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特集﹁わ﹂を体験！
日本ジオパーク全国大会
表紙：10月29日、千歳放課後児童クラブを利用する
子どもたちが、ハロウィンパレードを行いました。

▲カフェひなたぼっこの皆さんが作成！
▲石橋づくり、
うまくできた！

▲清川中の清流太鼓も披露！

▲ジオパークガイドが豊後大野の魅力発信！
▲熱心に発表を聞く来場者

▲暁太鼓（緒方町）
が来場者を歓迎！

▲大分高校書道部が大交流会で作成！

10月31日から「第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会」
が県内で初めて開催されました。
11月3日と４日は本市がメイン会場となり、招待講演や分科会、口頭発
表、ポスター発表が行われました。県内外から約2,800人の方が訪れ、会
場は大いに賑わいました。今回は全国のジオパークを体験できるブースも
準備し、ジオパーク関係者だけでなく、一般参加者も気軽に楽しめ、全国
の方と交流できた大会となりました。
大会や各種発表、飲食・物産ブース、ボランティア等、ご参加いただい
た皆さま、ありがとうございました。
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口頭発表・ポスター発表で感動の
「ワッ！」
グーグル

マップ

Google Map※を活用した「おおいた豊後大野ジオパーク」
緒方すごいぞマップの作成（緒方小６年生）

全国から集まった54組の方々がジオ
パークに関する取組などを発表。市内
からも小・中学生らが発表しました。

「ふるさと緒方のよさを主に若い方や外国人観光客に味
わってもらうためにはどうすればよいか」
をテーマにWebサイ
トでのウオーキングマップを作成した経緯や活用方法を発表
しました。
※インターネットを通して提供される地図検索サービス

緊張したけど、うまく発表できて良かったです！
しゅとう か あや

首藤花綾さん

わたしのイチ押しGS（ジオサイト）（清川中２年生）

６人それぞれが、
お気に入りのジオサイト
（沈堕の滝
や菅尾磨崖仏、出会橋・轟橋など）
を紹介し、お気に入
りのポイントや特徴を説明しました。
緊張しましたが、豊後大野市の良さを全国の
おお つ さと し

大津怜史さん

皆さんに知っていただけて良かったです！

豊後大野における
「豊旅」
と
「ジオガイド」が担う役割
（ツーリズム豊後大野 代表 芝崎聡通さん）
しばさきさとみち

ツアー参加者とコミュニケーションを取ることで、地元民では見えてこない
ものが見えてくるなど、着地型旅行業者「豊旅」
と
「豊後大野ジオパークガイ
ド」
が担う役割を、
ツアー企画などの観点から考察し発表しました。
豊後大野市のこと、
ツアーの中でジオガイドが活躍していることなどをご来場の方に知ってい
ただいたことで、今後、豊後大野市に足を運んでもらえるきっかけになればと思います。
ツアーを実施する中で、一番大事なことはお客さんとのコミュニケーションであると強調して話
しました。
そのことが伝わればと思います。地道にツアーを実施してきましたが、最近ではツアーの
参加者からジオガイドにファンレターが届くようになりました。少しずつですが、
ツアーの成果が出
てきているのかなと思っています。

全国の取組や事例をポスターで展示。市内の小・中・高生も学習の成果や
取組をポスターで展示しました。

ポスターを作成した方々が来場者に説明しました。
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芝崎さん

全国ジオパークブロック別パビリオンで
驚きの
「ワッ！」

▲東北の狩猟「春熊狩り」
を
模した射的ゲーム

▲九州電力の地熱発電ゲーム

パビリオンや各ブースでは、
さまざま
な体験ができました。

▲飲食・物産ブースではさまざまな
豊後大野の食を味わえました

ジオツアーで市内のジオサイトを巡り、
自然と人との調和の
「和」
大会期間中の前後にはジオツ
アーが開催され、全国から訪れ
たツアー参加者がジオガイドの
案内で市内のジオサイトを巡り
ました。
辻河原の石風呂
（緒方町）
で石風呂体験

百枝小学校×姫島小学校 ジオパーク教育交流で友情の
「輪」

大会期間中に本市を訪れた姫島村立姫島小学校の児童と百枝小学校の児童がジオパーク教育交流
を行いました。11月３日は、会場に訪れた来場者にアンケートを実施し、班ごとにアンケート結果を分析。
結果をまとめ、
ジオパークのアピール方法などを発表しました。
４日は、百枝小の児童が沈堕の滝を現地で、
スケッチブックを使いクイズ形式にして紹介。岩戸の景観
では両校の児童がともに溶結凝灰岩など４種類の石を探して、特製の宝箱に収めて交流を深めました。
アンケートの協力お願いします！

ジオパークを知らない人がまだ

全国にもっとPRしては？

いるので、もっとアピールを！

１日目

こうしたらいいなという

たくさんの人から意見を
聞けた！
▲会場でアンケート調査中

ここでクイズ！！

▲アンケート結果発表

改善点が分かった！

これが溶結凝灰岩かな？

２日目

４種類の石、全部
見つけたよ！

▲沈堕の滝を紹介しました

▲岩戸の景観で石探し

７月と11月の交流を通して、姫島のことも分かったし、
ふるさと豊後大野の良さも
よく分かりました！
（解散式で児童代表あいさつ 百枝小5年

ふじ た ゆうせい

藤田雄成さん）
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招待講演、分科会で驚きや感動の
「ワッ！」
ヨン カ ミン

香港ユネスコ世界ジオパーク統括責任者の楊家明氏をお招きし、
「地域社会との協働とは」
をテーマに講演が行われました。
３つの分科会も開催され、全国から集まったジオパーク関係者
が真剣に議論しました。
ユニバーサルデザイン分科会

▲ジオパークにおけるユニバーサル
デザインについて考えました。

▲招待講演の様子

保全分科会

▲各地域のジオパーク保全に関する
取組を持ち寄り議論しました。

SDGs分科会

▲ジオパークを通じ、SDGｓの意味や
可能性を考えました。

閉会セレモニーで伝わるの
「わ」
閉会セレモニーでは、大会実行委員長の川野市長が
「伝えるではなく、伝わることも意識した活動へ拡げ、
ジオ
パーク活動が地域活性化の大きな力となることを目指し、
ジオパークの持続可能な発展に挑戦していく」
と大会宣
言を述べました。閉会のことばは、百枝小学校と姫島小
学校の児童が述べ、盛況のうちに大会を終えました。

手作りキーホルダーをお土産に 人と人とのつながりの
「輪」
市外から来た来場者へのお土産として、手
作りキーホルダーを配布。大野郡森林組合か
ら提供していただいた廃材を使用し、大分県
信用組合や市女性団体連絡協議会の皆さん
に協力いただき、一つ一つ心を込めて作成し
ました。

▲終業後、
お手伝いしていただいた
大分県信用組合の皆さん

同日
みえまちホコ天2019「みえの市」 開催

今年は日本ジオパーク全国大会にあわせて11月3日に上記イベン
トが開催されました。
「まちを元気にする」
ために市民主体で考えられ
た企画で、三重町駅前通りに特設を含め50以上のお店が軒を連ね、
多くの家族連れなどで賑わいました。
このほか会場内では、三重総合高校吹奏楽部による演奏、
ミニライ
ブ、すがおこども園のマーチング、西宮神社三重神楽社による神楽、
空手の演武が行われ、駅前綱引選手権では、一生懸命に綱を引く参
加者と観客の声援で大賑わいとなりました。
また、豊後大野市から通学している大分高校書道部の皆さんによ
る書道パフォーマンスには、多くの来場者がつめかけました。
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つくりませんか！ マイナンバーカード
マイナンバーカードは、マイナンバー（個人番号）を証明する書類や、本人確認の際の身分証明書として利
用できます。
また、今後は、健康保険証として利用したり、マイナンバーカードを使用して、さまざまな行政手続きを行
うことがインターネット上で可能となる予定です。

１. まずは必要なものをチェック
市役所から通知カードと一緒に送られてきた交付申請書を持っていますか？

（１） 持っていない場合
①市民生活課および各支所で、交付申請書の再発行が可能です。
（本人確認書類をお忘れなく）
②手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードして、郵便で申請することもできます。マイナンバーカード 郵便
（顔写真の貼り付けとマイナンバーの記入が必要です）

（２） 持っている場合
次の４つの方法から申請ができます。

２. マイナンバーカードの申請方法

申請から約１か月後、市役所から「交付通知書」が届きます！
交付通知書に記載の必要書類を持って、市役所へあなたのマイナンバーカードを受け取りに来てください。

2019.12

6

マイナンバー＆マイナンバーカード よくある疑問

マイキーＩＤの設定について
令和２年度に消費税率引上げに伴う対策の一環として、
マイナンバーカードを活用したマイナポイント
（プレミア
ム付与）の取組が実施される予定です。
マイナポイントを利用するためには、マイナンバー
カードを取得し、そのカードを使用してマイキーＩＤを設
定する必要があります。
本市では、この手続きを支援する窓口を設置していま
すので、ぜひご利用ください。

マイキーＩＤの設定支援窓口
場
所： 市民生活課および各支所
時
間： 開庁時間内
必要なもの： マイナンバーカード
（マイナンバーカード交付時に設定した
４桁の暗証番号が必要です）

＜マイナンバーについてのお問い合わせ＞
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
＜問い合わせ先＞ 市役所
0974-22-1001
マイナンバー、マイキーＩＤ設定に関すること
マイナンバーカードの申請および交付に関すること
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総務課 情報推進係（内線2923）
市民生活課 戸籍住民係（内線2121）

住民票の写し等にかかる事前登録型
本人通知制度をご利用ください！
市では、住民票や戸籍などの不正請求や不正取得を抑止する目的で、住民票や戸籍を家族以外の第三者や代
理人に交付したときに、その事実を通知する本人通知制度を実施しています。第三者交付にかかる本人通知制
度（事前登録型本人通知制度）をご利用する場合は、事前登録が必要ですので、まだ登録をされていない方は、
不正取得の早期発見のために登録をおすすめします。
通知の対象となる証明書
◆住民票 ◆住民票記載事項証明書 ◆戸籍謄本および抄本 ◆戸籍附票 ◆戸籍記載事項証明書
本人に通知する内容
◆交付年月日 ◆交付した証明書の種類・交付通数 ◆交付請求者の種別（代理人または第三者）
登録できる人
豊後大野市に住民登録や本籍がある人（過去にあった人も含む）
登録の際に必要なもの
本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）、印鑑

問い合わせ先

市民生活課

戸籍住民係

0974-22-1001（内線2122）

12月は「滞納整理強化月間」です！
納税の公平性と税収の確保を図るため、県と県内全市町村が連携し12月を「滞納整理強化月間」として、
徴収の強化に取り組みます。
税金は納期限内納付を
市税は、福祉や教育・道路整備をはじめ市民の皆さんが安心して生活できる環境づくりの原資となる貴重な
財源です。充実した行政サービスが行われるように市税などの納期限内納付にご協力をお願いします。
納期限内に納めていただけない場合は、延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日
から本税の完納の日までの日数に応じて発生します。
滞納処分を強化します
高額滞納者や催告に応じない滞納者、収入があるにもかかわらず少額の納付しかしない滞納者には、納期限
までに納付された納税者との公平性を保つため、法令に基づき預金、給与、生命保険、不動産などの差し押さ
えを行います。
放置せずに必ず相談を
本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情により市税の納付が困難な場合は、そのま
ま放置せず必ず相談をしてください。

問い合わせ先

税務課

収納管理係

0974-22-1001（内線2112）

由布・日田・九重・玖珠合同公売会
〜税金の滞納解消に向け由布市、日田市、九重町、玖珠町と合同で公売会を開催します〜
◆日時 12月15日（日）９時30分開場
◆会場 由布市挾間体育センター（由布市挾間町向原17番地２）
【第１回入札】10時20分開始
【第２回入札】11時20分開始
◆当日入札に必要なもの
①購入代金（現金のみ）
②本人確認ができるもの（運転免許証等）
③印鑑（認印可、法人の場合は代表者印）
④代理人が入札する場合は委任状
⑤スリッパまたは体育館シューズ等の上履き

問い合わせ先

税務課

収納管理係

豊後大野市の差押物品も公売します！
主催 由布市、日田市、九重町、玖珠町
共催 大分県・大分市・宇佐市・国東市・豊後
高田市・竹田市・豊後大野市
＊物品は現状での中古品扱いであり、保証はご
ざいません。
＊未成年の方は、入札に参加できません。
＊事情により、入札時間が変更になることがあ
ります。

0974-22-1001（内線2111）
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年末年始の家庭ごみ収集のお知らせ
12月の開場日および収集計画について

●開場日 12月８日（日）・28日（土）・29日（日） ９時〜12時、13時〜16時
※事業所のごみは持込みできません。
※毎年、年末はごみの持込みをされる方が多く大変混雑するため、搬入に時間がかかり皆さまに大変ご迷惑を
おかけしています。できるだけ第２日曜日の12月８日または平日に持ち込んでいただきますようご協力をお
願いします。

●年末年始臨時収集（可燃ごみのみ収集）
月・木曜日コース
12月30日（月）
火・金曜日コース
12月31日（火）
水曜日コース
１月４日（土）

●年末年始の休日
12月30日（月）〜令和２年１月５日（日）は
持込みできません。

詳しくは、平成31年度ごみ・し尿等収集計画表をご覧ください。
問い合わせ先

市清掃センター

0974-22-4733

生ごみ処理容器（コンポスター）給付事業について
家庭ごみの減量化・再資源化を推進するために、生ごみ処理容器（コンポスター）給付事業を実施しています。給付
基数には限りがありますので、希望される方はお早めに申請してください。
◆手続きの流れ
①環境衛生課または各支所に給付申請書を提出する。
②ご自宅に給付決定通知書および納付書が届いたら自己負担金（2,500円/基）を市役所等で納付する。
③①の窓口へ領収書を提示し、コンポスターを受け取る。
◆給付条件
市内に住居を有する方（事業所等は対象外）
◆備考
コンポスターのサイズは190リットル（直径72㎝×高さ71㎝）です。※配送は行いませんのであらかじめご了承ください。

マイエンザってなに？

使ってみようマイエンザ

マイエンザは、悪臭などを抑えて、家庭内にいる土着微生物（汚れなどをきれいにする微生物）を元気にして家
庭の排水、
下水、河川をきれいにする微生物環境浄化資材のことです。

マイエンザを作るには！
マイエンザは、比較的簡単に作る事ができますが、少々コツが必要ですので、ご自分で作ってみたいと思われる
方は、環境衛生課までお問い合わせください。また、地域や団体などで作ってみたいとお考えの方は、出前講習
会も行う事ができますので、環境衛生課までご相談ください。

もったいない！みんなで減らそう食品ロス

「食品ロスの削減の推進に関する法律」が10月1日に施行されました
●食品ロスとは？
食べられるのに捨てられる食品のこと。
日本では年間約643万トン（平成28度）、国民一人当たりに換算すると毎日茶碗１杯
分のご飯を捨てている計算となります。

●家庭でできる取組

さんまるいちまる

●3010運動
宴会などの「始めの30分、終わりの10分」は、自分の席で料
理を楽しむ時間を設け、外食事の食べ残しを減らす運動。
・食べきれる量の注文・食べきりの声かけ

・買いすぎない
・作りすぎない
・食べきる
・家にある食材、食品をチェックする
（賞味、消費期限等）

皆さん一人ひとりができることから、食品ロスを減らす取組をしてみましょう
問い合わせ先 環境衛生課 環境衛生係
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0974-22-1001（食品ロス内線2301・コンポスター/マイエンザ内線2304）

〜市内建設業者の皆さまへ〜
令和２･３年度工事等競争入札参加資格審査申請書受付について
◆受付期間
12月２日（月）〜令和２年３月２日（月）
持参する場合は、土・日曜日、祝日および年末年始の閉庁日を除く８時30分から17時まで。
郵送の場合は、最終日消印有効。信書便の場合は、最終日必着分まで有効。
◆申請書の提出方法（注意事項）
①大分県への申請を済まされてから申請してください。
②市内に本店または支店等（委任先）を有する方は、会社（委任先）および代表者（市内在住の方に限る）
の市税完納証明書を申請書に添えて提出してください。
証明書は税務課または各支所で発行します。
③委任先がある場合は、申請書に委任状を添えて提出してください。委任状の様式は任意でかまいません。
④豊後大野市暴力団排除条例に基づき、誓約書の提出が必要です。
⑤実績調書類提出要領に基づき、豊後大野市に対して、競争入札参加資格の申請を行っている（競争入札参
加資格を有している）関連会社がある場合、その状況について記入し、「関連会社の状況調書」の提出が
必要です。
⑥申請様式は市ホームページに掲載しています。
⑦新たに申請される方は、大分県共同利用型電子入札システムに利用者登録が必要です。
⑧申請書をファイリングする必要はありません。
◆有効期限
市内・県内建設業者・・・令和４年３月31日まで
◆（参考）県外建設業者および建設コンサルタント等業者受付期間
令和２年２月３日（月）〜令和２年３月２日（月）
※詳細は、令和２年１月号の市報に掲載予定です。

提出および問い合わせ先

財政課

契約検査室

0974-22-1001（内線2431・2432）

〜新小・中学１年生を対象に〜
就学援助費の新入学学用品費
（入学準備金）
を入学前に支給します
◆対 象 者

令和２年４月に豊後大野市立の小・中学校に入学予定で、生活保護を受けていないが、生活保護に
準ずる程度に経済的に困窮している方やその他、病気・災害・経済的事情により援助が必要と認め
られる方。

◆提 出 先

新小学１年生：教育委員会学校教育課（市役所２階）もしくは各支所窓口、または４月に入学予定
の豊後大野市立小学校
新中学１年生：現在通われている豊後大野市立小学校

◆申請期限

12月20日（金）

◆そ の 他

新入学学用品費（入学準備金）の申請書類は、新小学１年生は直接、新中学１年生は各学校を通じ
て教育委員会から配布されます。新入学学用品費以外の就学援助費の申請書類は、２月以降に各学
校を通じて配布します。

問い合わせ先

教育委員会学校教育課 学校教育係

0974-22-1001（内線2210）
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認知症サポーター養成講座を開催しました
９月24日、千歳小学校５・６年生、９月30日、大野中学校1年生、10月３日、
清川小学校４年生、10月21日、大野中学校３年生を対象に、それぞれ認知症
サポーター養成講座を開催しました。
認知症キャラバンメイトによる養成講座が行われ、また、演劇で認知症役
の方との接し方をグループごとに考え発表しました。
「認知症の方の後ろからでなく前から声をかけたことが良かった」「認
知症の方を見かけたら優しい言葉をかけたい」など多くの意見が出され、
よい学習ができました。
▲大野中学校１年生

▲千歳小学校５・６年生

▲清川小学校４年生

▲大野中学校３年生

『もの忘れ相談日』のお知らせ
◆日時：12月16日（月）10時〜12時
認知症疾患医療センター相談員対応
12月20日（金）14時〜16時
傾聴セラピストによる傾聴
令和２年１月８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）

「なかよしこよしのつどい」を開催
10月31日、地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこで市子育て支援センター
交流事業「なかよしこよしのつどい」が開催され、子育て支援センターを利
用している親子104人と市内で活動されているボランティア（愛育会・食生活
改善推進協議会・千歳すきっぷくらぶ・おおのルンるんサポーター）約40人
が集まりました。
講師の衛藤ひとみさんの指導でリンパマッサージを教わり、ヨーヨーつり
やボールゲーム、トンネルあそび、もぐらたたきやあかちゃんコーナーなど夢
中になって遊びました。
市内に5か所ある子育て支援センターでは、子育てに関する情報を提供した
り、子育て家庭等に対する育児不安等の相談指導や子育てサークル等への支
援など地域の子育て家庭への育児支援を行っています。市ホームページに各
支援センターのおたよりを掲載しています。お気軽にご利用ください。

ロータリー等を装着したまま公道走行が可能になりました
ロータリー等の直装型作業機※を装着した状態のトラクターが、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能
になりました。
※直装形作業機･･･けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等のトラクターに直接装着する作業機

Q．
「一定の条件」とはどのようなものですか？
A．灯火機器、作業機の幅、最高速度、運転免許などの確認が必要となります。詳しくはお近くの農機販売店や、
地方運輸局、地方農政局、
（一社）日本農業機械工業会にご確認ください。

問い合わせ先
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農業振興課

農政企画係

0974-22-1001（内線2316）

令和２年４月から
「豊後大野市奨学金返還支援制度」
が始まります！
市では、奨学金を返還しながら働く若者を対象に、年間返還金の３分の２（上限額20万円）を
５年間（最大100万円）助成する制度を開始します。

● 制度の目的
奨学金の返還を支援することで、安心して教育を受けることのできる環境をつくるとともに、
豊後大野市への若者の移住定住と地元就職を促進し、活力ある豊後大野市を目指します。

● 補助内容
補 助 率 2/3
補 助 額 交付年度の前年度奨学金返済額×2/3（上限20万円）
補助期間 5年間 （最大1人100万円）

● 対象者
令和元年９月27日以降に新たに働き始めた方で、以下の要件をすべて満たす方
① 高校、大学等の在学中に奨学金の貸与を受けた方
② 申請年度の年齢が30歳以下で、豊後大野市に住所があり、かつ居住している方
③ 申請年度から5年以上市内に居住する意思がある方
④ 奨学金を遅滞なく返済しており、市税等の未納がない方
⑤「市内または市外の事業所に雇用されている方（週20時間以上の勤務）」、「個人で事業を営む
方」、「事業専従者」のいずれかに該当する方
※ ただし、次の方は対象となりません。
・ 公務員（国家公務員法または地方公務員法の適用を受ける方）または独立行政法人の職員
・ 奨学金返還に関する他の補助金等を受給している方
・ 暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する方

● 対象となる奨学金
①
②
③
④

日本学生支援機構の第1種・第2種奨学金
大分県奨学会の奨学金
大分県社会福祉協議会生活福祉資金のうち教育支援資金
その他市長が認める奨学金

● 補助金の返還
補助金の交付後、転出や仕事を辞めるなどした場合には、当該年度に係る補助金を返還しなけ
ればなりません。

● 申請の手続き
補助金の申請受付は、令和２年４月から開始しますが、受付期間や必要書類等の詳細について
は、市報３月号と市ホームページでお知らせします。
問い合わせ先

学校教育課 教育総務係

0974-22-1001（内線2202・2203）
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三重総合高等学校からお知らせ

地元と共に成長する高校として

普 通 科 大学入試を始め、幅広い進路に対応！
ACADEMIC

１年２クラス、２・３年：３クラスの少人数徹底指導

国公立進学コース
大学入試に向けて、切磋琢磨する集団づくりと丁寧な個別指
導で国公立大学進学に必要な学力を育てます。

総合進学コース
総合選択制の利点を生かし、大学、短大、専門学校、就職など
幅広い進路希望に対応した学力を育てます。

生物環境科

命と向き合い、地域社会に貢献！
BIOLOGY ENVIRONMENT １年で基礎、２年から３つのコース
野菜コース

野菜栽培の基礎を学ぶとともに、施設園芸、バイオテクノロジ
ーの技術を学習します。

草花コース

草花栽培の基礎を学び、フラワーアレンジメントなどの国家資
格取得にも挑戦します。

食品製造コース

６次産業化に向けて農産物の加工技術を学ぶとともに、地域
の特産品を使った商品開発を進めています。

メディア科学科 技能を磨き、資格取得に挑戦！
MEDIA SCIENCE

１年からの資格取得に向けての指導

簿記コース

日商簿記検定を中心に各種検定資格を取得し、事務系の就
職や経済学部等への大学進学を目指します。

情報コース

パソコンを使って、デザインやＩ
Ｔ技術の基礎を学び、情報処
理の資格取得に挑戦します。

今年度の主な部活動成績
○大分県高校総合体育大会
《団体戦》・馬術：総合優勝（７年連続12回目）・剣道（男子）：団体３位
《個人戦》・柔道（女子）： １位・３位
・馬術 ：少年障害飛越競技クロス障害 １位・２位・３位
少年障害飛越競技低障害
１位・２位・３位
○インターハイ出場：柔道（女子）
○九州大会出場：柔道（女子）
陸上競技（男子円盤投・男子ハンマー投・男子砲丸投）
○その他
・野球部：大分県高等学校野球選手権大会ベスト４（夏の甲子園大会県予選シード権獲得）
・農業クラブ：県学校農業クラブ大会意見発表大会 最優秀（九州大会出場）
県学校農業クラブ大会農業鑑定競技大会 最優秀（全国大会出場）
・放送部：NHK杯全国高校放送コンテスト大分県大会研究発表部門優秀
（全国大会出場）
・神楽部：大分県高文連邦楽発表大会「日本の調べ」郷土芸能の部 銀賞
・吹奏楽部：大分県吹奏楽コンクール 小編成部門 高等学校の部 銀賞

問い合わせ先
13

2019.12

三重総合高等学校

☎0974-22-5500

本校の最新情
報 は こ ちら を
ご覧ください

Facebook

ホームページ

永
‐年のご功績をたたえて ‐
受賞者の皆さま︑おめでとうございます

令和元年度 豊後大野市表彰

令和元年度豊後大野市表彰式典が、

月３日︵文化の日︶にホテルますの

井で行われ、市政の振興に功労のあっ

た個人・団体が表彰されました。

川野市長が﹁今後とも、市民の模範

として、地域活性化の一翼を担ってい

ただきますとともに、豊後大野市の発

展のため、ますますのご指導を賜りま

すよう切にお願い申し上げます﹂と式

こんどうみつふみ

辞を述べ、表彰状を贈りました。

受賞者を代表して、近藤光文さんか

ら謝辞が述べられました。

受賞者の皆さま、誠におめでとうご

ざいます。受賞者は次の方々です。

︻敬称略︼

︵三重町︶

●治安維持・安全功労

近藤光文

︵千歳町︶

くつかけよしのり

沓掛義範

︵豊後大野市︶

●社会福祉保健功労

あんしん研究会
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令和２年度 九州八県赤十字大会受章者・法人募集
〜○歳の記念に、設立から○周年の節目に、
“社会貢献のために何か残したい”〜
近年、そのようなお問い合わせをいただくことが増えています。「人間のいのちと健康、尊厳を守る」ことを理
念とする日本赤十字社に賛同し、一時に20万円以上の寄付のご協力をいただける個人や法人を、令和２年11月に大
分市で開催予定の「九州八県赤十字大会」の式典にお招きします。式典では、皇室の方や日本赤十字社社長の出席
のもと表彰品の授与が行われます。
つきましては、「九州八県赤十字大会」で有功章を受章される方を募集します。
◆募集区分

銀色有功章

一時に20万円以上50万円未満納める方

金色有功章

50万円以上納める方

※既に銀色有功章受章者でさらに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
者となります。
◆募集締切

令和２年３月31日

問い合わせ先

日本赤十字社大分県支部

豊後大野市地区

社会福祉課

0974-22-1001（内線2152）
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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

笑わせ上手

佐々木ヨシカさん（千歳町）

10月20日、
千歳町前田の佐々木ヨシカさんが100歳のお誕生日を迎え
られました。
ヨシカさんは同地区のご出身で、ご主人を亡くしてからは女手ひとつ
で農作業を手伝いながら生計をたて子ども２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。
ヨシカさんは、若い頃から日記を毎日欠かさず記していたそうです。
山菜やキノコを採るのが好きで、娘婿と一緒に山に行っていたとのこと。
採ってきた山菜やキノコは、少しだけ食べてほとんど近所の方などに
配っていたそうです。
長女の佐々木召子さんは「ずっと女手ひとつで苦労してました。
でも、
人を笑わせるのが好きで、冗談をよく言ってました。世話好きで面倒見
の良い性格だったこともあって、家にはいつも人が集まっていたんです」
とヨシカさんのことを教えてくれました。
しょう こ

一生懸命リハビリします

あや

べ

ふさ

こ

綾部房子さん（朝地町）

10月21日、朝地町板井迫の綾部房子さんが100歳のお誕生日を迎え
られました。
房子さんは竹田市のご出身で、公務員のご主人を支え、ともに兼業農
家を営みながら子ども４人を育てました。
当日は入所している竹田市の高齢者福祉施設に家族や施設職員が集
まり盛大にお祝いが行われました。
房子さんは農作業を95歳頃まで続けていたとのこと。施設で行う計
算テストはいつも満点。また、足腰を鍛えるために、今でもスクワットな
どの運動をしているそうです。
100歳になった感想とこれからの抱負をお尋ねすると「家を守るのに
一生懸命やってきました。これまでいろいろあって、長い道のりでした。
寝たきりにならないように今後も一生懸命リハビリに励みます」と元気
に答えてくれました。

社交的な性格

嶋田ヒサコさん（犬飼町）

10月21日、犬飼町下津尾の嶋田ヒサコさんが100歳のお誕
生日を迎えられました。
ヒサコさんは千歳町下山のご出身で、ご主人が中国で戦死
した後、市内の病院で働きながら子ども３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
員が集まり、盛大にお祝いが行われました。
退職後は、公民館活動で大正琴や、ハーモニカ、詩吟、花道、
書道などを教わり、知人と楽しんでいたそうです。また、働いて
いた頃から習慣として日記を記していたとのこと。社交的な性
格で、こんにゃくやフキのつくだ煮などを作って、近所によく
配っていたそうです。
100歳になった感想をお尋ねすると「100年は早かったです。
もっと長生きします」と元気に答えてくれました。
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ぶんごおおのトピックス
九州大会優勝！
豊後大野市感謝状贈呈式
10月25日、上記贈呈式が市役所で行われました。
今回感謝状を授与されたのは、三重町百枝の野上真生さん（三重中
３年）です。
野上さんは、７月６日・７日に佐賀県佐賀市で開催された「令和元年
度国民体育大会第39回九州ブロック大会」の少年馬場馬術競技と少年
団体障害飛越競技で優勝されました。
感謝状を受領した後、野上さんから「これで満足せずに今後も大会で
良い結果が出せるように頑張ります」と謝辞が述べられました。
▲感謝状を手にする野上さん
の がみ まなみ

学校給食へのミニトマト贈呈
よ

き

た

きよ た よしゆき

10月９日、株式会社世喜太農園代表者清田義幸さんと技能
実習生の皆さんが市役所を訪れ、学校給食用食材として市に
ミニトマト約2,800食分の贈呈をしました。
清田さんが「自慢のミニトマトを食べてください」とあいさ
つされ、川野市長がお礼を述べました。頂いたミニトマトは、
市内の幼稚園・小学校・中学校にミニトマトやポークカレー用
食材として提供されました。ありがとうございました。
▲ミニトマトを手渡す世喜太農園の皆さん

第21回 クリーンアップキャンペーンin三重川
11月１日、市内から65団体約200人
が参加し、上記クリーンアップキャン
ペーンが行われました。主催者である
三重川を守る会の神志那正会長のあ
いさつ後、全員で三重川河川沿いの
清掃活動を行いました。参加された皆
さん、お疲れさまでした。
▶作業終了！

豊後大野市 戦没者追悼式
74年が経過 戦没者の冥福を祈り 恒久平和の願い新たに
11月８日、上記追悼式がエイトピアおおので開催され、遺族会の方々を中心に約200人が参列されました。式典では、戦没者へ
黙とうが捧げられた後、遺族を代表して佐藤康宏さん（三重町）が「これからは我々若い世代が、戦争の記憶を風化させず、平和
を語り継ぐことの大切さを次の世代に伝えていきます」と哀悼のことばを述べられました。また、大野中学校３年の清水寛人さん
が「戦争の惨状から深く学び、自分たちの学びや考えを自分たちなりの方法で社会に発信していくことも大切だと思います」と平
和のメッセージを読み上げました。最後に参列者全員で献花をし、戦没者の冥福と恒久平和を祈りました。
さ

とうやすひろ

し

▲平和のメッセージを
読み上げる清水さん

▲遺族代表の言葉を
述べる佐藤さん

みずひろ

と

▲恒久平和と戦没者の冥福を祈り献花する参列者の皆さん
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第７回 九州古希
軟式野球選手権大会 出場報告
6月24日から大分市で行われた「第７回九州古希軟式野球選手権大
会大分県予選会」で三重クレインズが優秀な成績を収め、上記大会へ
の出場を決めました。
11月６日から福岡県直方市で行われた「第７回九州古希軟式野球選
手権大会」を前に、チームの皆さんが川野市長へ報告に訪れ、伊東一郎
監督が「まずは初戦突破し、上位進出目指します」と決意を述べました。
い とういちろう

▲上位進出 目指すぞ！

ねんりんピック紀の国わかやま2019
グラウンド・ゴルフ交流大会 出場報告
10月17日、上記大会に出場する市内から選抜された選手の皆さんが
川野市長に出場報告を行いました。
選手代表の工藤孝さんが「精一杯たたかい、みんなの模範になるよ
うなプレーをします」と決意を述べ、市長が「県代表として、和歌山で
は上位入賞目指し頑張ってください」と激励しました。大会は、11月10
日から和歌山県日高川町で開催されました。
く ど う たかし

▲県代表として、頑張るぞ！

「第41回 日本シニアゴルフ選手権競技」および
「第26回 日本ミッドシニアゴルフ選手権競技」出場報告
さ とうけんいち

10月25日、上記大会に出場を決めた朝地町の佐藤憲一さんが川野
市長に出場報告を行いました。
佐藤さんは「全国10位以内を目指し頑張ります」と決意を述べまし
た。「第41回 日本シニアゴルフ選手権競技」が10月30日から兵庫県
川西市で、
「第26回 日本ミッドシニアゴルフ選手権競技」が11月7日
から愛媛県新居浜市で開催されました。

▲全国大会 頑張るぞ！

全日本大学駅伝対校選手権大会
出場報告
10月28日、上記大会に日本学連選抜の一員として出場を決めた、北
九州市立大学の陸上部に所属する安藤貴信さんが川野市長に出場報
告を行いました。
安藤さんは「初めての全国の舞台で自分の持ち味である積極的な走
りをしていきたいです」と決意を述べました。大会は、11月３日に愛知
県と三重県で開催されました。
あんどうたかのぶ

▲初の全国 頑張るぞ！
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肉牛の部に続き県畜産共進会で見事２冠達成！！
10月26日、別府市で開催された第80回大分県畜産共進会（肉用牛の部）
に県内各地区予選会を勝ち抜いた46頭が出品され、本市からは1区から5区に
7頭の牛が出品されました。うち、第2区（12か月以上14か月以下）で朝地町の
工藤良一さんと、第5区（女性・後継者の部）で朝地町の安藤直樹さんが最優
秀賞首席に選ばれました。
また、各区の最優秀賞首席牛で審査される特別賞審査で、最高賞の農林水
産大臣賞（グランドチャンピオン賞）に安藤直樹さんが選ばれました。
県畜産共進会でグランドチャンピオン賞のダブル受賞は豊後大野市発足以
来、初めての快挙であり豊後大野市産の和牛の高い品質をアピールできました。 ▲工藤さん（前列左）と安藤さん（前列中央）

各町で地域貢献
シルバー人材センターボランティア作業
豊肥地域シルバー人材センターの皆さんが、市内の公共施設等で地域貢献
としてボランティア作業を行いました。８月から10月の間、原尻の滝周辺、
清川総合グラウンド、犬飼公民館、千歳小学校、朝倉文夫記念公園、大野公
民館、エイトピアおおのの草刈りやせん定作業等を行いました。

ボランティア作業ありがとうございました！
10月２日、豊肥地域シルバー人材センター朝地地区（地区長 羽田野耕一さ
ん）会員８人の皆さんが、早朝からボランティアで朝倉文夫記念公園の草刈・
せん定作業に来てくださいました。公園美化にご協力いただきありがとうご
ざいました。

三重レッドソックスがＶ４！
第17回県新人学童野球大会豊後大野市予選
10月12日・13日、緒方総合運動公園野球場で上記大会が開催され、市内７
チームが参加し熱戦を繰り広げました。三重レッドソックスが優勝し、11月に
国東市で開催された県大会へ三重サンライズとともに出場しました。
【大会結果】
優 勝 三重レッドソックス
準優勝 朝地はやぶさ
第３位 千歳野球スポーツ少年団、三重サンライズ
▲優勝した三重レッドソックス

第29回 犬飼町スポーツ振興会長杯野球大会
10月８日から11月１日にかけ、犬飼総合グラウンドで上記大会（６チーム参
加）が開催されました。大会では9試合が行われ、長谷クラブが優勝を飾りま
した。大会の結果は次のとおりです。
（敬称略）
優 勝 長谷クラブ
準優勝 大野JV
第３位 オールウェイズ
最優秀選手賞 山部正斗（長谷クラブ）
▶優勝した長谷クラブ
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令和元年度 清川町地域対抗
ミニバレーボール大会
10月31日、清川中学校体育館で清川町バレーボール協会主催で上記大会
が開催されました。町内から９チームが参加し、熱戦を繰り広げ賑やかな
大会となりました。競技を通して地区内外との交流ができ大いに盛り上が
りました。大会の結果は次のとおりです。
優

勝

砂田Bチーム

準優勝

砂田Aチーム

第３位

雨堤チーム
▲砂田Bチームと砂田Aチームの選手と応援の皆さん

令和元年度 第２回 あさじんピック
〜きちょくれ笑顔レク大会〜
スマイル

10月27日、朝地小中学校グラウンド・体育館で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。秋晴れの下、約200人の方が集まり、全５競技
で交流しました。大会の結果は次のとおりです。
（敬称略）
○グラウンドゴルフ
○グラウンドダーツ
○最速王（15ｍ走）
○スポーツ玉入れ

優 勝 羽田野忠義
優 勝 小野朗彦
優 勝 小野元輝（2秒55）
自治会の部優勝
樋口Bチーム
ジュニアの部優勝 ボランティーアチーム
フリーの部優勝
郵便局チーム

▲「最速王」よーい、どん！

▲みんなで息を合わせて

令和元年度 大野町自治会親睦
ソフトボール大会
９月30日から６日間かけ、６チームが参加し大野総合グラウンドで自治会
親睦・みんなのふれあいを目的とした上記大会が開催されました。天気の関
係などで日程変更がありましたが、真剣勝負の中にも、声援と笑い声の絶え
ない大会となりました。大会の結果は次のとおりです。
優

勝

佐代チーム

準優勝

妙勝庵チーム

第３位

片島自治会チーム

▲優勝した佐代チーム

第８回 大野町スポーツレクリエーション祭
10月13日、大野総合運動公園でだれもが気軽にスポーツレクリエーション
活動を楽しみ、健康、体力の維持増進、ふれあいと交流を目的とした「大野町
スポーツレクリエーション祭」が開催されました。
午前中はペタンク大会やじゃんけん大会、旗取り競争などが行われ、午後は
各スポーツ協会による大会が行われました。メイン競技のペタンク大会では15
チームが参加し、初めて行う方からベテランの方まで一緒になり、歓声を上げ
ながら楽しみました。

第４回 千歳町自治区対抗すこやかグラウンドゴルフ大会
11月３日、千歳総合運動公園多目的グラウンドで、上記大会が開催されまし
た。今大会は、グラウンドゴルフを通じて交流と親睦を深め、健康増進を図る
ことを目的とし、自治区団体19チームと個人戦110人で競技を行い和やかなう
ちに終了しました。大会の結果は次のとおりです。
（敬称略）
団体の部
優 勝 大高・高添支部チーム
準優勝 長石・石田支部Ｂチーム
第３位 前田・原田支部Ａチーム
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個人の部
優 勝 齋藤浅子
準優勝 甲斐トヨ子
第３位 山崎和恵

▲優勝した大高・高添支部チーム

人権・男女共同参画啓発コーナー
第10回 ぶんごおおの癒しのコンサート
グ ラツェ

〜GRAZIE（ありがとう）〜
このコンサートは、よりよい男女関係・人間関係（男女共同参画社会）をつくるために必要な、
優しい心、思いやりの心を育てようと「ありがとう」をテーマに開催します。
今年もバラエティに富んだラインナップを用意しましたので、感謝の気持を伝えたい人と一緒に、
頑張っている自分へのごほうびの時間として、癒しのひとときをお過ごしください。ご来場お待ち
しています。
◆日

時

◆場 所
◆主 催
◆その他
◆出演者

◆入場料
◆特 典
▲昨年のコンサートの様子

問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

12月15日（日）
14時〜16時（13時30分開場）
エイトピアおおの 小ホール
ぶんごおおの癒しのコンサート実行委員会
無料託児サービスをご希望の方は
12月６日（金）までに申込みが必要です。
１．ミエスイングファミリー
☆ ジャズ
２．プリマヴェーラ・ブライダル・ユニット
☆ ジャズ
３．大分二期会
☆ クラシック
無料
①先着若干名の方に絵手紙をプレゼント
②来場者を対象に抽選でアロマセットを
プレゼント

男女共同参画係

0974-22-1001（内線2491）

ジオパーク 広場
新たに８人のジオガイド誕生！
令和元年度 ジオガイド認定式を開催
10月21日、中央公民館でジオガイ
ド認定式が行われました。
今年度のジオガイド認定者の皆さ
んは、８月から約２か月間にわたり
磨崖仏、石橋、農業や観光など、多岐
にわたる講義を受講されました。
今後の活躍が期待されます。

問い合わせ先

ジオパーク推進室（歴史民俗資料館）

0974-42-4141
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図書館だ よ り

アロマテラピー教室

アロマストーン作り
12月15日（日）10時30分〜12時
場 所 図書館研修室
講 師 成松薫子先生
対 象 大人（定員20人）
参加費 300円
毎回好評のアロマテラピー教室。石膏に香りをとじこめ、
ドライフラワーを飾ります。参加してみませんか？
★申込開始：１２月１日（日）１０時〜

令和元年12月

豊後大野市図書館

図書館カレンダー
日

1
8
15
22
29

★☆＊★☆＊★☆＊★☆＊★☆＊★☆＊★☆＊★☆＊★

月

2
9
16
23
30

火

休館日です

12月

3
10
17
24
31

水

4
11
18
25

0974-22-7733

木

5
12
19
26

金

6
13
20
27

土

7
14
21
28

↑検索はこちらから!
（携帯サイト）

クリスマスおはなし会
12月22日（日）10時30分〜11時30分

年末年始の休館（館内整理含む）

場 所 図書館研修室
対 象 幼児〜小学生
内 容 絵本、パネルシアター等
★参加無料、申込不要
クリスマスにちなんだおはなし会です。
皆さんで楽しい時間を過ごしませんか？

天文教室

１２月２７日
（金）〜令和２年１月５日
（日）
年末は12月26日（木）が最後です。
年始は令和２年１月６日（月）から開館いたします。

全国優良読書グループとして
「さんびきのこぶた」グループが表彰されました

日食観測めがねをつくろう

12月７日
（土）詳細は11月号に掲載

公益社団法人読書推進運動協議会が行っている優良読書グ
ループ表彰事業で、
「さん
びきのこぶた」の皆さんが
表彰されました。
「さんびきのこぶた」グ
ループは、約30年にわたり
人形劇や読み聞かせ等の
活動を行ってきました。

お申込みが必要です。空席があるかをお尋ねください。

移動図書館

巡回日程

12月

移動図書館は、12月が最後の巡回になります。
今年度もご利用ありがとうございました。１・２月は
ぜひ本館をご利用ください。
日

巡回ステーション 巡回時間 日
9：30
ひがしこども園
３日 東幼稚園
10：00 ４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
６日
５日 菅尾小学校
10：15
（金）
（木） 朝地小学校
13：00
ももえだこども園
17日
百枝小学校
（火）
清川小学校
しいのみこども園
19日
大野小学校
（木）
おおのさくら幼稚園

11月の回覧でお知らせしたとおり、新図書館建設に
伴い、令和２年４月から休館となります。
令和２年２月まで…通常貸出
令和２年３月
…返却、館内閲覧のみ
令和２年４月から…完全休館
令和３年１月
…新図書館オープン予定

9：15
10：20
12：45
13：20
9：20
12：40

蝦夷太平記

新 刊 案 内

十三︵とさ︶の海鳴り

市川憂人

カナダ金貨の謎

神とさざなみの密室

安部龍太郎

有栖川有栖

北野武

伊藤朱里

櫛木理宇

きみはだれかのどうでもいい人

虎を追う

小杉健治

伊東潤

逃避行

笹本稜平

潮待ちの宿

サンズイ

島本理生

北野武第一短篇集

夜はおしまい

新堂冬樹

純、文学

神を喰らう者たち

辻村深月

想い人の心得

ツナグ

福田和代

深見黎一郎

道尾秀介

カッコウの微笑み

犯人選挙

カエルの小指

オルハン・パムク

2019.12

図書館の今後の日程について

9：20
12：55

緒方保育園
緒方小学校

あさじルンビニこども園
9：30
18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
20日 三重幼稚園
12：55
（金） 犬飼小学校
13：30

赤い髪の女

林田康隆

井上真大

見るだけで目がよくなるガボールパッチ

西村利孝

で学んだ超速パソコン仕事術
Google

あなたの年金がすべてわかる ２０２０年版

ねずみ年のゆる文字年賀状 筆ペンで書く 宇田川一美
21

県立図書館での表彰式

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

第4回

豊後大野っ子食育標語

６月の食育月間に合わせ、市内各小・中学校と三重総
合高等学校の児童・生徒に食育標語を募集しました。
1,691作品の中から最優秀4作品、優秀８作品、佳作８作
品の計20作品を決定しました。
最優秀賞を受賞した児童・生徒には11月10日に開催
された「第９回豊後大野市ふるさとまつり」で表彰しま
した。

今回のテーマは「元気な身体をつくろう！」
【最優秀作品】
小学校低学年の部
ご とうゆう ま

学校名 百枝小学校
作

品

学年 ２ 氏名 後藤悠真さん

おいしいな

きせつのやさい

もーりもり

小学校高学年の部
学校名 三重第一小学校
作

品 「おはよう」の

次は、元気に 「いただきます」

品

母さんの

学年 １ 氏名 木村雅子さん
手料理魔法の

エネルギー

高校の部
い

の ゆう ま

学校名 三重総合高等学校 学年 ３ 氏名 猪野佑磨さん
作

品

腹へれば

お菓子やなくて

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

名 称
こころの相談会
精神保健福祉相談
日 時 12月16日（月）13時〜16時 12月26日（木）14時〜16時
豊肥保健所
中央公民館応接室
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
専門医
臨床心理士
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☆

え とうたく ま

き むらまさ こ

学校名 千歳中学校

☆こころの相談会☆

学年 ４ 氏名 衞藤拓真さん

中学校の部
作

いきい き

断酒会
ひまわり会
毎週火曜日 19時〜21時 12月１日（日）、
１月５日（日）
日 時
（12月31日㈫はありません） ９時30分〜11時30分
場 所
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
対象者 お 悩 み の 方 や、「自 ら 酒 家族の方の会です。初めて
内容等 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。
名 称

米くうけん!!

☆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

時

場
内

所
容

対象児
▲表彰式の様子

12月12日（木）
令和２年１月10日（金）
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☆

12月のレディース検診日程
「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
今年最後のレディース検診です。予約をお願いします。
予約定員は、マンモグラフィー50人、超音波50人です。
託児があります。各町の集団健診開始前に、検診日程表
（チラシ）を全戸配布しています。対象年齢や料金等はチラシ
をご覧ください。
検診日

15日（日）

受付時間
会

場

８時30分〜10時
市役所

検診実施項目
子宮頸がん、乳がん（マンモ
グラフィー・超音波）、骨粗
しょう症

申込み・問い合わせ先

市民生活課

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
12月３日(火）
10時30分〜11時30分
12月18日(水）
11時〜12時
12月19日(木）
12月23日(月） 10時〜11時30分

場 所
いぬかい子育て支援センター
やしの実ひろば（三重町）
清川町子育て支援センター
おおの子育て支援センター
緒方保育園内子育て支援センター
１月９日(木）10時30分〜11時30分
千歳公民館２階和室

☆幼児健診☆

○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
12月10日（火）
12月３日（火）
対 象 児 平成30年４月生まれ 平成28年５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
2019.12 22

市の
野
大
豊後 知ろう 〜にこにこ保育園のとりくみ〜
食育を
お話：副園長 深田初女 先生

にこにこ保育園では、
“楽しく食事ができる子どもを育てよ
う！”を目標とした食育の取組を行っています。
○ご飯の食べ比べとデイサービス利用者との交流
園では、16年前から釜でご飯を炊く日を設けています。園
児は稲刈りした“もみ”を手にとり、自分でもみ殻をむく体験
をしています。
「中からお米（玄米）が出てきた！」と驚いてい
ます。釜で炊いたご飯と炊飯器で炊いたご飯の食べ比べをし、
「釜で炊いたご飯のほうがお
いしい！」とおかわりを何杯も ▲稲刈りの様子
求める園児もいます。秋にはサツマイモの収穫を行い、隣接するデイサービスの利用者
と一緒に焼き芋にし、食べることを通じて交流しています。食べ物に興味をもってもら
うような取組と、いろんな世代の方とふれあう機会を大切にしています。
○食べ物とからだの関係について学ぶ
食材を栄養素の働き別に、からだのエネルギーになる「黄色」、からだを作る基にな
る「赤色」、病気を防ぐ「緑色」の３色のグループに分け、身近な食材がどの色のグルー
プに入るかゲームやクイズ形式で学んでいます。
「元気に遊ぶために“黄色”の食べ物
を食べようね。給食に入って
▲釜でご飯を炊く様子
いるから探してみよう！」など
の声かけも行っています。先日、園児同士のおままごとの中で
「きょうのご飯には“緑色”の食べ物のブロッコリーが入って
いるのよ」といった声が聞こえてきて、園児が食べ物の興味を
もってくれていることに、大変うれしく思いました。
園で行った食育活動は毎月のメルヘン便り（園新聞）で保
護者の方に紹介しています。ご自宅でも「この食べ物は３つの
グループのどれかな？」といった声かけをしてほしいと思って
います。
▲３色のグループについての学習

第９回

豊後大野市ふるさとまつり

『あけあじ健康ぱーく』開催
子どもから高齢者まで約280人の方が来場！

11月10日、ふるさとまつり会場である大原総合体育館メインアリーナ
で、豊肥保健所や食生活改善推進協議会、糖尿病療養指導士会、作業療法
協会など市内の関係団体に協力いただき、市の健康づくりのキャッチフレ
ーズである「あなたのけんこうあなたじしんで」を体験できるブースを開
設しました。

MR（麻しん・風しん混合)
２期の予防接種は
お済みですか！？
ＭＲ２期の対象は小学校就学前１年間、
接種期間は令和２年３月31日までです。
体調のよい時に、できるだけ早めに接種す
ることをおすすめします。
人にうつさない、人からうつされないため
に、予防接種に努めましょう。
対 象 者

▲野菜クイズコーナー
（豊肥保健所・栄養士会豊肥支部）

▲小児がん患児・家族支援レモネードスタンド
（ライオンズクラブ国際協会三重FWT委員会）

問い合わせ先 市民生活課 健康推進室
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平成25年４月２日
〜平成26年４月１日生まれの方
接種費用 無料（全額市が負担します）
接種場所 予防接種を実施している医療機関
持っていく物 母子健康手帳

0974-22-1001

終活・相続

無料相談会

の

遺言書・認知症対策・成年後見・家族信託・遺産分
割・生前整理・不動産処分、活用・高齢者の入居支援な
ど終活や相続に関することなら何でもご相談ください。
◆日時

12月17日（火）13時〜15時

◆場所

市中央公民館

第３会議室（市役所２階）

問 ＮＰＯ終活支援ネット

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
清 川 支 所 ☎0974-35-2111 大 野 支 所 ☎0974-34-2301
緒 方 支 所 ☎0974-42-2111 千 歳 支 所 ☎0974-37-2111
犬 飼 支 所 ☎097-578-1111

☎080-2732-3986

巡回特別労働相談
（相談無料・秘密厳守・予約不要）
労働者や事業主からの労働問題に関するトラブル・悩
みについての相談を、弁護士、社会保険労務士、労働基
準署監督官がお受けします。
◆日

時

12月19日（木）13時30分〜15時30分

◆場

所

市中央公民館

第１会議室（市役所２階）

問 …問い合わせ先 ☎…電話番号

…ファクス 申 …申込み先 予 …予約

消費税軽減税率制度説明会の
開催について
〜事業者の方はぜひ説明会にご参加を！〜
三重税務署では、10月１日から実施されました消費
税の税率引上げおよび軽減税率制度についての説明会を

◆相談内容

労働問題全般に関すること

開催します。軽減税率制度実施後の記帳方法および申告

◆相談方法

来場または電話による相談

書の作成方法に重点を置いた説明会です。

※電話相談はフリーダイヤル 0120（601）540
スマホ・携帯からは ☎097（532）3040

本年最後の説明会となりますので、事業者の皆さま方
はぜひご参加ください。

問 大分県労政・相談情報センター（大分県雇用労働政策

対象者

課内）

開催日時

定

員

12月12日（木）

☎097-532-3040

14時から15時30分

令和２年度 大分県立聾学校幼稚部
入学者募集
◆募集対象

事業者

各30名
12月16日（月）
10時から11時30分

※開催場所は、三重合同庁舎２階会議室です。
※事前の申込みは不要です。

○両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上の方
のうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解

問 三重税務署

☎0974-22-1015

※自動音声案内

することが不可能または著しく困難な方
○平成26年４月２日から平成29年４月１日までに生
まれた幼児で、大分県内に在住する方
◆出願関係書類の交付
令和２年1月14日（火）から大分県立聾学校事務室で交
付。交付時間は、９時から16時。
（土・日・祝日を除く）
◆出願期間
（１）出願書類の受付期間
令和２年２月１日（土）９時から２月13日（木）16時
まで（土・日・祝日を除く）
（２）出願書類の提出先
受付期間内に所定の入学願書・調査票に必要事項を
記入の上、大分県立聾学校事務室に提出してください。
郵送の場合は「書留」でお願いします。
〒870-0823

大分市東大道２丁目5-12

大分県立聾学校長

♥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

①12月９日（月）９時〜16時
②12月12日（木）９時〜16時

◆場所

市中央公民館

■個別相談会

第３会議室

(市役所２階)

■個別の時間制

※人数がいっぱいになり次第予約終了
予 問 豊の縁結び後援会

☎080-6404-3433

宛

◆入学希望者面接
入学希望者には、2月下旬に面接を行います。
問 大分県立聾学校

☎097-543-2047

教頭

望月

097-546-2111
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令和２年度 就農準備研修の
研修生を募集

令和２年度 大分県立盲学校高等部
入学者募集
◆募集対象

視覚に障がいのある方（両目の矯正視力が
おおむね0.3未満の方）
※年齢は問いません。
◆募集学科 ①本科普通科（中学校卒業の方）
高等学校卒業資格を取得し、大学進学・
就職等を目指します。
単一障がい学級８名・重複障がい学級３名
②専攻科（高校卒業以上の方）
保健理療科８名※あんまマッサージ指圧
師国家資格を目指す学科
理療科８名※あんま師・はり師・きゅう
師国家資格を目指す学科
◆出願期間 令和２年２月17日（月）〜２月21日（金）
※出願書類は盲学校で12月２日（月）から
配布します。
詳細は大分県立盲学校のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
問 大分県立盲学校
☎097-532-2638

令和２年４月１日に
改正労働者派遣法が施行されます
派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向け、派遣労
働者と派遣先の労働者との間の均等・均衡待遇を確保する
ことが義務化されます。詳細はお問い合わせください。
問 大分労働局職業安定部需給調整事業室
「派遣労働者の同一労働同一賃金特別相談窓口」
☎097-535-2095

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！
「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、
各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さ
まをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
◆融 資 額 お子さま１人につき350万円以内
◆金
利 年1.66％ ※母子家庭の方などは年1.26％
（令和元年11月１日現在）
◆返済期間 15年以内 ※母子家庭の方などは18年以内
◆ホームページ 「国の教育ローン」で検索
問 教育ローンコールセンター
☎0570-008656（ナビダイヤル）または03-5321-8656

ご存じですか 検察審査会
交通事故や詐欺などの被害にあい、警察や検察庁に訴
えたが、検察官がその事件を起訴してくれない。このよ
うな不満をお持ちの方は、検察審査会にご相談ください。
相談や申立てについての費用は一切無料です。
問 大分検察審査会事務局
☎097-532-7161
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◆研修期間

野菜長期コース、畜産コース
令和２年４月10日（金）
〜令和３年３月10日（水）
◆募集期間 令和２年１月10日（金）
〜令和２年２月14日（金）
◆試 験 日 令和２年３月６日（金）
◆研修内容 野菜長期コース 野菜栽培実習、基礎講座
畜産コース
家畜飼養実習、基礎講座
◆研修費用 野菜長期コース 44,000円
畜産コース
11,000円
◆研修場所 野菜長期コース
大分県立農業大学校（三重町赤嶺）
畜産コース
大分県立農林水産研究指導センター
畜産研究部（竹田市久住町）
◆通所方法 野菜長期コース
自宅から通所（宿舎はありません）
畜産コース
希望者には宿舎があります。
問 大分県立農業大学校研修部
☎0974-22-7583

司法書士、土地家屋調査士、行政書士
無料法律相談
◆日

時

令和２年１月11日（土）13時〜16時
（受付順、予約不要）
市中央公民館 和室（市役所２階）
豊後大野市民および竹田市民

◆場
所
◆対 象 者
◆相談内容
司法書士：相続、贈与、売買等の不動産登記、会社設
立等の商業登記、各種法人登記、少額訴訟
に関する事件等
土地家屋調査士：建物新築増築、土地分筆等不動産の
表示に関する登記、筆界特定等
行政書士：官公署に提出する書類の作成、事実確認に
関する書類の作成等
◆後
援 豊後大野市
問 司法書士
渡部定男 ☎0974-63-3155
土地家屋調査士 濱田泰夫 ☎0974-22-6332
行政書士
春野慶司 ☎070-4743-2990

講習会のお知らせ
ガス溶接技能講習
◆日 時 令和２年１月29日（水）・30日（木）
８時50分〜17時
◆場 所 大分県立農業大学校
◆受講料 14,300円とテキスト代880円
申 問（一社）大分県労働基準協会豊後大野支部
☎0974-26-4115
0974-26-4146

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

「ことば」
に魂込めて 〜第22回ことばの森フェスタ〜
11月2日、エイトピアおおので市内の小・中学生、高校生および保護者から俳
句などの「ことば」に関する作品を募集し、表彰する「第22回ことばの森フェス
タ」が開催されました。今回は2,210点のすてきな作品の応募がありました。
最優秀賞受賞者は次の皆さんです。おめでとうございます。
【俳句】渡邉友稀（緒方小3年）、中村夏海（清川中1年）
【短歌】佐藤美咲渚（三重東
小3年）、髙山天聖（緒方中2年）
【詩】十時愛実（千歳小4年）
【作文】廣瀬夢華（千歳
小4年）
【感想文】伊藤稟々花（菅尾小1年）
【家族川柳】矢根心奈（百枝小2年）・矢根
舞香（保護者）
【川柳】廣瀬紅葉（千歳中3年）※敬称略
最優秀賞受賞者の皆さん

市民講座の受講生を募集します！
今回も多岐にわたる内容の講座を開催します。次の各講座を募集しますのでぜひともご参加ください。

タイルアートでハンドメイド

季節ごとにフラワーアレンジメントを楽しむ

カラフルで、かわいいタイルを使った“トレイ”を作っ
てみませんか？
講 師：川野二奈さん
開催日：令和２年２月１日（土）10時〜12時
場 所：中央公民館視聴覚室（市役所２階）
対象者：市民
受講料：1,500円（材料費）
定 員：20名程度
（応募多数の場合は抽選）

きれいなお花とともに、心豊かなひとときを過ごして
みませんか？
講 師：此の花さくや Ａkemiさん
講座①：令和２年１月25日（土）10時〜12時
癒しの“ムーンリースづくり”
講座②：令和２年２月22日（土）10時〜12時
私を華やがせる“ハイヒールプリ
ザーブドアレンジ”
場 所：中央公民館視聴覚室
（市役所２階）
対象者：市民
参加費：各2,500円（材料費）
定 員：各20名程度（応募多数の場合は抽選）

市民講座の申込み期限はいずれも、
12月20日
（金）
まで。中央公民館、
各公民館窓口もしくは電話で受け
付けます。

国保年金係からのお知らせ
老齢基礎年金を65歳より前に受け取るには

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60歳以上65歳未満の間に受け取り始めること
ができます。支給開始は、請求書が受理された日の翌月からです。ただし、年金額は請求した時点に応じて本来の金額
から減額され、生涯減額された年金を受け取ること、また、障害基礎年金の請求ができなくなることなどの注意が必要
です。繰り上げ請求は、一度手続きをすると取り消すことができませんので、十分ご理解した上でご請求ください。
また、66歳以降に繰り下げて老齢基礎年金を受け取り始める場合は、年金額が増額されます。
手続きや内容は、大分年金事務所へお問い合わせください。

★年金相談日
12月10日（火）市隣保館（大野町）
12月12日（木）市商工会（三重町）
12月18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

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）
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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募集しています。なお、応募規定によりお断りする場合や随時募集の内容が変わる
場合もございますので、あらかじめご了承ください。
＜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 ・壱丁田住宅：１戸
・久原住宅：４戸 ・上津尾住宅：１戸
○特公賃・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
○県営住宅
・下自在住宅：１戸
■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 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

〜豊後大野市プレミアム付商品券事業〜

郵便局でプレミアム付商品券が購入できるようになりました
◆プレミアム付商品券販売場所（簡易郵便局を除く）
【三重町】三重郵便局 菅尾駅前郵便局 白山郵便局 【清川町】清川郵便局 合川郵便局
【緒方町】緒方郵便局 上緒方郵便局 小富士郵便局 長谷川郵便局
【朝地町】朝地郵便局 市万田郵便局 温見郵便局
【大野町】大野郵便局 菅田郵便局
【千歳町】千歳郵便局
【犬飼町】犬飼郵便局
12月２日（月）〜令和２年２月21日（金）
◆販売期間
郵便窓口〔月〜金〕９時〜17時 ※平日のみ
◆販売時間
◆購入時に必要なもの
・豊後大野市プレミアム付商品券購入引換券の原本
※11月29日までに購入引換券申請がお済みの非課税者の方および子育て世帯に送付しています。
・現金
・購入窓口にこられる方の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等）

問い合わせ先 商工観光課 経済振興係

0974-22-1001（内線2452）

ぶ んご 大野 里の 旅公 社だ より
タクシーで市内の観光地を巡りませんか？

里の旅公社では市からの受託事業として二次交通対策事業を行っています。市内の観光地を巡るのに、交通手段にお困
りではありませんか。そこで市内のタクシー会社の皆さんと連携して、タクシーで希望の観光地を巡るための料金に補助金
を出しています。市民の皆さんにも市内の観光にぜひ活用していただきたいと思います。詳細はお問い合わせください。
種

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

普通車
（４人まで）

類
通常料金
お客さま負担

10,000円
5,000円

15,000円
7,500円

20,000円
10,000円

25,000円
12,500円

30,000円
15,000円

ジャンボ
（９人まで）

通常料金
お客さま負担

14,000円
7,000円

21,000円
10,500円

28,000円
14,000円

35,000円
17,500円

42,000円
21,000円

絵本屋 あっそうか！ の12月イベント情報

※乗車人数はお客さまが乗車できる人数です。

12月8日㈰

14時〜15時 クリスマス会開催 ・英語のおはなし会・楽しいゲーム
クリスマスプレゼント付き クリスマスのフォトスペースを用意しています。お子さまの記念撮影にどうぞ
要予約 お子さま1人につき200円 ０才〜小学生くらいまで。予約は店頭または電話にて

12月のその他の日は市内のお祭りや道の駅での出張販売を行います。
詳しくはインスタグラム@ehonya_asoukaで検索。出張販売依頼もお待ちしています。
年内の営業は12月27日（金）まで。年明け令和２年１月６日（月）から営業。
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問い合わせ先
ぶんご大野里の旅公社
☎0974-27-4215

12月３日から
「障がい者週間」です
障がい者福祉への関心と理解を深めてもらうとと
もに、障がいのある方が社会・経済・文化その他あ
らゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める
事を目的に、毎年12月３日から９日までの一週間を
「障がい者週間」と定めています。
また、障害者基本法では「何人も、障害者に対し
て、障害を理由として、差別することその他の権利
利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明ら
かにしています。

問い合わせ先 社会福祉課 障がい支援係
0974-22-1001（内線2155）

平成31年度 行政相談日程表
会場名

担当者

三

重

田

北

清

川

伊

東

緒

方

後藤
（宏）

朝

地

後藤
（和）

千

歳

廣

犬

飼

羽田野

瀬

相談日
時 間
12月９日(月)
９時〜12時
12月20日(金)
13時〜16時
12月10日(火)
９時〜12時
12月10日(火)
９時〜12時
12月12日(木)
９時〜12時
12月20日(金)
９時〜12時

問い合わせ先
大分行政監視行政相談センター

場

所

市中央公民館
（市役所２階）
清 川 支 所
緒 方 支 所
朝 地 支 所
千歳公民館
犬飼公民館

☎097-532-3715

お んせ ん 県
手帳
民
県
た
い
お
お
中!

0年版
202

売

販
ポケットに郷土愛をしのばせて。
大分県の主要データや連絡先が
一目で分かり、便利に使える手帳です。
数に限りがありますのでお早めにお買い求めくだ
さい！

広告

広告

◆色 紺
◆サイズ、定価（税込）
大型 縦 14.9cm×横 8.9cm 600円
◆手帳内容
【巻 頭】温泉県おおいたマップ（交通）、
カレンダー（2020・2021）
【日記編】月間ダイアリー（横掛式）、週刊ダイア
リー、県内各地の行事日程
【資料編】大分県の概要、全国からみた大分県、
市町村のすがた
【名簿編】県選出国会議員等役職者、主要官公庁、
各種団体・機関など
【生活編】住民基本台帳届一覧、印紙税早見表、
県の相談窓口、大分県の全国ベスト３
など
NEW! 令和のイチオシ
【巻 末】温泉県おおいたマップ（観光）
【その他】大分の雑学一口コラム（社団法人大分
学研究会とコラボ）、大分県の１日
（大分県で1日に起こるいろいろな件数）
など
◆販売期間 12月27日（金）まで
※ 土・日・祝日を除きます。
◆販売場所 各支所
市役所売店（市役所１階）

問い合わせ先 まちづくり推進課 企画調整係
0974-22-1001（内線2449）
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キャリア教育で子どもたちの未来づくり

大分都市広域圏小中学生交流大会を豊後大野市で開催
令和元年度の大分都市広域圏小中学生交流大会が、10月６日に本市で開催されました。本市からは各中学校から1年生総勢15人
が参加し、広域圏内の小・中学生（77人）と清川・緒方を主会場にして交流しました。本年度のテーマは、
「豊後大野市ジオパーク体
験〜新しい仲間と太鼓体験＆ジオサイトを体験しよう〜」として、清川中学校清流太鼓の皆さん、俚楽の郷そしてジオガイドの皆さ
んの協力を得て実施することができました。
※大分都市広域圏：大分市・別府市・由布市・豊後大野市・竹田市・臼杵市・津久見市・日出町

〜ジオパークを通して交流〜
千歳中学校 1年 宮成芽以
私がこのジオサイト交流に参加しようと思った理由は、地元についてもっと深く知りたい、そして学
校の枠を越えて友だちをたくさん作りたいと思ったからです。私は友だちを作るのが得意なのか、すぐ
に友だちができました。
私が一番心に残ったことは、俚楽の郷に行ったことです。俚楽の郷には初めていきました。絹さんの
作った紙粘土の人形を見てとても驚きました。一体一体それぞれの顔の表情が違い、細かい部分まで
しっかり作りこまれていてすごいと感じました。中でも戦争時代の人形が心に残っています。戦争がい
かにつらいものであったのかが伝わってきました。
また、私の豊後大野市でのおすすめスポットの一つである原尻の滝にも行けたのでうれしかったです。
初めて見る『落ちない地蔵』も見ることができました。他にも清川中の清流太鼓の人たちによる太鼓の
演奏は、とても迫力があり、かっこよかったです。私は幼稚園の時に太鼓を習っていたことがあり、太
鼓に興味がありました。清川中の人たちが、私たちに太鼓を教えてくれたのですが、教え方がとても分か
りやすく上手に叩くことができました。
私は、この交流大会に参加して本当に良かったと思っています。友だちもたくさんでき、楽しい思い出
になったからです。そして、これからも地元の良さについてもっと知っていきたいと思っています。今回
お世話してくださった方々、本当にありがとうございました。
豊後大野市子育て世代包括支援センター

掲示板

リユース品について
ベビー服などまだまだ保管してお
ります。ご利用の方は専用ダイヤル
まで。

11月10日豊後大野市ふるさとまつりの「きらき
ら☆コーナー」では、子どもグッズのリユースを行い
ました。

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。
☆次回は令和２年１月６日（月）です。

市内に限らず、近隣の市の方からもたくさんの
グッズを無償提供いただきました。提供いただい

予約・問い合わせは
子育て相談専用ダイヤルまで。

た皆さん本当にありがとうございます。
当日も多くの方にご来場いただきました。持ち

☎0974-22-1021

帰りいただいたリユース品を存分に再活用していた
だけたらと思います。

求人情報

（11月14日現在）※黒字：フルタイム

青字：パートタイム

①調理員14万円〜18万円 ②営業17万円 ③郵便局窓口業務12万円 ④配管工16万円〜32万円 ⑤測量17万円〜
25万円 ⑥舗装技術職18万円〜35万円 ⑦店舗スタッフ14万円〜15万円 ⑧介護員17万円〜26万円 ⑨医療事務
15万円〜18万円 ⑩一般事務13万円〜15万円 ⑪清掃員820円 ⑫スタンドスタッフ1,000円 ⑬店舗フロア担当
830円 ⑭販売員830円 ⑮調理・接客係800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

エイトピアシネマ倶楽部 映画『

』

直木賞作家の中島京子の実体験に基づく小説を、『湯を沸かすほどの熱い愛』
などの中野量太が映画化。ゆっくり記憶を失っていく父とのお別れまでの7年
間を描いた、涙あふれる、新たな愛の物語。第11回TAMA映画賞で最優秀映
画賞を受賞。出演：蒼井優、竹内結子、山﨑努ほか。
（上映時間127分）

□日 時：2019年12月15日（日）
【午前の部】 9：30開場／10：00上映開始
【午後の部】13：30開場／14：00上映開始
□場 所：エイトピアおおの 大ホール
□料 金：【全席自由】友の会800円／一般900円
※当日料金は100円増し ※未就学児無料
■お問合せ：エイトピアおおの
0974-22-8000
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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
©2019『長いお別れ』製作委員会 ©中島京子／文藝春秋

広告

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）

神楽会館一般公演
●日
程
●開場時間
●公演時間
●場
所
●入 場 料

12月15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 緒方三社神楽保存会・重岡岩戸神楽保存会
●演
目 五穀舞、綱切ほか
●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

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）。

男女共同参画市民講座

〒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）

まだ間に合う! 年末家族で片付け大作戦! 受講
無料
ふじわらゆう

こ

昨年好評につき、藤原友子さんの整理収納講座第２弾です。
今回は、新年まで残りわずかな日数で、完璧を求めず、しかし片付けの効果を十分に感じられるような片付け
方法をご紹介します。
◆日 時 12月18日（水）18時〜19時30分
◆場 所 中央公民館 視聴覚室（市役所２階）
◆講 師 藤原友子さん（整理収納アドバイザー）
◆対 象 どなたでも参加できます。
◆申 込 12月11日（水）までに電話でお申込みください。
※託児希望の方は、12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

お誕生
おめでとう

月中届出・﹁
﹂内は保護者敬称略︾

月中届出・敬称略︾

10

おくやみ
申し上げます

︽

久子 ︵ ・片 島︶

︻大野︼

●十時

秀子 ︵ ・中 原︶

●後藤タミ子 ︵ ・宮 迫︶

●名村

●坂本クミヨ ︵ ・後田南︶

89 92 92

︽

和夫 ︵ ・向 野︶︻千歳︼

︶

久知良一区

63 68 85 103

10

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

︻三重︼

●江

104 89 81 97 86 83 76 64 87 99 91 94 81 89

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

︻三重︼

樹︵いつき︶

●玉田

瀬

﹁剛志・麻衣︵上田原︶﹂

●川野

●

慶悟︵けいご︶

●合澤

孝 ︵ ・新 道︶

雄二 ︵ ・ 上赤嶺二区︶ ●廣瀨フサ子 ︵ ・原 田︶
寛 ︵ ・ 上赤嶺二区︶ ●高野マチコ ︵ ・高 畑︶
明光 ︵ ・羽 飛︶ ●後藤美佐子 ︵ ・大 迫︶

憲治 ︵ ・内 田︶ ●

敏広 ︵ ・久原上︶

照子 ︵ ・ 下赤嶺東︶︻犬飼︼
久子 ︵ ・ 下赤嶺東︶ ●宮﨑ケサエ ︵ ・高津原︶
光子 ︵ ・下 町︶

●片山

順昭 ︵ ・内 田︶ ●十時

﹁政人・舞︵下赤嶺中の原︶﹂ ●佐

敬生︵いつき︶

●生野

・下鷲谷︶

延代 ︵ ・内 田︶ ●小野

︵

民子 ︵ ・ 中津無礼︶

●榎

●矢野 笑愛︵えな︶
●松原
﹁良真・茜︵下赤嶺中の原︶﹂ ●宮本

●佐々木

茉莉︵まつり︶

●小野

●堀

重光 ︵ ・白 谷︶

●並本佐世子 ︵ ・中津留︶

●菅生

●栁井マツコ ︵ ・

辰代 ︵ ・上自在︶

●髙橋キミ子 ︵ ・開 拓︶

●

秀敏 ︵ ・馬 場︶

中

●首

ツヤ ︵ ・野 尻︶

︻緒方︼

﹁健吾・さや香︵下赤嶺東︶﹂

●遠本

翔大︵しょうた︶

﹁真也・優里︵三重原︶﹂

●佐藤

琉羽︵るう︶

﹁浩章・絵梨︵三重原︶﹂

●角田

叶翔︵かなと︶

﹁智史・椋佳︵内田︶﹂

●内田

光︵ひかり︶

●吉野

●羽田野幸叙 ︵ ・知 田︶

︻朝地︼

●板倉シゲ子 ︵ ・綿 田︶

元 ︵ ・温 見︶

86 85 86 76 92

﹁翔悟・美文︵久知良一区︶﹂

︻清川︼

●和田

楓︵かえで︶

﹁猛・梢︵伏野︶﹂

●藤井

あかね

﹁美雄・悠︵砂田︶﹂

︻千歳︼

●後藤

﹁康徳・友子︵壱丁田住宅︶﹂ ●野崎

85 85

0974-22-1001（内線2491）

92 100 91 80
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豊後大野市地域福祉推進大会

第8回

安心で心豊かに暮らしていける地域社会の実現に向け、
「支えあいのまち 笑顔ひろ
がるまち をめざして」をテーマに開催します。参加は無料でどなたでも参加できます。
皆さんのご来場をお待ちしています。
日時
場所
内容

講師

令和２年１月26日（日）10時〜12時
エイトピアおおの 大ホール
①10時〜
表彰式
②10時40分〜 講演会
「火星人と言葉の力」
平岡禎之さん・ワッシーナさんご夫妻
ひらおかさだゆき

問い合わせ先

＊「私は火星人」と宣言した妻と
子ども４人が発達障がいという平
岡さん一家の、日常生活を通して
のそれぞれの個性との向き合い方
など、笑顔で過ごしていくたくさ
んの気付きに出会えます。

豊後大野市社会福祉協議会

☎0974-22-6677

▲講師の平岡さんご夫婦

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医

12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：19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
（空き家相談）
日時：19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：８日
（日）
・28日
（土）
・29日
（日）
９時〜12時、13時〜16時
問▶市清掃センター
0974-22-4733

2019.12

医療機関名
菅尾医院（三重町）
野津第一内科医院（野津町）
麻生医院（緒方町）
佐藤産婦人科医院（三重町）
後藤耳鼻咽喉科医院（三重町）
福島病院（三重町）
帰巖会みえ病院（三重町）
福島病院（三重町）
帰巖会みえ病院（三重町）

電話番号
0974-22-0378
0974-32-3355
0974-42-2023
0974-22-4103
0974-22-2088
0974-22-3321
0974-22-2222
0974-22-3321
0974-22-2222

※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
12月 １ 日（日）
豊後大野市民病院
（緒方町）
12月 ８ 日（日）
12月15日（日） みやわき小児科
（三重町）
12月22日（日） 豊後大野市民病院
（緒方町）
12月29日（日） みやわき小児科
（三重町）
12月30日（月）
12月31日（火）
１ 月 １ 日（水） 豊後大野市民病院
（緒方町）
１ 月 ２ 日（木）
１ 月 ３ 日（金）
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
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
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当番日
12月 １ 日（日）
12月 ８ 日（日）
12月15日（日）
12月22日（日）
12月29日（日）
12月31日（火）
１ 月 １ 日（水）
１ 月 ２ 日（木）
１ 月 ３ 日（金）

歯 科 休 日 当 番 医
当番日
12月 １ 日（日）
12月 ８ 日（日）
12月15日（日）
12月22日（日）
12月29日（日）
12月30日（月）
12月31日（火）
１ 月 １ 日（水）
１ 月 ２ 日（木）
１ 月 ３ 日（金）

医療機関名
市場のはいしゃさん
（三重町）
羽田歯科医院
（三重町）
朝地町アルファ歯科医院
（朝地町）
つばさ歯科
（三重町）
みどり歯科クリニック
（緒方町）
高倉歯科医院
（緒方町）
岩田歯科クリニック
（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）
久保歯科医院
（大野町）

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
0974-22-1455
0974-22-0317
0974-72-1032
0974-22-6262
0974-42-3031
0974-42-3622
0974-32-7220
0974-22-0327
0974-22-1118
0974-34-2577
診療時間
9時〜12時

交通死亡事故ゼロ700日を達成!!
記念式典を開催
令和元年 月号

12

市内の交通死亡事故ゼロの連続記録が、平成29年10月27日から令和元年９
月27日で700日を達成。このことを記念してエイトピアおおの駐車場で式典を
開催しました。記念式典には、豊後大野警察署や交通安全協会の職員をはじめ、
多数の関係機関、団体の皆さんが出席し、盛大に行われました。
また、今後も死亡事故ゼロの記録が続くよう700の７という数字に基づいて、 ▲記念式典の様子
各町の職域から選ばれた７人の女性
を交通安全啓発グループ「ジコゼロ
☆なないろ７（セブン）」に任命し委
嘱状を交付しました。代表の阿部秀
美さんが「交通事故防止の輪を広め
ながら事故のない安全で安心な豊後
大野市のまちづくりを目指します」と
決意を述べました。三重総合高校吹
奏楽部による演奏もあり、式典終了
後には街頭啓発活動を行いました。 ▲サラブレッドが先導しパレード
▲ジコゼロ☆なないろ７の皆さん
まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

35,482人 （−23人）
16,535人 （＋15人）
18,947人 （−38人）
16,101世帯（＋8世帯）

令和元年10月31日現在（

）内は前月比

豊後大野市 市民憲章
《本文》

一、
豊かな自然を守り、
美しいまちをつくります
一、
健やかな心とからだを育て、
明るいまちをつくります
一、
芸術を愛し教養を高め、
文化の香るまちをつくります
一、
働くことに喜びを持ち、
活力のあるまちをつくります
一、
思いやりの心を大切に、
温かいまちをつくります

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、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25日
（水）
※ケーブルテレビ使用料

豊後大野の

12月26日
（木）

もりさこ

ま

い

森迫麻衣さん（三重町）
リポーター

豊後大野市の魅力を伝えたい

今月号でご紹介するキラリ人は、大分放送（OBS）のラジオ、テレビ番組で活
躍されている森迫麻衣さんです。
森迫さんは、人に何かを伝えたいという思いから教職員になることが夢でし
たが、大学時代にさまざまなイベントを経験するうちに、司会やリポーターに興
味を持ち目指すようになったそうです。
現在、リポーター業をこなす中で、県内各地を巡り地域の人に出会い、さまざ
まな行事やおいしい食べ物を知り、新しい発見ができる毎日がとても楽しいと
のこと。
現在も三重町菅尾に居住している森迫さんは、とにかく豊後大野市愛が強い
そう。
「豊後大野市はジオパークやエコパークに認定されているように、とても
自然が豊かで、ゆったりと過ごせる素晴らしい場所。県内外に、この豊後大野市
の素晴らしさを伝えていきたいんです」と笑顔で語ってくれました。
森迫さんは、ピアノとスポーツ観戦が趣味とのこと。スポーツ観戦は、勉強し
ながらさまざまなスポーツを楽しんでいるそうです。
11月は、みえまちホコ天、ふるさとまつり、ぶんごおおのMUSIC FESTAと
朝地町出身の森祐作さんとの名コンビで司会を務め、豊後大野の秋を盛り上げ
てくれた森迫さん。これからの抱負をお聞きすると「豊後大野市の皆さんに旬
な情報、自分が発見したことなどをたくさん届けることができれば、と思ってい
ます」と力強く答えてくれました。
最後に「これからも豊後大野市
に居住し、拠点として活動してい
きたいと考えています。どこかで
お会いすることもあるかと思いま
すので、見かけたらぜひ声をかけ
ていただいて、いろいろな情報を
教えてください」とメッセージをい
ただきました。
これからの森迫さんのご活躍が
楽しみですね。

▲みえまちホコ天で森さんと司会をする森迫さん
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