区分
幼稚園

施 設 名
三重幼稚園（公立）
東幼稚園（公立）
新田幼稚園（公立）
おおのさくら幼稚園（公立）
千歳幼稚園（公立）
通山幼稚園（公立）
犬飼幼稚園
双葉保育園
扇田保育園
千歳保育園
どんぐり幼稚園
ひがしこども園
ももえだこども園
すがおこども園
しいのみこども園
緒方保育園（公立）
あさじルンビニこども園
おおのルンビニこども園
いぬかいこども園
さくら保育園（地域枠）
事業所内
にこにこ保育園（地域枠）
保
育
ひかり保育舎（地域枠）
※施設の区分等変更する場合があります。
保育所
認定こども園

受付対象

※令和元年11月1日時点
受入年齢
５歳
５歳
５歳
４・５歳
５歳
４・５歳
満３〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜４歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜５歳
０〜２歳
０〜２歳
０〜２歳

住
所
三重町市場1496
三重町小坂3959
三重町久田1220
大野町田中2180-1
千歳町新殿770-1
犬飼町柚野木1732-1
犬飼町犬飼8-3
三重町市場1160
三重町内田2717-1
千歳町長峰730
三重町市場1477-4
三重町小坂3956
三重町百枝1570
三重町菅生2398
清川町砂田1876-1
緒方町下自在157-1
朝地町坪泉526
大野町田中247-13
犬飼町田原1419
三重町赤嶺1250-1
三重町小坂4165-1
大野町田中700-2

電話番号
0974-22-0628
0974-22-0865
0974-22-6537
0974-34-2456
0974-37-2033
097-578-1862
097-578-0149
0974-22-0562
0974-22-0570
0974-37-2073
0974-22-0182
0974-22-4460
0974-22-2100
0974-22-6454
0974-35-2314
0974-42-2454
0974-72-0171
0974-34-2725
097-578-0706
0974-22-0660
0974-22-3988
0974-34-3881

※保育の必要量に応じた認定となります。認定によって受けられる教育・保育サービスが異なります。

・１号認定：３歳（または満３歳）〜５歳の児童で、幼稚園・認定こども園での教育を希望する場合
※1号認定は、教育を希望する方はどなたでも受けることができます。（入所決定ではありません）
・２号認定（標準時間・短時間）：３歳〜５歳の児童で、保育所・認定こども園での保育を希望する場合
・３号認定（標準時間・短時間）：３歳未満の児童で、保育所・認定こども園・事業所内保育での保育を希望する場合
※２号・３号認定は、児童の保育を必要としている場合に限ります。
※標準時間：開所（園）より11時間（内保育の必要な時間利用可能）
※短 時 間：開所（園）より ８ 時間（内保育の必要な時間利用可能〔具体的な時間は施設により設定されます〕）
※入所決定に関しては、入所判定会で選考された後に通知されます。
※年度途中に入所予定の方はご相談ください。

育児休業中の継続入所
育児休業にかかる継続入所児童の認定について、以下のとおり、取扱いが変更となりますのでお知らせします。
変更前：保護者の育児休業開始時点で保育施設に入所の児童について、３歳以上の児童のみ継続入所を認める
変更後：保護者の育児休業開始時点で保育施設に入所の児童について、年齢に関わらず継続入所を認める

（２号・３号）
保育を必要とする事由

※保育（２号・３号）は、次のいずれかの事由に該当し、保育所・認定こども園等での
保育が必要と認められる場合に認定されます。

○母親が妊娠中である、または出産後間がない
○昼間家庭外で仕事をしている、または家庭で児童と離れて
○病気やけがをしている、または心身に障がいがある
日常の家事以外の仕事をしている（月64時間以上）
○長期にわたる病気や障がいのある同居の親族を、常時介護している ○震災や風水害、火災などの災害の復旧に当たっている
○保護者が就学中(職業訓練を含む）である
○保護者が求職中である
○市長が、上記と同様の状態であると認める場合
○虐待やＤＶ被害のおそれがある
※保護者以外で児童の保育ができる人が家庭内にいる場合は、上記に該当しても２号・３号認定が受けられない場合があります。
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提出書類

※必要な書類は各施設・学校教育課・子育て支援課・各支所に準備しています。

１号認定の申請には❶❷❹が必
要です。
２号および３号認定の申請には
❶❸❹が必要です。

マイナンバー等の記載漏れや
❶認定申請書兼入所申込書
書類に不備があると受付がで
❷入園願書(申込書）
きません。
❸保育を必要とする事由の証明
○就労証明書（就労が理由の場合）
○療養期間等が分かる診断書（病気、けがが理由の場合）
○身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
または介護保険証の写し（介護が理由の場合）
○母子健康手帳の写し（妊娠、出産が理由の場合）
❹その他施設が定める書類（希望する施設にお問い合わせください）

※市外の施設利用希望（広域入所）についても、豊後大野市へ書類を提出してください。

選考方法
教育・保育給付認定したのち、次のとおり入所児童を決定します。２月下旬から３月上旬頃に入所承諾等を市または施設
を通じて通知します。
○１号認定の選考は、施設ごとに行います。
○２号・３号認定の選考(利用調整)は市が行います。
○応募者が多数の場合、第1希望に入所できず、待機や希望以外の施設となる場合もありますので、必ず第２・第３希望
も記入してください。
○公立幼稚園については応募人数が５人に満たない場合、休園となる場合があります。

利用者負担

※保育料の区分・金額・軽減措置は、変更となる場合があります。

保育料は４月〜８月分は平成31年度住民税、９月〜翌年３月分は令和２年度住民税により算定しますので金額が変更とな
る場合があります。
なお、４月１日時点の年齢で決定した区分により1年間算定します。
◇１号認定（教育を利用する場合）
区

分

生活保護世帯
市民税非課税世帯
所得割課税額030,000円以下
所得割額
077,100円以下
所得割額
211,200円以下
所得割額
211,201円以上

１号認定（３歳（または
満３歳）〜５歳）
0円
0円
0円
0円
0円
0円

◇２号・３号認定（保育を利用する場合）
区

分

生活保護世帯
市民税非課税世帯
所得割額 030,000円未満
所得割額 057,700円未満
所得割額 060,000円未満
所得割額 077,101円未満
※別途、給食費と施設が定める費用が必要となります。 所得割額 097,000円未満
所得割額 169,000円未満
所得割額 301,000円未満
所得割額 397,000円未満
所得割額 397,000円以上

２号認定（３歳〜５歳）
標準時間
短時間
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

３号認定（０歳〜２歳）
標準時間
短時間
0円
0円
0円
0円
8,400円
8,200円
11,700円 11,500円
11,700円 11,500円
18,000円 17,700円
18,000円 17,700円
26,700円 26,300円
36,600円 36,000円
48,000円 47,200円
62,400円 61,400円

※第２子以降の児童については､保育料が ｢無料｣となります。
※３号認定で要保護世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯､未婚のひとり親世帯)かつ市民税所得割額が77,101円
未満の世帯については軽減措置制度があります。
（未婚のひとり親世帯については別途添付書類が必要です）
※別途、施設が定める費用が必要となります。
※給食費および施設が定める費用は施設ごとに異なりますので、具体的な内容は各施設へお問い合わせください。

給食費（副食費）免除
１・２号認定で年収360万円未満相当世帯の児童および全ての世帯の（注）第3子以降の児童たちについて、副食費の負担が
免除されます。
（注）第３子以降の児童とは
認定こども園（幼稚園機能部分）および幼稚園 : 同一世帯に小学校3年生までの児童が３人以上いる場合の３人目以降の児童
保育園および認定こども園（保育所機能部分） : 同一世帯に小学校就学前の児童が３人以上いる場合の３人目以降の児童

利用時間（預かり保育・延長保育）
２号・３号認定：標準時間（基準）７時から18時（11時間）のうちの保育が必要な時間
短 時 間（基準）８時から16時（ ８時間）のうちの保育が必要な時間（短時間の時間設定については各施
設に確認してください）
○預かり保育（幼稚園型の一時預かり）実施施設・・・認定こども園全園、幼稚園全園
○延長保育実施施設・・・保育所・認定こども園・事業所内保育
*利用時間や利用者負担については直接施設にお問い合わせください。

問い合わせ先
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学校教育課
学校教育係
子育て支援課こども支援係

0974-22-1001（内線2210）
0974-22-1001（内線2136）

多面的機能支払交付金制度に取り組みませんか
農業・農村には、食料の生産以外に、洪水の発生を抑えたり、地下水を豊かにしたり、ゆとりや安らぎを与
える場や多様な動植物の生活の場になるなどの「多面的機能」があり、その利益を広く国民が享受していま
す。しかし、農村の過疎化、高齢化などにより農家が少なくなっていることから、集落機能が低下し、農地や
農業用水路、農道等の維持管理が難しくなってきています。そこで、これらの農地や農業用施設を農家や非農
家を含めた地域ぐるみで維持管理する活動や、水路や農道等を補修する施設の長寿命化のための活動に対して
支援を行います。現在市内では56組織がこの交付金を活用して農地維持作業や地域資源の保全等の活動を
行っています。
制度の詳しい内容は、農林整備課までお問い合わせください。制度概要は市ホームページにも掲載していま
すのでご覧ください。
主な活動内容等
農地法面・農道・水路の草刈りや泥上げ、農道の路面維持、水路の目地補修、農道法面への植栽活動など、
農地を維持するための共同活動を支援します。農家だけでなく非農家の方も一緒に作業することで農業者の負
担軽減にもなります。
交付金の対象者
農業者のみの活動組織または農業者および地域住民・団体で構成する活動組織
※中山間地域等直接支払交付金制度の対象農用地でも取り組めます。
交付金の用途例
活動参加者の日当、草刈機の燃料購入費、砂利などの資材購入費、重機などのリース費
の り め ん

問い合わせ先

農林整備課

農林企画係

0974-22-1001（内線2339）

資源循環型社会形成のための講演会を開催します
演題：さかなクンのギョギョッとビックリ!! お魚講座
〜お魚と海の環境について〜
プロフィール
・東京都出身、館山市在住。
・国立大学法人 東京海洋大学名誉博士／客員准教授
・皆さまにさまざまなお魚の情報や知識、美味しい食べ方や環境問題、
漁業従事者の皆さまとともに明日の漁業を考えていただこうと全国
各地で講演を行っています。
大分都市広域圏（大分市、別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市、日出町で構成）では、プラス
チックごみの削減や、リサイクル推進のための啓発に取り組んでいます。
今回、取り組みの一環として講師にさかなクン氏をお招きし、プラスチックごみによる海洋汚染や、私たちの身近な
お魚を取り巻く環境についての講演会を開催します。

日
場

時：12月21日（土） 14時〜15時30分（予定）
所：Ｊ:COM ホルトホール大分 市民ホール大ホール（大分市金池南1丁目5-1）

※会場駐車場（有料）は数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
◆定 員
◆入場料
◆申込み

豊後大野市民50人（多数時は抽せん）
無料
はがきまたはファクス、Ｅメール、環境衛生課に備付けの申込書（市ホームページからダウンロード
も可）に、住所、電話番号、Ｅメールアドレス、参加者全員（4人まで）の氏名・年齢を記入して11
月26日（火）
〈当日必着〉までに同課（〒879-7198 豊後大野市三重町市場1200 FAX0974-22-7536
E-mail d103021@city.bungoono.lg.jp）へ。
※車いす席、手話通訳、無料託児（０〜３歳児対象）あり。ご希望の場合は申込みの際にご記入ください。
（座席数や託児の人数については限りがあります。希望者多数の場合は抽せんとなります）
※当選通知は、当日入場券の発送をもって12月６日（金）頃までに行います。あらかじめご了承ください。
【注意事項】・申込みおよび入場は本人のみ有効
・応募1件につき最大４人まで（重複応募無効）・中学生以下は要保護者同伴（３歳以下入場不可）

応募申込み先 環境衛生課 清掃センター係
0974-22−4733（内線2661）
問い合わせ先 大分市環境部ごみ減量推進課 ☎097-537-5687
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豊後大野市農業委員
農地利用最適化推進委員 を公募します
農業委員【定数15人】
◆ 主 な 業 務 農地法等によりその権限に属する事項の審議や農地等の利用の最適化（※1）の推進活動
人・農地プラン実質化への取組支援
◆ 選 考 の 基 準 地域性より専門性を重視。地域での推薦よりも団体の推薦が望ましい。個人応募も可
◆任
期 令和２年５月１５日から３年間
◆ 選考のポイント ①定数の過半（８人以上）が認定農業者であること ②青年（50歳未満）や女性の積極的な登用
③農業に携わっていない人も1人以上登用

農地利用最適化推進委員【定数30人】
◆ 主 な 業 務 担当する区域の農地等の利用の最適化（※2）の推進活動
人・農地プラン実質化への取組支援
◆ 選 考 の 基 準 地域での調査が活動の主体となり、農業委員会が活動区域を定めることから、自治委員による推
薦が望ましい。現行の農地利用最適化推進委員が選出されている範囲を基本とする。定数は30人
とし、29地域から選考する。
◆任
期 令和２年５月１５日から３年間
◆ 選考のポイント ①地区や地区の農業事情に精通している人。選出地区内での選考が望ましいが、候補者がいない
場合は地区内の農地を所有・耕作している者でも可 ②農業者が望ましい ③調査やあっせん活
動が主体になるので、活動できる人 ④男女は問わない ⑤選出について、慣例として地区で順
番等の経緯があれば考慮してもよい ⑥再任も可
※1・※2 農地等の利用の最適化（担い手への農地の集積や遊休農地の発生防止・解消等の推進。地域の農業者等と
の話し合いによる農地利用の調整を行うこと）

公募期間
令和元年11月11日（月）から12月16日（月）にかけて約１か月程度、公募期間を設けます。期間中に農業委員会
事務局または各支所に備付けているそれぞれの「委員推薦・応募用紙」に必要事項を記入し提出してください。
提出先 農業委員会事務局または各支所

今後のスケジュール
令和２年３月
令和２年５月14日
令和２年５月15日

市議会第１回定例会に新農業委員候補者を提案・同意
現農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の任期満了日
市長が新農業委員を任命・新会長が新農地利用最適化推進委員を委嘱

問い合わせ先

農業委員会事務局

0974-22-1001(内線2380〜2383）

木造住宅の簡易耐震診断の実施について
市が、県・建築士事務所協会と協力して、ご自宅の簡易耐震診断を行います。
簡易耐震診断とは、正式な耐震診断ではありませんが、住宅のどのようなところに地震に対する強さや弱さがあるのかを調べる
ことができるものです。また、リフォームや耐震化の助言も行います。簡易耐震診断の結果が悪い場合は、正式な耐震診断を受ける
ことをお勧めします。
◆対

象

昭和56年５月31日以前に建築された木造
一戸建て住宅
（併用住宅で、住宅部分の面積が１／２
以上のものを含む）
◆調査日時 11月18日（月）〜29日（金）
（詳細な日時は、ご希望をお伺いした上
で確定します）

申込み・問い合わせ先
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建設課

◆費
用
◆募集戸数
◆申込締切
◆そ の 他

都市計画建築係

無料
10戸
11月15日（金）
簡易耐震診断は、市職員等もご自宅に伺い、
30分〜１時間程度で行います。
ご自宅の図面がある場合は、当日ご用意頂
けると短時間で実施できます。

0974-22-1001（内線2362）

固定資産税係からのお知らせ
〜地籍調査が完了した土地をお持ちの方へ〜

固定資産税の土地の課税面積が変更となります
町単位、大字単位で地籍調査が完了している地域は、既に地籍調査完了後の地積で課税しています。
令和２年度以降は、小字単位で完了した土地から順次、地籍調査完了後の地積で課税させていただきます。

課税面積が変更されるとどうなるの？
課税面積で税額を計算するため、課税面積が増えた土地は税額が上昇します。
対象地域の方で税額が上昇する方には、個別のお知らせをさせていただく予定です。

課税面積が変更された場合のイメージ
（地籍調査前）

（地籍調査後：令和２年度〜）

登記面積
（500㎡）

登記面積
（300㎡）
課税面積
【300㎡】

この面積で税額を
計算します。

課税面積

【500㎡】
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〜現況地目変更（土地）や未登記家屋所有者変更（家屋）はお早めに〜

土地の利用状況の変更や家屋の所有者変更はございませんか？
固定資産税は、１月１日現在の状況で課税されます。次のような場合は市役所までご連絡をお願いします。
①土地の現況（利用状況）が変わった

問い合わせ先

②登記されていない家屋を売買した

税務課 資産税係

③家屋を壊した

等

0974-22-1001（内線 2105〜2108）

確定申告用の納付証明書を郵送します

確定申告用の「納付証明書」は、
令和２年１月下旬に郵送する予定です
なお、郵送の対象者は次のとおりとなります。
◆確定申告用の納付証明書郵送対象者
・国民健康保険税および介護保険料 → 普通徴収（年金天引き以外）の方
・後期高齢者医療保険料 → 普通徴収（年金天引き以外）の方で、前年度に後期高齢者医療保険料の納付
証明書を申請・交付されたことがある方
※特別徴収（年金天引き）された納付分については、年金支払者（日本年金機構等）から送付される公的年金
等の源泉徴収票をご利用ください。
年末調整等により郵送前に納付証明書が必要な方や、２月になっても納付証明書がお手元に届かなかった場
合は、本庁および各支所の窓口で発行しますので申請をお願いします。申請には、来庁した方の本人確認書類
（運転免許証など）が必要です。また、同一世帯人以外の方が来庁する場合は委任状が必要となります。
※障害年金または遺族年金から各種保険料（税）を特別徴収（天引き）されている方は、納付証明書の郵送対象
外となりますので、納付証明書が必要な場合は担当部署にお問い合わせください。

問い合わせ先

市役所
0974-22-1001
申告または国民健康保険税については、税務課 民税係または収納管理係
介護保険料については、高齢者福祉課 介護保険係
後期高齢者医療保険料については、市民生活課 国保年金係

2019.11
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『もの忘れ相談日』の
お知らせ
◆日時：11月15日（金）14時〜16時
傾聴セラピストによる傾聴
11月18日（月）10時〜12時
認知症疾患医療センター相談員対応
12月４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2181）
●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）

中途失聴者・難聴者のための

手話講座のご案内
◆日

時

◆時
◆会

間
場

◆対象者
◆受講料
◆定 員

12月14日〜令和２年3月7日
（毎週土曜日）全10回
13時〜15時
大分県聴覚障害者センター
（大分市大津町1丁目9番5号）
身体障害者手帳の交付を受けている
中途失聴者・難聴者等
無料（資料代：800円は実費）
15名（先着順）

申込み・問い合わせ先
社会福祉法人 大分県聴覚障害者協会
☎097-551-2152 FAX：097-556-0556

アルツハイマー月間（9月）街頭活動を行いました
９月18日、三重町のトキハインダストリー、フレイン、トライアル前において、認知症の当事者・認知症家族の会・あ
んしん研究会等の63人による認知症広報街頭行動を行いました。ビラ800枚を配布し、横断幕「忘れても一人ひとり
が主人公」を掲げ、認知症は誰もがかかりうる病気である
ことを訴えました。
フレイン前の全体セレモニーでは「ビラ配布した時、足
を止めて内容をよく聞いてくれました」「この和がもっと
広がりますように」「事業所も頑張っています」等、参加
者の皆さんより意見を頂きました。

豊後大野市障がい福祉教室を開催
９月11日、ホームヘルプサービス紫雲で豊後大野市障がい福祉教室が開
催されました。手話サークルさくらんぼ会員の指導のもと、ヘルパーとして
学びたい手話など、皆さん積極的に取り組んでいました。市では、障がい
者に対する理解の促進を図る為、市民の団体等に講師を派遣して障がい
福祉教室を実施します。講師代は無料です。障がい福祉教室を希望される
方は、事前にご相談ください。

申込み・問い合わせ先

社会福祉課 障がい支援係
0974-22-1001（内線2155）

清川町（三玉区）老人クラブの活動紹介と老人クラブ会員募集
９月16日の敬老の日に三玉老人クラブと地区住民が共同でウオーキン ●問い合わせ先
グを兼ねた美化活動を佐草農業研修所周辺で行いました。その後は、認
各町の社会福祉協議会
知症の講話と健康体操を行い、敬老会（懇親会）も開催しました。皆さ
ん熱心に活動し、地域の問題点などを話し合う姿に、地域のつながりの
本
部
強さを感じさせられました。老人クラブでは、随時会員を募集しています。
清 川 支 部
興味のある方は、ぜひ各町の社会福祉協議会窓口へご連絡ください。
緒 方 支 部

▲美化活動の様子
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▲健康体操の様子

電話番号
0974-22-6677
0974-35-3010
0974-42-2349

朝

地

支

部

0974-72-1002

大

野

支

部

0974-34-2071

千

歳

支

部

0974-37-3110

犬

飼

支

部

097-578-1737

人権・男女共同参画啓発コーナー
＊みんなで築こう人権の世紀＊

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

1948（昭和23）年12月10日、国連で採択された「世界
人権宣言」を記念して、毎年12月４日から10日までの１
週間を「人権週間」と定め、広く国民に人権意識の高揚
を呼びかけています。
本市においては、幅広い年齢層の市民を対象とした講
演会を開催しますので、ぜひご来場ください。

女性をとりまくさまざまな人権問題のご相談を
お受けします。
ぜひ、話を聞かせてください。どうすれば解決
できるか一緒に考えます。
秘密は守ります。
◆日

11月18日（月）〜11月24日（日）
平 日 ８時30分〜19時
土・日 10時〜17時
◆電話番号 0570-070-810
（全国共通／大分地方法務局）
◆相談内容 夫やパートナーからの暴力、職場で
のセクシャルハラスメント、つきま
とい（ストーカー）、その他の人権
問題
◆担 当 者 人権擁護委員、法務局職員

令和元年度
「人権を守る市民のつどい」
◆日時

12月７日（土）10時〜12時
（受付：９時30分〜）

◆場所

エイトピアおおの 小ホール

◆内容

人権標語・ポスター表彰式
人権講演会

入場無料
手話通訳あり

問い合わせ先

講師： 水谷もりひと さん
（みやざき中央新聞 編集長）

大分地方法務局人権擁護課
☎097-532-3368

※大分地方法務局では、平日８時30分から17時
15分まで「女性の人権ホットライン」専用電話
（0570-070-810）または面談にて、常時相談に
応じております。お気軽にご相談ください。

※託児サービス（無料）を希望される方は、11月29日ま
でにお申込みください。当日は、お受けできない場合
があります。

問い合わせ先

時

人権・部落差別解消推進課 人権・部落差別解消推進係

0974-22-1001（内線2492）

令和元年１
１月５日
（火）
からスタート
住民票とマイナンバーカードに旧姓
（旧氏）
が併記できます！
旧姓（旧氏）を併記すると、
・各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使
えます。
・就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧姓（旧氏）を併記するためには、
・旧姓が記載された戸籍謄本等とマイナンバーカード（通知カード）をお
持ちになり、市民生活課または各支所で手続きをしてください。

問い合わせ先

市民生活課

戸籍住民係

「旧氏（きゅううじ）」とは、その人の
過去の戸籍上の氏のことです。氏はその
人に係る戸籍、または除かれた戸籍に
記載がされています。
１人に１つだけ併記でき、その旧姓の
印鑑で印鑑登録をすることができます。

0974-22-1001（内線2121）

選挙管理委員会からのお知らせ

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止されています！
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、政治家は選挙区
内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞などのあいさつ状を出しては
いけません。有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。お金のかからないき
れいな選挙を実現するため、
「贈らない・求めない・受け取らない」の３ない運動を徹底しましょう。

明るい選挙啓発ポスター展示会
問い合わせ先

小・中学生を対象とした令和元年度明るい選挙啓発ポスターの入賞作品を、市役
所２階中央公民館ロビーに、11月８日（金）から11月20日（水）まで展示します。

選挙管理委員会事務局

0974-22-1001(内線2533・2534）
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男女共同参画市民講座「今どきの孫育て」 受講料無料
今と昔の子育て、子どもとおもちゃ、家庭内で多い事故と手当法などを学んでみませんか
◆日
◆場
◆講
◆対

時 11月17日（日）10時〜12時
所 中央公民館 視聴覚室（市役所２階）
師 佐用百合子さん、敷嶋廣子さん（大分県助産師会）
象 おじいちゃん、おばあちゃん、子育て中の両親、子育てに
関心のある方等、どなたでも参加できます。
◆参加申込 11月11日（月）までに電話でお申込みください。
※託児希望の方は、11月11日までに事前予約が必要です。

申込み・問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

男女共同参画係

0974-22-1001（内線2491）

「ときめき作品展」 作品募集
「ときめき作品展」は、障がい者・児の芸術文
化に対する取組を支援し、社会参加の促進を図
ることを目的として開催しています。多くの方
のご出展をお待ちしています。（出展点数や部
門ごとの出展規格など、詳しくはお問い合わせ
ください）

問い合わせ先

社会福祉課

◆申 込 期 日 11月１日（金）〜11月29日（金）
◆出展者資格 県内在住の障がい者・児
◆部
門 絵画・工芸・写真・書・陶芸・合作
◆展 示 場 所 大分市「iichikoアトリウムプラザ」
◆展 示 期 間 令和２年２月５日（水）〜２月９日（日）の
５日間

障がい支援係

0974-22-1001（内線2155）

ぶんごおおのトピックス
100歳のお誕生日おめでとうございます

歌が好き！

大津シナヱさん（緒方町）

10月３日、緒方町下自在の大津シナヱさんが100歳のお誕生日を迎えられました。
シナヱさんは徳島県のご出身で、ご主人との結婚を機に緒方町へ。精米業を営
みながら、建設会社に勤務していたご主人とともに、子ども４人を育てました。精
米業は80歳頃まで続け、手先が器用でメンテナンスも自分でしていたそうです。
当日は入院している市内の病院に家族が集まり、盛大にお祝いが行われました。
シナヱさんの趣味は、歌や散歩、縫い物など多彩。散歩は毎日の日課で近所の
同世代の友人ともよく雑談していたそうです。歌うのも好きで、最近も昔を思い
出し、昔の歌をよく歌っているそうです。
ご家族がシナヱさんについて「100歳になることを伝えるたびに、自分が100歳
になるなんてと、驚いているんですよ」と教えてくれました。

じいちゃんに見せたい

神田チヱ子さん（三重町）

10月５日、三重町浅瀬の神田チヱ子さんが100歳のお誕生日を迎えられました。
チヱ子さんは同町玉田のご出身で、ご主人とともに養蚕や葉タバコなどの専業
農家を営みながら子ども５人を育てました。
当日は入所している市内の高齢者福祉施設に家族や施設職員、入所者が集まり
盛大にお祝いが行われました。
チヱ子さんは、和裁が得意で着物の仕立てを頼まれることもあったそうです。好
きなことはテレビでの相撲観戦と湯治。相撲観戦では熱の入った応援をしていた
とのこと。湯治は、近場の温泉地に友人と１週間ほど出かけていたそうです。
チヱ子さんに100歳になった感想をお尋ねすると「皆さんからこんなにお祝いを
していただいて、ありがたいです。じいちゃん（亡くなったご主人）に見せたかった
です」と元気に答えてくれました。
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豊後大野市感謝状贈呈式
９月20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）
全国大会で上位入賞！
井上義基（三重第一小２年） 有田晴矢（千歳小２年）
お二人は７月28日、長野県松本市で行われた「JOCジュニアオリンピックカッ
プ第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会」に出場し、井上さんは「キョル
ギの部小学２年生24キロ超級男子の部」で準優勝、有田さんは「キョルギの部
小学２年生21キロ以下級と24キロ以下級の合同男子の部」で３位に入賞しまし
た。併せて、有田さんは８月24日に長崎県長崎市で行われた「第30回全九州テ
コンドー選手権大会 小学２年男子の部」で優勝も果たしました。
井上さんは「全国で準優勝できたことはうれしかったけど、決勝で負けたこ
とは悔しかったです」、有田さんは「もっと練習を頑張って、次は優勝できるよ
うに強くなりたいです」とそれぞれ謝辞を述べました。
▲有田さん（左）と井上さん（右）
※キョルギとは組手のこと
いのうえよし き

あり た はる や

日本スポーツマスターズ2019
ソフトボール競技会 出場報告
５月26日に佐伯市で行われた「第34回全国壮年大会兼第19回日本
マスターズソフトボール競技県予選会」で祭華連OBが準優勝の成績を
収め、上記大会の出場を決めました。
９月21日から岐阜県揖斐川町で行われた「日本スポーツマスターズ
2019ソフトボール競技会」を前にチームの皆さんが川野市長へ報告に
訪れ、加藤勝巳監督が「チーム一丸となって頑張ります」と決意を述べ
ました。
さい か れん

か とうかつ み

▲初戦突破するぞ！

2019 茨城国体 ソフトテニス競技 出場報告
８月17日・18日に佐賀県唐津市で行われた「第39回九州ブロック大
会」ソフトテニス競技成年女子団体戦で大分県代表が優勝し、国体出
場を決めました。
国体を前に県チームの一員として出場する田中優衣さんと成年女子
監督の酒井道義さん、市ソフトテニス連盟理事長の菅田恵三さんが川
野市長へ報告に訪れ、田中さんが「応援してくれる皆さんに感謝し、試
合では豪快にプレーします」と決意を述べました。大会は、９月29日か
ら茨城県北茨城市で開催されました。
た

なか

さか い みちよし

ゆ

い

すが た けいぞう

▲大分県代表として頑張るぞ！

2019 茨城国体 馬術競技 出場報告
７月６日から佐賀県佐賀市で行われた「令和元年度国体 第39回九州ブ
ロック大会 馬術競技」で野仲美樹さん、野上真生さん（三重中３年）、袋
尻莉紗さん（三重総合高校２年）が優秀な成績を収め、国体出場を決めま
した。
９月29日から茨城県那珂市で行われた「2019茨城国体 馬術競技」を
前に、大分県チームの波津久郁生監督とともに川野市長へ報告に訪れ、野
仲さんは「８位以上入賞を目指して頑張ります」、野上さんは「初めての国
体なので良い成績を残せるように頑張ります」、袋尻さんは「選手のサ
ポートなどがしっかりできるように頑張ります」とそれぞれ決意を述べま
した。
の なか み

じり り

き

の がみまな み

ふくろ

さ

は

づ

く

いく お

▲上位入賞目指して頑張るぞ！
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「第24回 九州小学生ソフトテニス選手権大会」および
「第13回 西日本小学生ソフトテニス選手権大会」出場報告
８月25日に大分市で行われた上記大会の県予選大会で次の選手の
皆さんが優秀な成績を収め、九州大会および西日本大会への出場を
決めました。
西日本大会 10月12日〜静岡県伊東市
九州大会
11月30日〜大分市
○九州および西日本大会（敬称略）
男子の部（ペア）
小野泰輝（犬飼小６年）、梅木悠暉（犬飼小５年）
○九州大会（敬称略）
男子の部（ペア）
吉田海十（犬飼小６年）、河野礼（犬飼小５年）
女子の部（ペア）
羽田野結梨（大野小６年）、稲葉彩花（三重東小６年）
お

の たい き

うめ き ゆう き

よし だ かい と

は

だ

の

ゆ

かわ の れい

り

いな ば

は

な

▲力をあわせて頑張るぞ！

「第36回 全九州小学生バドミントン選手権大会」
および
「第28回 全国小学生バドミントン選手権大会」出場報告
８月24日に中津市で行われた上記大会の県予選大会で次の選手の皆さんが
優秀な成績を収め、九州大会および全国大会への出場を決めました。
全国大会 12月21日〜徳島県鳴門市
九州大会 10月19日〜佐賀県唐津市
○九州および全国大会（敬称略）
男子シングルス
嶋田悠仁（大野小６年）
○九州大会（敬称略）
女子ダブルス
衛藤あおい（犬飼小６年）、奥村帆春（三重第一小６年）
しま だ ゆう

と

え とう

おくむら ほ はる

▲１勝でも多く勝つぞ！

令和元年度 豊後大野市総合教育会議
平成27年度に設置した上記会議を、今年度は８月27日に開催しました。
会議では、市長と教育委員が学校教育の充実や教育行政などについて、活
発に意見交換を行いました。
※「総合教育会議」とは、地方教育行政の組織および運営に関する法律の改正
により、全ての地方公共団体に設置が義務付けられたものです。

豊肥災害ボランティアバイク隊結成報告
９月10日、豊肥災害ボランティアバイク隊の皆さんが結成報告に市役所
を訪れました。これまで東日本大震災などの災害時に情報収集や孤立し
た集落の安否確認、医薬品などの緊急物資の搬送等に小型のバイクが活
躍し、バイクの有用性が広く認識されてきています。
豊肥災害ボランティアバイク隊は、災害時の情報収集活動の支援や緊
急物資の搬送を目的として結成。会員19人で活動しています。現在は技術
向上に向けて月１回の練習をしています。バイク隊では、協力要請があっ
た場合、直ちに出動態勢がとれるよう、多くの隊員の確保に努めています。
賛同できる方は隊長麻生純二☎090-3327-8857までお問い合わせくださ
▲バイク隊の皆さん
い。
13

2019.11

ぶんごおおのトピックス
豊後大野市自治推進委員会委員
委嘱状交付式
9月18日、市役所で豊後大野市自治推進委員会委員の委嘱状交
付式が行われました。委員会は、平成25年3月に豊後大野市まちづ
くり基本条例の実効性を確保する仕組みとして設置され、市長の諮
問に基づき条例の運用状況等について調査審議を行っています。こ
れまでの委員会の活動を踏まえ、市民・議会・行政の協働のまちづ
くりの実現のため、新委員の方々の今後の活躍が期待されます。

第51回 大分県茶品評会で表彰
10月３日、大分県消費生活・男女共同参画プラザで、上記品評会の表彰式が行われました。大分県内から多数出品され、厳正
な審査の結果、煎茶の部で本市から８人の方が受賞されました。
審査長の講評では、
「外観は形状・芽ぞろいがよく、水色は澄んだ濃度感があり、香気は若芽の爽快性と旨みが調和された香り
があった」との評価でした。受賞者は次のとおりです。
（敬称略）
大分県茶業協会長賞
煎茶の部
２等１席 社会福祉法人千歳ハイツ・エイブル
（大分県園芸活性化協議会長賞）
２等２席 田中拓次（大分県農業協同組合代表理事理事長賞）
２等４席 益永利春
３等１席 波多野厚子
３等２席 波多野征継
３等４席 坂本栄喜
３等５席 後藤安征
３等６席 足立充宜

大分県畜産共進会（肉牛の部）
祝 大分県一！！
10月５日、犬飼町の大分県畜産公社で大分県畜産共進会（肉牛の部）が
開催されました。県内から40頭が出品され、市内からは４頭が出品されま
した。
審査の結果、大野町の後藤泉さんが出品した「福森」号が見事グランド
チャンピオン賞を受賞しました。

三重レッドソックスが県Ｎｏ.１に！
第26回ＴＯＳ小学生野球
県チャンピオン大会
９月１日、７日、８日の３日間、昭和電工スタジアム（大分市）で上記
大会が開催され、市予選を制した三重レッドソックスが参加しました。
１回戦から安定した戦いぶりで決勝進出を果たすと、決勝戦では昨年
の新人大会で惜敗した松岡少年野球クラブ（鶴崎支部）との対戦で、
打撃戦を制し見事に初優勝を飾りました。
▲優勝した三重レッドソックス
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令和元年度 清川軟式野球連盟会長杯野球大会
７月８日から９月26日にかけ、上記大会が開催されました。長期間
にわたる大会となりましたが、清川町内外から11チームが参加し野球
を通じて親睦が図られました。リーグ戦で順位を決定しトーナメント
戦を行った結果は次のとおりです。
（敬称略）
優 勝
準優勝
第３位

クラブＺチーム
奥嶽・清流チーム
スピリッツチーム、市役所チーム

最優秀選手賞
優秀選手賞

水野裕太（クラブＺチーム）
小代幸生（奥嶽・清流チーム）

▲優勝したクラブZチーム

令和元年度 第15回 朝地町親善ソフトボール大会
９月２日から６日にかけ、朝地町スポーツ振興会主催で上記大会が開催されました。町内８チームが参加し熱戦が繰り広げられ、
板井迫チームが昨年に引き続き優勝を果たしました。大会の結果は次のとおりです。
（敬称略）

▲優勝した板井迫チーム
優 勝
準優勝
第３位

▲朝倉さん（左）と羽田野さん（右）

板井迫チーム
町区チーム
梨原バッファローズチーム、志屋・やすらぎチーム

最高殊勲選手賞
敢
闘
賞

朝倉治（板井迫チーム）
羽田野和也（町区チーム）

令和元年度 犬飼町地域対抗グラウンド・ゴルフ大会
９月15日、犬飼総合グラウンドで犬飼町スポーツ振興会主催により、上
記大会を開催しました。144人の参加があり、初めての方も普段から慣れ
親しんでいる方も楽しんで、プレーされていました。大会の結果は次のと
おりです。
（敬称略）
団体
優 勝
準優勝
第３位

小福手チーム
戸上チーム
上町･中央チーム

個人
優 勝 河面髙春
準優勝 村上健一
第３位 釘宮一太

令和元年度 秋のスポーツ振興会長杯
ミニバレーボール大会
9月29日、犬飼体育館で、世代間の相互の親睦を深め、健康づくりに努め
る事を目的に上記大会が開催されました。大会の結果は次のとおりです。
優 勝
準優勝
第３位

下野チーム
アースチーム
どんぐりチーム
優勝した下野チーム▶
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図書館 だ よ り

秋の読書週間おはなし会
11月24日（日）
10時30分〜11時30分
場所 図書館研修室
出演 フレディ
対象 幼児〜小学生
★参加無料、申込不要

豊後大野市図書館

図書館カレンダー

絵本、パネルシアター、人形劇などの楽しい
おはなし会を行います。みんな、来てね！

赤ちゃんのためのおはなし会
11月17日（日）11時〜11時30分
場所 図書館研修室
対象 ０･１･２歳の赤ちゃんと保護者
★参加無料、申込不要

わらべうたで
楽しみませんか？

月

火

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

水

木

6
13
20
27

7
14
21
28

金

1
8
15
22
29

土

2
9
16
23
30

↑検索はこちらから!
（携帯サイト）

１０月・１１月は、たくさんの小学校が図書館の見学に来てく
れています。普段は入れない書庫に入り本の数に驚いたり、疑
問を持ったことについて質問をしたりしました。
学校によっては好きな本を選んで貸出も行いました。移動図
書館にはない本もたくさんあり、みんな興味津々に選んでいま
した。２階の研
修室からは、今
建設が行われて
いる新図書 館
の工事現場も見
ることができま
した。

12月７日（土）10時30分〜12時
所
師

図書館研修室
川田政昭先生
(関崎海星館館長)
対 象 小学生（定員20人）
宇宙のことなら川田先生！
参加費 300円
この冬もまた日本で日食が観測できます！ 日食を安全に
見るために、太陽や宇宙について学び、日食観測めがねを作
りませんか？ 申込開始：１１月24日（日）10時〜

移動図書館

県内図書館合同企画

オシ！
チ
イ
の
館
書
わが図

巡回日程

日

巡回ステーション 巡回時間 日
9：30
ひがしこども園
12日 東幼稚園
10：00 13日
（火） どんぐり幼稚園
10：40 （水）
12：50
三重東小学校
9：15
すがおこども園
15日
14日 菅尾小学校
10：15
（金）
（木） 朝地小学校
13：00

大分県内の読書週間合同企画として、各図書館のＰＲシ
ートを展 示していま
す。県内にはどんな図
書館があるのか、また
地域の特徴などが分
かります。この機会に
ぜひご覧ください。

ももえだこども園
26日
百枝小学校
（火）
清川小学校
しいのみこども園
28日
大野小学校
（木）
おおのさくら幼稚園

11月

巡回ステーション 巡回時間
9：30
いぬかいこども園
10：15
千歳保育園
12：45
新田小学校
13：20
新田幼稚園
緒方保育園
緒方小学校

あさじルンビニこども園
9：30
27日 おおのルンビニこども園
10：10
（水） 千歳小学校
12：40
千歳幼稚園
9：20
29日 三重幼稚園
12：55
（金） 犬飼小学校
13：30

9：20
12：55
9：15
10：20
12：45
13：20
9：20
12：40

不審者

新 刊 案 内

天保十四年のキャリーオーバー

上下

明日の僕に風が吹く

二人のカリスマ

40

オリンポスの家族

伊岡瞬

五十嵐貴久

乾ルカ

江上剛

澤田瞳子

知念実希人

佐川光晴

楡周平

年男

鉄の楽園

保坂和志

昭和

読書実録

吉田修一

名残の花

アンジュと頭獅王

米澤穂信

上下

Ⅰの悲劇

山本一力

ムゲンのｉ

旅の作法、人生の極意

富田敏子

角野栄子

犬養孝がたずねた風景

ウェイク・ワン

赤津慧

﹁作家﹂と﹁魔女﹂の集まっちゃった思い出

万葉集を歩く

ケミストリー

ＶＲが変えるこれからの仕事図鑑

櫻井秀勲

高橋成計

歳からの人生の楽しみ方

明智光秀の城郭と合戦

西村利孝

福岡浩

あなたの年金がすべてわかる

介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本

70

休館日です

11月

日

0974-22-7733

小学生の社会見学ラッシュです！

天文教室 日食観測めがねをつくろう
場
講

令和元年11月
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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 野 ☎0974-34-2130
千 歳 ☎0974-37-2069
犬 飼 ☎097-578-1281
市内無料電話
（９発信）
をご利用ください

〜みんなで楽しくイキイキ体操！〜 みくに学園９月学習会
９月19日、中央公民館高齢者学級「みくに学園学習会」を開催し、22人
が参加しました。今回は、３Ｂ体操指導者の芦刈章子先生をお招きして、健
康体操や脳トレ、レクリエーションを行い、楽しみながら体を動かし心も体
もリフレッシュできました。脳トレの場面では、
「先生、もう１回しちみちく
れなぁ〜」と、いつも以上に会話を弾ませながら、お互いに動き方を教えた
り褒め合ったりしながら、笑いの絶えない１時間半となりました。
みんなが笑ってるぅ〜♪
学園生も笑ってるぅ〜♬

このゲーム楽しい!!

〜アレンジメントで安らぎを〜 緒方公民館家庭教育学級
９月26日、豊後大野市認定こども園 緒方保育園「ちゅうりっぷ」で、
緒方公民館家庭教育学級出前講座「フラワーアレンジメント」を開催しまし
た。家事や育児に毎日忙しいお母さん方が、少しでもリフレッシュできれば
いいなという思いがあり、初めて開催しました。皆さん、
「難し〜い」と言
いながらも、かわいいアレンジが完成していました。今後も、皆さんが楽し
める活動を考えていきたいなと思っています。またのご参加をお待ちして
います。
ん〜こんな感じでいいのかなぁ〜？

我ながら上出来♪

〜寝食をともにして〜 朝地町通学合宿
今年で20回目を迎える通学合宿が、朝地公民館で９月11日から３泊４日の
日程で開催されました。朝地小学校６年生の１５人が参加。食事作りや洗濯、
掃除などの家事全般をすべて自分たちで行い、公民館から学校へ徒歩通学し
ました。また、夕食後にジオ学習や朝地まちづくり協議会による学習会を行
い、地域の自然を守ることや将来の朝地町のことを考えたりしました。いつも
と違い、テレビやゲームもなく、決められた時間を守りながら、みんなと協力し
て生活したことは、貴重な経験になったのではないでしょうか。ボランティア 朝地の将来、真剣に考えました このくらいの大きさでいいよね？
指導者の皆さんをはじめ、多くの方々の支えで通学合宿は無事終了しました。

国保年金係からのお知らせ

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を〜

国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月１日から12
月31日までに納付した保険料が対象です。
社会保険料控除は、自分自身が社会保険料を支払った場合、または生計を同一にする配偶者やその他の親族の負担すべき
社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
平成31年１月１日から９月30日の間に保険料を納付された方は、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険
料)控除証明書」が送付されます。10月１日から12月31日の間に今年初めて納付された方は、翌年の2月上旬に送付されます。
年末調整や確定申告の際には必ずこの控除証明書を添付してください。紛失された場合は、大分年金事務所で再発行する
ことができます。
控除証明書の照会は、大分年金事務所へお問い合わせください。

１１
（いい）月３０（みらい）日は「年金の日」です！
年金記録や将来の年金受給額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご活用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご
自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。
「ねんきんネット」は、日本年金機構のホームページ
でご確認いただくか、大分年金事務所にお問い合わせください。

★年金相談日
11月12日（火）市隣保館（大野町）
11月14日（木）市商工会（三重町）
11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

問い合わせ先
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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
で受け付けています。

大分年金事務所 ☎097-552-1211
市民生活課 国保年金係
0974-22-1001
（内線2128）

いきい き

11月は「大分いい歯の
８０２０運動推進月間」です
「8020（ハチマルニイマル）運動」は、80歳になって
も20本以上の歯を保ち、おいしく食事を食べることを
目的とした、健康づくり運動です。歯の健康はもちろ
ん、舌や歯肉など、お口全体のケアも大事とされてい
ます。
加齢とともに、かむこと・飲み込むことが低下してく
ることを「オーラルフレイル」と言います。
以下で、当てはまる項目があれば、オーラルフレイル
の可能性があります。かかりつけの歯科医院で相談を
してみましょう。

①
②
③

滑舌が悪くなる
わずかのむせ・食べこぼし
かめない食品増加

☆こころの相談会☆

こころの相談会
精神保健福祉相談
名 称
日 時 11月25日（月）13時〜16時 11月28日（木）14時〜16時
中央公民館応接室
豊肥保健所
場 所
三重町市場934-2
（市役所２階）
気分の落ち込み・ひきこもり・認知症・依存症等こころ
対象者
の健康について困りごとのある方、またはその家族
臨床心理士
専門医
対応者
電話 0974-22-0162
問合せ 電話 0974-22-4655 市民生活課内
豊肥保健所保健師
申込先 豊後大野市こころのホットライン

☆断酒会・ひまわり会☆
名 称
日 時

予防
①
②
③

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

場 所

歯科医院での定期的なケア
むし歯と歯周病予防の口の清掃
嚥下体操や唾液腺マッサージ

対象者
内容等

断酒会
ひまわり会
毎週火曜日
11月3日（日）、12月1日（日）
19時〜21時
９時30分〜11時30分
中央公民館応接室（市役所２階）
アルコールのトラブルで アルコール依存症に悩むご
お 悩 み の 方 や、「自 ら 酒 家族の方の会です。初めて
を断つ」という生き方を 参加される方は、市役所へ
希望する方たちの会です。 ご連絡ください。

☆パパママひろば
（両親学級）
☆
日 時
場 所
内 容
講 師
対 象

12月４日
（水）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
助産師、栄養士、歯科衛生士
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

☆すくすくひろば
（育児学級）
☆

日本脳炎予防接種の
お知らせ
平成17年度から平成21年度まで日本脳炎ワクチン
接種の積極的な勧奨を差し控えたことを踏まえ、接種
の機会を逃した以下の方々は定期接種の対象として予
防接種を受けることができます。
○平成11年４月２日〜平成19年４月１日生まれの20歳
未満の方
・第１期（３回）および第２期（１回）の予防接種
が未接種または回数が不足している場合は、不足
分を接種することができます。
○平成19年４月２日〜平成21年10月１日生まれの方
・第１期の予防接種が未接種または回数が不足して
いる場合は、不足分を第２期期間中（９歳以上13
歳未満）に接種することができます。
○令和６年度までの間、当該年度に18歳になられる方
・日本脳炎ワクチン接種２期の予防接種をしていない
場合は、なるべく早い時期に接種を受けましょう。
※接種については、お問い合わせください。

申込み・問い合わせ先

市民生活課

日

時

場
内

所
容

対象児

11月７日（木）
12月12日（木）
受付９時30分〜10時 受付９時30分〜10時
市役所１階 保健センター
離乳食と歯の手入れ
ベビーマッサージ
生後４〜５か月の
生後３〜４か月の
赤ちゃんとその保護者 赤ちゃんとその保護者

＊電話で予約をお願いします

☆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。
実施日
時 間
11月 ７日(木）
11月 ８日(金）
11月14日(木）10時30分〜11時30分
11月27日(水）
12月 ３日(火）

☆幼児健診☆

場 所
緒方保育園内子育て支援センター
旧朝地母子健康センター
千歳公民館２階和室
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

健診内容
１歳６か月児健診
３歳６か月児健診
実 施 日
11月20日（水）
11月14日（木）
対 象 児 平成30年３月生まれ 平成28年４月生まれ
市役所１階 保健センター
場
所
〔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
2019.11 18

市の
野
大
豊後 知ろう 〜すがおこども園のとりくみ〜
食育を
お話：栄養士 曲真知子 先生

○自給自足プロジェクト
園でのお昼ごはんで「温かい炊きたてのごはんを食べさせてあ
げたい」そんな思いから、平成12年に県のエコ保育園に指定され
たことをきっかけに、合鴨農法によるお米の自給自足を行ってい
ます。３歳以上の園児が保護者と一緒に、地域の方々の協力を頂
きながら、もみまきから田植え、稲刈り、脱穀までの工程を体験し、
11月の収穫祭で新米をいただきます。毎年、3歳以上の園児のご
はんを１年間分まかなえるほどの量が収穫できます。目標は、有
機JASの認定取得です。
○生ごみリサイクル！KIN（菌）ちゃんの野菜工場
▲田植えの様子
“野菜くず”を利用して作った肥料を用いて、野菜を栽培する
取組を６年前から行っています。園児には、家庭から“野菜
くず”を持ってきてもらい、手で細かくちぎります。
“ぼかし”
とあわせ、KＩN（菌）ちゃんの力で野菜を発酵させ、肥料を
作ります。近所の方にお借りした畑に肥料を混ぜ、さつま芋
や野菜の苗を植えて育てています。収穫した野菜は、園のみ
んなでいただき、野菜の苦手な園児も自分たちで育てた野
菜を「おいしい！」と言って全て食べてくれます。
食育活動には、地域の方や保護者会の協力が欠かせませ
ん。今後も皆さんの力をお借りし、園児の成長を「食」でサ
ポートしていきたいです。
▲肥料にするための“野菜くず”を細かくする作業

11月の集団健診日程

参加者
募 集

あけあじ運動教室
「体幹を鍛えて代謝アップ！」を
開催します
運動したいけど、「何をしたらよいかわからな
い」と思っている方はいませんか？また、あなたが
実施している運動は効果的でしょうか？そんな方は
この機会に運動教室に参加してみませんか？
◆日

時

11月28日（木）
14時15分〜16時（受付開始14時）
◆会 場 市役所１階 保健センター
◆内 容 健康運動指導士による講話と実技
「体幹を鍛えて代謝アップ！」
◆参加費 無料
＊参加希望者は11月21日（木）までにお申込みくだ
さい

「ぶんごおおの健康づくり10か条」
第４条 自分にあった運動を生活に

取り入れよう
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今年最後の集団健診です。
「ぶんごおおの健康づくり10か条」
第10条 年1回は健康診断を受けよう
集団健診前に、健診日程表（チラシ）を全戸配布して
いますのでぜひ受診ください。対象年齢や料金等はチラ
シをご覧ください。
月
会

日
場

受付時間

11月８日（金）８時30分〜10時30分
市役所
※13時〜14時
11月９日（土）
８時30分〜10時30分
市役所
11月10日（日）８時30分〜10時30分
市役所
※13時〜14時
11月11日（月）
８時30分〜10時30分
市役所

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（マンモグラィ
ー・超音波検査）、
前立腺がん、骨粗
しょう症検診、肝
炎ウイルス検査

※午後の健診について
●胃がん検診、子宮頸がん検診は実施しません。
●特定健診を受ける方は、朝食は軽く食べ、昼食は食
べずにお越しください。

これからの企業とSDGｓ起業の
事例紹介

の

大分県と（公財）大分県産業創造機構 おおいたスタート
アップセンターでは、民間インキュベーション施設の充実や

市内無料電話（９発信）をご利用ください。
豊後大野市役所 ☎0974-22-1001 朝 地 支 所 ☎0974-72-1111

連携を促進し、創業支援体制の強化を図ることを目的に、

清 川 支 所 ☎0974-35-2111 大 野 支 所 ☎0974-34-2301

「インキュベーション施設連携加速化事業」を実施してい

緒 方 支 所 ☎0974-42-2111 千 歳 支 所 ☎0974-37-2111
犬 飼 支 所 ☎097-578-1111

ます。
◆日

時

11月10日（日）13時30分〜15時30分

◆場

所

a zit o（大分市金池南１丁目５番１号 コレ

問 …問い合わせ先 ☎…電話番号

…ファクス 申 …申込み先 予 …予約

ジオ大分２階）
◆講

師

令和元年度

シャボン玉石けん株式会社
課長

富村達也 氏

自衛官募集

◆講演内容 「これからの企業とSDGs起業の事例紹介」

○陸上自衛隊

◆対 象 者

50歳代でこれから起業を検討されている

◆対 象 者

中卒（見込み含む）17歳未満の男子

方、SDGｓ起業に興味のある方

◆受付期間

推薦 11月１日（金）〜11月29日（金）

◆定

員

◆申 込 先
◆必要事項

など

高等工科学校生徒を募集します

一般 11月１日（金）〜令和２年１月６日
（月）

40名程度（先着順）
次のメールアドレスに、必要事項を記入し、

◆試 験 日

令和２年１月18日（土）

送信してください。

◆試験会場

大分合同庁舎４階予定

氏名、住所、連絡先、起業したいビジネス

○自衛官候補生（男子）を募集します

の内容（起業を検討されている方のみ）

◆対 象 者 18歳以上33歳未満の男子（詳細はお問い

E-mail

合わせください）

renkeitai@alliance-share.com

問 大分県商工観光労働部

経営創造・金融課 経営創造班

◆受付期間

随時

◆試 験 日 11月30日（土）

☎097-506-3232

◆試験会場

別府駐屯地予定

問 自衛隊大分地方協力本部竹田地域事務所

♥婚活・結婚無料相談会を開催します♥
◆日時

☎0974-63-3320

相続手続はお済みですか？

①11月18日（月）９時〜16時
②11月28日（木）９時〜16時

◆場所

市中央公民館

第３会議室

(市役所２階)

司法書士無料法律相談会を開催します
◆日

時

11月９日（土）9時〜12時（予約不要）

※人数がいっぱいになり次第予約終了

◆場

所

市中央公民館 第２会議室（市役所2階）

予 問 豊の縁結び後援会

◆相談内容

■個別相談会

■個別の時間制

相続や売買、法人登記等の登記全般、貸金
返還、過払金返還、債務整理、破産手続、

☎080-6404-3433

後見人申立、その他（司法書士業務）
◆主

「お金の困りごと相談会」(無料)を
開催します

催

大分県司法書士会豊肥支部

次回相談会は令和２年１月11日に開催予定です。
問 大分県司法書士会豊肥支部

宗岡明成

☎0974-26-4030

借金の返済など債務に関すること、また家計のやりくり

大分少年院施設見学会

に困っているなどのさまざまな「お金の困りごと」に弁護
士、司法書士、多重債務相談員が、無料で相談に応じます。
※事前予約制です。各相談日の前日までにお電話でお申込

◆日時

◆日時

11月21日（木） 13時〜15時

◆場所

市中央公民館

◆主催

大分県消費生活・男女共同参画プラザ
活班

11月10日（日）
10時30分、11時30分、13時30分

みください。

☎097-534-2038

問 財務省九州財務局大分財務事務所

《多重債務相談窓口》相談員 安部
☎097-532-7188

◆受付
消費生

ふるさとまつり会場（大原総合体育館）の大分
少年院ブースで受付

第１会議室（市役所２階）
◆内容

概要説明、施設内見学（約50分程度）
ふるさとまつり会場から少年院へ、マイクロバ
スで移動します。

問 大分少年院

庶務課

☎0974-22-0610
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令和２年度 大分県立盲学校
幼稚部入学者募集

原子爆弾被爆者二世に対する
無料健康診断のお知らせ
◆健康診断対象者

◆募集対象
外の視機能障がいが高度な者で拡大鏡等の使用によ

◆申 込 み

健康診断を希望される方は、住所地の保健
所に連絡してください。

っても文字等の視覚による認識が困難な者
○視覚障がいを主たる障がいとし、他の障がいを併せ
有する者
○知的障がいを主たる障がいとし、視覚障がいを併せ

両親またはそのどちらかが原子爆弾

被爆者で、県内にお住まいの方

○両眼の視力がおおむね0.3未満の者、または視力以

◆申込期限

11月29日（金）まで

◆実施期間

11月１日（金）〜令和２年１月10日（金）

申 問

豊肥保健所
☎0974-22-0162

有する者

大分県福祉保健部健康づくり支援課

○県内に在住し、平成26年４月２日から平成29年４

☎097-506-2663

月１日までに生まれた幼児
◆出願関係書類の交付
令和２年１月 ６ 日（月）から大分県立盲学校事務室で

「目と見え方の教育相談会」
（第２回）のお知らせ

交付します。
◆出願受付期間
令和２年１月 ６ 日（月）〜令和２年１月17日（金）
９時〜16時まで
◆入学希望者面談期間
令和２年１月20日（月）〜令和２年１月23日（木）

◆日

時

12月２日（月）10時〜15時

◆会

場

市中央公民館

◆対

象

視覚障がいのある幼児・児童・生徒・成人

第２会議室（市役所２階）

およびその保護者・関係者（保育士・教員

15時〜16時まで

等）

◆結果発表
令和２年１月24日（金）の発送をもって通知します。
問 大分県立盲学校

☎097-532-2638

◆相談内容

家庭での接し方や、保育・教育・医療に関
すること。

教頭（後藤）
097-532-2636

◆申込方法

希望者は市教育委員会へお問い合わせの上、
「相談票」を教育委員会にご提出ください。
高校生以上の方は盲学校にお問い合わせく
ださい。

◆申込締切

11月15日（金）

※不明な点は直接、盲学校へお問い合わせください。
問 大分県立盲学校（大分市金池町3の1の75）

☎097-532-2638

豊肥地区福祉のしごと就職フェア
〜合同事業所説明会〜
福祉の仕事を目指す方の就職活動を応援。福祉事業所の
採用担当者から直接話を聞けるチャンスです。参加無料！

「申告所得税及び復興特別所得税」
の
予定納税（第２期分）をお忘れなく
令和元年分の「所得税及び復興特別所得税」の予定納税
（第２期分）の納期限は、
12月２日（月）です。
納期限までに、金融機関または所轄税務署の窓口で納付
してください。
「振替納税」をご利用の方は、納期限前日ま
でに口座の残高をご確認ください。インターネットを利用し
た電子納税手続きは、
ｅ−Ｔａｘホームページをご覧ください。
問 三重税務署

☎0974-22-1015 ※自動音声案内
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◆日時

12月７日（土）13時〜15時

◆場所

エイトピアおおの

◆内容

就職面談、各種相談

問 大分県福祉人材センター（大分県社会福祉介護研修セ

ンター内）
☎097-552-7000

公営住宅の入居者募集について
公営住宅等の入居者を次の要領で募集します。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。
＜11月募集＞
○市営住宅
・菅尾住宅：２戸
・東営住宅：１戸
・朝日ケ丘住宅：２戸 ・もみじケ丘住宅：１戸
（上記４つの住宅は、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）
・菅尾住宅：１戸 ・東営住宅：１戸
・朝日ケ丘住宅 : １戸
○特定公共賃貸住宅
・さわやか団地千歳住宅：２戸
＜随時募集＞
○市営住宅
・東営住宅：３戸
・朝日ケ丘住宅：７戸
・柳井田住宅：２戸
・平原住宅：１戸
・妙見住宅：１戸
・もみじケ丘住宅：４戸
・川北第二住宅：１戸 ・久原住宅：３戸
・上津尾住宅：1戸
○特定公共賃貸住宅・まちづくり促進住宅
・牧口住宅：１戸
・清川駅前下住宅：２戸
・フォレスタおがた：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。
・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。
■申込方法
・豊後大野・公営住宅管理センター（豊後大野総
合庁舎２階）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。
■募集期間
11月１日（金）〜12日（火）
※土・日・祝日は除く、８時30分〜17時
■抽
選
11月13日（水）13時30分〜
豊後大野総合庁舎２階 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人
必要です。
■次回は２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
（https://www.oita-jkk.jp/）で詳細を公開しています。

問い合わせ先 大分県住宅供給公社 豊後大野・公営住宅管理センター（豊後大野総合庁舎２階）☎0974-24-0366

おおいた林業アカデミー 令和２年度研修生募集
大分県で森林組合や林業会社などの林業分野へ就職を目指している方や、林業を新たに始めようとす
る方を対象に、林業の知識や技術を習得する１年間の研修を実施します。研修期間中は、給付金の支給
も予定しています。詳細はホームページでご確認ください。

研修期間

令和２年４月中旬〜令和３年３月中旬（約11か月）

研修場所

大分県林業研修所（由布市湯布院町）および県内の林業現場等

受 講 料

無料（ただし、一部の資格登録費用、交通費・昼食等は自己負担）

募集締切

①第一次募集：12月20日（金）まで
②第二次募集：令和２年１月20日（月）〜令和２年２月28日（金）

申込方法

も

り

森林ネットおおいたホームページ内の「受講申込書」に必要事項を記入し、
郵送または持参

申込み・問い合わせ先

公益財団法人 森林ネットおおいた 総務部（担当：渡邉、梅木）
☎097-546-3009 Fax 097-546-6969
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チュ−リップ球根植付け一般ボランティアを募集します
来年４月に開催される「チュ−リップフェスタ2020」に向け、チューリップ球根植付けボランティア
（個人・団体）を募集します。
今年は昨年より10万球多い100種類40万球の植付けをします。春には色あざやかなチューリップが咲き
誇ります。令和になって初めてのチューリップフェスタ。多くの皆さんのご協力をお願いします。
◆植付け開始時期
◆申
◆申

込
込

方
締

11月下旬からの予定です
※申込者には別途通知します
電話でお申込みください
11月20日（水）

法
切

すでに、ボランティアに登録されている方は
申込みの必要はありません。植え付けされた方
は、５月に行われる球根の掘り取りに参加し、
球根を持ち帰ることができます。

申込み・問い合せ先 チューリップフェスタ実行委員会（緒方支所内）

0974-42-2111 FAX 0974-42-4019

「第31回 豊肥地区解放文化祭」開催のお知らせ
「部落解放を担う豊かな感性と表現力をどう養っ
ていくか」をテーマにした豊肥地区解放文化祭が
今年も開催されます。舞台で発表される解放劇や
合唱、さらに会場内のパネル展示等の鑑賞を通し
て、部落差別問題をはじめとするさまざまな人権
問題についてじっくりと考える機会をもちません
か。多くの皆さまのご来場をお待ちしています。

問い合わせ先

社会教育課

◆日 時
◆場 所
◆入場料
◆内 容
◆主

社会教育係

催

11月30日（土）９時〜16時（予定）
竹田市久住公民館（くじゅうサンホール）
無料
本市内および竹田市内小中学生、三重総合高校生、
一般団体等による解放劇や合唱、発表、展示など
第31回豊肥地区解放文化祭実行委員会

0974-22-1001（内線2230）

緒方町おはなしのへやフェスタ
緒方町で子育て支援の一環として有志によりスタートした読み聞かせが20年を迎えます。
幼児教育で重要性が見直されている読み聞かせをさらに広めるべく本に親しむ機会を作
り、本への興味を高めて心豊かな子どもたちを育むことを目的として開催します。
皆さまのご参加をお待ちしています。
◆日時
◆場所
◆内容

11月９日（土）９時〜12時
緒方公民館ホール
講演会「子育てと読書」 坪山明寛 先生
パネルシアター劇 DANパネ団
紙芝居「吉作落とし」 緒方町おはなしのへや
つぼやまあきひろ

問い合わせ先

社会教育課

歴史民俗資料館

12月１日は
です！
「世界エイズデー」
ＨＩＶに感染していても症状はありませんが、他
人に感染させる力はあります。早期発見・早期治療
が重要ですので、ＨＩＶ検査を受けましょう。
豊肥保健所では第２・４火曜日の午前中（10時
〜12時）にHIV検査を行っています（無料、匿名）。
前日までの予約が必要です。当日受付はできません
ので、検査希望者は、お問い合わせください。

問い合わせ先
豊肥保健所 地域保健課
☎0974-22-0162
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疾病対策班

保健師

0974-42-4141

自死遺族のつどい
◆対
◆日

象
時

◆場

所

◆内
容
◆参 加 料
◆申込締切

大切な方を、自死で亡くされたご遺族
12月5日（木）14時〜16時
（受付13時30分〜）
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）
参加者の気持ちの分かち合いをします
無料（事前に申込みが必要）
開催日の1週間前まで

申込み・問い合わせ先
大分県こころとからだの相談支援センター
予約・相談電話 ☎097-541-6290

無料「人権特設なんでも相談所」開設
心配ごと、困っていること、何か心に引っかかることがあれば、
気軽に相談してください。
※秘密は固く守られます。相談は無料です。
期
日
12月５日（木）
12月５日（木）
12月６日（金）
12月６日（金）
▲赤嶺中の原さわやかクラブ（三重町）会員の皆
さんが案山子17体を作り、
「案山子まつり」を初
開催。公園に来た人たちを和ませていました。

・相談時間

「ストップ・オレオレ詐欺47〜家族の絆作戦〜」プロジェ
クトチーム（略称ＳＯＳ47）
杉良太郎さんや伍代夏子さんをはじめとする芸能界で
活躍されている方々で結成されたプロジェクトチーム「ＳＯ
Ｓ47」が、オレオレ詐欺被害に遭わないための対策を紹介
しています。
警察庁の特設サイトＱＲコードです。
特設サイトで、ぜひ確認してみてください！

古物営業をされる方へ
古物営業とは、中古車販売やリサイクルショップなど古物
を売買・交換する営業のことをいいます（委託を含む）。古
物営業をする場合は、公安委員会の許可が必要です。警察
署で許可の申請をしてください。また、古物営業法の改正に
伴い、現在、許可を取得している方も令和２年４月頃（別途
政令で定める日）までに、
「主たる営業所等届出書」を提出
しなければ、許可が失効します。ご注意ください。
☎0974-22-2131

犬飼幼稚園 園児募集

特色ある保育として、
英会話（週３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〜18時）
詳しくは☎097-578-0149

・相談員

人権擁護委員

問い合わせ先 竹田人権擁護委員協議会・大分地方法務局竹田支局
☎0974-62-2315

警察署からのお知らせ

申込み・問い合わせ先
豊後大野警察署 生活安全課

10時〜15時

場
所
清川支所 会議室
犬飼公民館
中央公民館
隣 保 館

線路沿線の倒木災害防止のお願い！
近年、木が線路内に倒れ込んで、設備を破損したり列車
運行の妨げとなる事象が発生しています。線路近くの所有
地で木を伐採される際や、切った木が線路内へ倒れ込んだ
り、のり面上部より落ちそうな作業を行われる際は、JR九
州へご相談ください。
◆木が線路に倒れこむと
◎線路をふさいで、列車が通れなくなります
◎電線に引っかかった場合、感電事故や信号トラブルの
原因となります
◎列車に衝突して、乗車されているお客さまが怪我をさ
れることがあります
◆倒木災害防止のために
◎所有地に線路へ倒れそうな木がないか、ご注意をお
願いします
◎線路に倒れそうな木は、大分鉄道事業部へ相談の上、
伐木などの対策をお願いします
◎緊急の場合、JR九州で伐木することがあります
■詳しくはＪＲ九州ホームページをご覧ください。
問い合わせ先 JR九州大分鉄道事業部 ☎097-513-5853

3歳児から
5歳児

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）

広告

広告
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キャリア教育で子どもたちの未来づくり

“空の安全”守ってくれてありがとう！（菅尾小学校）
９月30日（月）、菅尾小学校５・６年生で大分空港と高崎山自然動物園の見学に行きました。空港では安全を第一に考えて働いて
いる様子や来県する方々へのおもてなしの気持ちをお聞きすることができました。また、高崎山ではサルの生態を学ぶとともに、来
場者が楽しく観光ができるように、どのような仕事をしているか見学しました。

〜キャリア体験学習で学んだこと〜
６年 山添央晴さん
僕が体験学習で学んだことは三つあります。
一つ目は、空港でのことです。案内してくださったお二人の話を聞いていて、一生懸命話してく
ださったので、空港での仕事に対しての熱意が感じられました。目標を持つということの大切さ
を感じさせられました。そして目の前で飛行機を見ました。今まで飛行機について考えることは
全くありませんでしたが、今回の学習で、たくさんの人の苦労があるからこそ安全が成り立って
いることが分かりました。
二つ目は、空港の荷物受取場の工夫です。それは初めて大分に来た人が、大分の特産物が分か
るようにしているのです。天井の魚たくや荷物といっしょにすしの模型が流れてくる仕組みに
なっています。また、カボスの香りがするようにしています。旅行がそう快感で始めることができ
るのではないかなと思いました。
三つ目は、高崎山でのことです。サルを見るのが楽しみでした。でも秋の山には食べ物が多く、
えさ場にサルが来ていなかったので、資料館やビデオでサルの生態を見ました。 （〜中略〜）
滅多にない機会を体験することができて良かったです。今回学んだことを将来にいかしていき
たいと思います。とても勉強になるような計画を立ててもらい、そして将来に役立つ学習ができ
て良かったです。
豊後大野市子育て世代包括支援センター

掲示板
毎年11月は児童虐待防止推進月間です。
子どもへの虐待の多くは、
「悪いことをしている」
という認識が無いまま起こっており、次のようなも
のがあります。
□身体的虐待
殴る・蹴るなど命の危険を及ぼす行為
□精神的虐待
言葉による暴力、無視、兄弟間の差別扱い、子ど
もの前で家族に暴力を与える行為
□ネグレクト
適切な衣食住をしないで、子どもを放置する行為
□性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる行為

こどもの身体とこころを守るため、確証がなくても、
「あれ？」
「まさか？」と思ったら。。。
子育てしていて、
「つらい」
「苦しい」と思ったら。。。
相談や通告をしましょう。
管轄の児童相談所に
つながります。
匿名の通告でも
受け付けます。
きらきら相談日

毎月第１月曜日９時〜12時
保健師・臨床心理士が子育て相談に応じます。
☆次回は12月２日（月）です。

予約・問い合わせは
子育て相談専用ダイヤルまで。

求人情報

☎0974-22-1021

（10月16日現在） ※黒字：フルタイム

青字：パートタイム

①土木作業員18万円〜23万円 ②養鶏作業員14万円〜15万円 ③警備員16万円〜19万円 ④塗装工14万円〜23万円 ⑤
工業用ミシンメンテナンス16万円〜22万円 ⑥訪問介護員15万円〜18万円 ⑦准看護学校教員17万円〜28万円 ⑧生産
ラインスタッフ14万円 ⑨鮮魚店員19万円〜30万円 ⑩木材加工16万円〜19万円 ⑪レストラン調理補助810円〜900円
⑫牛乳・乳製品宅配1,000円〜1,250円 ⑬清掃員790円 ⑭クリーニング作業員790円〜830円 ⑮ハウス栽培作業員790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。お気軽にお尋ねください。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/
問い合わせ先
ハローワーク豊後大野 ☎0974-22-8609

第１回『エイトピアの日』出演者・出展者大募集！ 『ダンボールアートであそぼう！』(講師：石井里菜さん)
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2020年でオープンから22年目を迎えるエイトピアおおの。豊後大野のみなさまにエイトピアおおのをもっと身近
に感じて頂ける、年に一度のお祭り「エイトピアの日」を開催します！歌、演奏、ダンス、演劇、落語、アートなど全ジャ
ンルの出演者・出展者を大募集します。サークルや教室の発表の場として、日頃の成果をエイトピアで披露しませ
んか？同時に芝生広場での屋台出店者も募集しています。詳細はエイトピアおおのまでお問い合わせください。

昨年も大人気だったエイトピアおおのアート講座！
身近なダンボールにはいろんな物を作ることができる可能性を秘めています。
めいろ、電車、お家などなど…みんなで楽しく遊びながら新しいダンボールの使
い方を探してみませんか？ ※当日は汚れてもよい服装でお越しください。

□日 時：2020年3月15日(日) ※準備・リハーサルは3月14日(土)
□場 所：エイトピアおおの 大・小ホール、芝生広場 及び 全館
□参加費：無料（基本的な音響・照明費、及び施設使用料は無料）
□対 象：豊後大野市民、及びエイトピアの施設利用者（屋台出店者は市外も可）
※出演・出展希望多数の場合は、お断りする場合があります。
□応募締切：2019年11月30日(土)まで
広告
■お問合せ：エイトピアおおの
0974-22-8000

□日 時：第１回12月27日（金）第２回３月15日（日）に開催！
①午前の部 10：00〜12：00 ②午後の部 13：00〜15：00
□場 所：エイトピアおおの 2階 和室
□参加料：600円（材料費込）
□講 師：石井里菜さん（油絵作家）
写真は昨年度開催した『ドリッピング
□対 象：どなたでも／未就学児は保護者同伴／定員各10名 であそぼう！』の様子です。
広告
■お問合せ：エイトピアおおの
0974-22-8000
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出演、寸劇・舞踊・太鼓・神楽・フラダン
ス等と演目も多彩
特別出演は、陸上自衛隊西部方面音楽隊

﹂内は保護者敬称略︾

お誕生
おめでとう
︽９月中届出・﹁

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

おくやみ
申し上げます

・馬

・柚

・木

・大

・小

生︶

場︶

木︶

野︶

石︶

原︶

北︶

・ 大野町町︶

・藤

山︶

・酒井寺︶

・郡

山︶

田︶

・郡

口︶

家︶

・原

・両

・田

・高津原︶

・細

・下

口︶

町︶

先月号の ページに掲載い
たしました、ふるさとまつ
りの日時に誤りがありまし
た。訂正してお詫びします。
︿誤﹀９時〜 時 分
︿正﹀ 時〜 時 分
︵オープニングイベント
９時 分〜︶

︵犬飼町︶

下農部老人クラブニコニコ会

●犬飼小学校︑犬飼中学校へ

後藤ツギ子︵犬飼町︶

清川小学校︑大野小学校へ

●新田小学校︑菅尾小学校︑

◇物品寄付︻敬称略︼

善意の窓

︻大野︼
●橋本
司︵
●後藤チヱ子 ︵
●羽田野一子 ︵
︽ 月中届出・敬称略︾
義文 ︵
＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。 ●伊東
●城井 一人 ︵
●足立
盛︵
・浅 水︶
︻千歳︼
・浅 水︶
●
美︵
・百 枝︶
●宮成 哲雄 ︵
・百 枝︶
︻犬飼︼
・ 三重大原︶
●原山 博子 ︵
・向 野︶
●立本 敏治 ︵
●足立 民子 ︵

・ 市場四区︶

・ 市場五区︶

・ 市場五区︶

・ 肝煎一区︶

山︶

・ 肝煎二区︶

・内

方︶

・前内田︶

・山

・越

生︶

谷︶

・ 三重山田︶

・白

・越

・ 緒方平石︶

︶

在︶

揚

・池

・

・下尾塚︶

30 30

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）。

11月17日（日）
11時30分
12時30分〜15時30分
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・犬山神楽保存会、横堀岩戸神楽保存会
●演
目 貴見城、八雲払ほか
●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
0974-35-2372
問い合わせ先 神楽会館

86 95 86 87 93 86

86 94

82 91 96

15 15

ひろば
●日
程
●開場時間
●公演時間
●場
所
●入 場 料

９

︻三重︼
︻三重︼
●古澤 天颯︵てんは︶
●深田トミ子 ︵
﹁直樹・佳央里︵三重大原︶﹂ ●深田八重子 ︵
●森﨑 智貴︵ともき︶
●神田 善久 ︵
﹁慶明・みさき︵市原︶﹂
●廣瀬
武︵
●三浦 光喜︵こうき︶
●梶原 五士 ︵
﹁智道・恵︵上赤嶺二区︶﹂
●後藤 眞一 ︵
●奥村 空矢︵こうや︶
●坂本 光則 ︵
﹁嘉朗・典子︵ 下赤嶺中の原︶﹂
●栽松セイ子 ︵
●横田 梢恵︵こずえ︶
●日坂 久代 ︵
﹁知明・郁美︵ 下赤嶺中の原︶﹂
●雄木スズヱ ︵
●阿部 凜音︵りおん︶
●小林フサヱ ︵
﹁敏宏・文美︵金田︶﹂
●石田源之助︵げんのすけ︶ ●三浦ヒサコ ︵
●甲斐ケサ子 ︵
﹁健人・夢叶︵三重原︶﹂
●山口 紗亜弥︵さあや︶ ●小高 正和 ︵
●河野
﹁大・真澄︵三重原︶﹂
︵
●細野 音空︵とあ︶
●菅生 幸江 ︵
﹁貴文・さき︵東営住宅︶﹂ ︻緒方︼
●木村 鷹利︵おうり︶
●三代 光子 ︵
﹁純・翔子︵内田︶﹂
●工藤 千代 ︵
●十時 涼介︵ りょうすけ︶ ●矢須田光威 ︵
﹁貴明・奈津美︵内田︶﹂
●河室トシコ ︵
︻緒方︼
●原尻 元紀 ︵
●衞藤 陽翔︵はると︶
● 藤 京儀 ︵
﹁友則・愛︵下自在︶﹂
●堀 美代子 ︵
︻朝地︼
●衞藤 憲男 ︵
●首藤 蒼翔︵あおと︶
︻朝地︼
﹁雄三・有華︵朝地︶﹂
●羽田野吉信 ︵
︻大野︼
●芝畑
勝︵
●名村 維月︵いつき︶
●小加部憲幸 ︵
﹁寿貴・恵美︵中原︶﹂
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40

19団体…400名の出場

〒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）

第38回 大分
矯正展を開催
第33回 三重町
チャリティーショーの開催

☎097-543-5177
大分刑務所
問い合わせ先

三重町チャリティーショー実行委員会
事務局 神志那正まで
☎/FAX0974-22-3152
問い合わせ先

86 89 85 81 98 102 90 58 88 90 91 92 88 52 88 88

84 97 76 77 103 90 90 93

76 79 93

大分刑務所では、
「社会を明るくする運動」の一環として、
大分矯正展を開催します。
◆日
時 11月16日（土）・17日（日）９時30分〜16時
（日曜日は15時30分まで）
◆場
所 大分刑務所（大分市畑中）
◆入 場 料 無料、駐車場あり
◆主な内容 刑務所見学ツアー（先着順）、矯正広報、陶芸、革製品製
作体験、鑑別所職員による性格検査、自衛隊車両等展示、キッズダンス等ス
テージイベント、監獄カレー試食販売、刑務所作業製品の展示・即売など
11月24日（日）開演９時30分
エイトピアおおの大ホール
協力券500円/枚が必要

◆開 催 日
◆開催場所
◆入
場
◆出演団体

みんなの

神楽会館一般公演
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犬飼ふれあい
軽トラ市
日時
場所
内容

11月24日（日）
８時30分〜14時30分
大分県畜産公社駐車場内
（犬飼町田原）
地元産品（肉、野菜など）
の軽トラでの販売

問い合わせ先
犬飼まちづくり協議会（橋本）
☎090-2512-9424

第６回 内田区
趣味の文化展
期
間 11月16日（土）〜17日（日）
場
所 三重町内田区公民館
出展内容 手工芸・鉢物・写真・書き物・
収集品・趣味の習い事の作品展
示。来場者に枝ペン無料配布
屋外テントでは野菜販売など
※竹筒ご飯の実演・試食を行い
ます（両日10時から）
問い合わせ先 首藤建平 ☎0974-22-3036

令和元年度 緒方町
ふるさと美術展
期
間 11月26日（火）〜29日（金）
展示時間 ９時〜17時（初日は13時
から、最終日は16時まで）
場
所 緒方公民館ホール
出展内容 絵画（油彩・水彩・絵手紙）
、
書道、写真、工芸など
問い合わせ先
緒方町美術協会 事務局
☎0974-24-4567

下田

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医
当番日
11月 ３ 日（日）
11月 ４ 日（月）
11月10日（日）
11月17日（日）

11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▶おおいた動物愛護センター
☎097-588-1122
大分市大字廻栖野3231番地47

犬・猫の譲渡と引取について
おおいた動物愛護センターへ事前
にお問い合わせください。
問▶おおいた動物愛護センター
☎097-588-1122
大分市大字廻栖野3231番地47

無料相談のご案内
家事・民事出張相談
※ただし、手続案内に限ります。
日時：21日（木）
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
毎週月〜金曜日

不動産に関する相談
日時：21日（木）９時〜12時
場所：市中央公民館（市役所２階）
問▶総務課総務係
0974-22-1001

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
問▶市清掃センター
0974-22-4733
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電話番号
0974-34-2215
0974-22-3321
0974-64-1234
0974-22-6333

11月23日（土） にこにこ内科クリニック（三重町） 0974-22-7776
11月24日（日） 天心堂おおの診療所（大野町）
0974-34-3331
12月 １ 日（日） 菅尾医院（三重町）
0974-22-0378
※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

豊後大野市民病院
（緒方町） 0974-42-3121
救急告示施設
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
11月 ３ 日（日）
11月 ４ 日（月） 豊後大野市民病院（緒方町）
11月10日（日）
11月17日（日） みやわき小児科（三重町）
11月23日（土）
11月24日（日） 豊後大野市民病院（緒方町）
12月 １ 日（日）
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。

電話番号
0974-42-3121
0974-24-0230
0974-42-3121
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、
「おおいた医療情報ほっとネット」で公開
しています。
（https://iryo-joho.pref.oita.jp/srh_toban.html）

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

医療機関名
児玉医院（大野町）
福島病院（三重町）
あさじ町クリニック（朝地町）
三重東クリニック（三重町）

歯 科 休 日 当 番 医
当番日
11月 ３ 日（日）
11月 ４ 日（月）
11月10日（日）
11月17日（日）
11月23日（土）
11月24日（日）
12月 １ 日（日）

医療機関名
フレンド歯科（三重町）
みえ病院歯科（三重町）
むとう歯科医院（犬飼町）
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）
市場のはいしゃさん（三重町）

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。

電話番号
0974-22-8828
0974-22-2222
097-578-1800
0974-22-8811
0974-32-7864
0974-32-7700
0974-22-1455
診療時間
9時〜12時

三重総合高校
収穫感謝祭を開催
生徒たちが丹精込めて作った農産物
や加工品を販売します。
◆日時

令和元年 月号

◆内容

11

11月23日（土）
８時50分〜12時
即売会や神楽部の公演、餅
まき、食品バザーなどが行
われます。また、野菜や草
花、作物、食品などの販売
物品もあります。

問い合わせ先
大分県立三重総合高等学校 農場
☎0974-22-5500

まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

35,505人 （−53人）
16,520人 （ −2人）
18,985人 （−51人）
16,093世帯（−23世帯）

令和元年９月30日現在（

ぶんごおおのMUSIC FESTA 令和元年

BLACK BOTTOM BRASS BANDコンサート

◆日時 11月17日（日）開場13時30分 開演14時
◆場所 エイトピアおおの大ホール
◆料金 全席自由1,000円（当日1,200円）
・高校生以下500円（当日700円）
※未就学児無料
◆出演・BLACK BOTTOM BRASS BAND
・三重総合高校吹奏楽部
・三重中学校吹奏楽部
・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
●小・中学生を無料ご招待！
事前に入場整理券を配布します。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
エイトピアおおの

0974-22-8000

豊後大野の

）内は前月比

ひと

第10回 豊後大野市

子育て講演会

食物アレルギーから子どもを守る
ためのコツをご存じですか？
◆日時
◆場所
◆講師

11月28日（木）19時〜20時
市役所1階 保健センター
大分大学客員教授
是松聖悟 先生
豊後大野市民病院
安部義一 先生
◆総合アドバイザー
豊後大野市民病院 拜郷敦彦 先生
これまつせい ご

あ

べ よしいち

はいごうあつひこ

参加費無料!

申込み不要

問い合わせ先
豊後大野市民病院 地域医療連携室
0974-42-3121

納税等のご案内
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、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）
12月２日
（月）
※ケーブルテレビ使用料

11月26日
（火）

かわ の くに

こ

河野邦子さん（大野町）

よい歯コンクールの県大会で上位入賞！
今月号でご紹介するキラリ人は、笑顔と歯がとてもおきれいな河野邦子さ
んです。
河野さんは、
「令和元年度 親と子・高齢者のよい歯のコンクール」で、80
歳以上で20本以上自分の歯を保持している「８０２０（ハチ マル ニイ マル）
達成者」として、市の代表に選出されました。県の審査会の結果、県下から
選出されたよい歯14人の方の上位5人が受賞する優秀賞に輝くこととなりま
した。
受賞の感想をお聞きしたところ、
「とても大きい会場での授賞式に驚いた
のに、県で優秀賞になりさらに驚きました。結果通知が届いた時、すぐにか
かりつけの歯医者さんへ報告に行ったんですよ」と笑顔で語られた河野さ
ん。親知らず以外の歯は抜歯したことがなく、28本すべての歯を保持されて
います。日ごろから気をつけていることもお聞きしたところ「朝と夜は必ず
時間をかけて歯を磨きます。かかりつけの歯医者さんから歯科健診の案内
も来るので定期的に歯科健診へ行ってます」と教えていただきました。
水墨画や俳句、古文書を読み解くなど趣味も多彩。水墨画は児童に教えに
行くこともあるそうです。とても元気で活発な河野さん。
「口は健康の第一
の門だと思います。歯が痛くなって、はじめて大切にしようと思うのが人間。
痛くなる前に歯磨きやうがいを
したり、歯を治療するのが大事だ
と思います」と白い歯をキラリと
輝かせ語ってくれました。
11月は「大分いい歯の8020運
動推進月間」でもあります。一生
自分の歯で食べられるように、
この機会に歯科健診を受けてみ
ませんか。
▲8020運動を進めよう！

発行／豊後大野市
編集／総務課
〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200
0974（22）
1001
豊後大野市ホームページアドレス https://www.bungo-ohno.jp/

0974（22）3361
2019.11 28

