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分列行進、堂々と
表紙：1月12日、エイトピアおおので消防出初式が
行われました。
（詳細はP４・P５に掲載）

まちづくりの拠点としての
支所が完成します！

〜シンプルで機能的な庁舎を目指して〜
この度、耐震性を備えた「清川支所」、
「朝地支所」が完成する運びとなりました。
新しい支所は、平時は地域コミュニティの活動拠点として、また、有事の際には各町の防災拠点
として稼働する施設となります。
新たな支所においても、市民サービスの充実に努め、地域の皆さまが利用しやすい施設の運営
を目指していきます。

朝地支所
開所式

２月10日
（月）８時から
（業務開始８時30分）

授乳室

市民係

玄関

相談室
1

会議室

相談室
2

市民ホール

概要
延床面積
構
造
建設費用
住
所

648㎡
鉄筋コンクリート平屋建て
２億8,796万円
朝地町朝地932番地１

概要
延床面積
構
造
建設費用

696㎡
鉄筋コンクリート平屋建て
２億5,624万円

住

清川町砂田936番地２

清川支所
開所式

２月17日
（月）８時から
（業務開始８時30分）

授乳室

市民係

相談室
1
相談室
2

会議室
市民ホール

玄関

※清川公民館と併せて施工しているので建設費用は按分値

所
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支所移転に伴う留意点
電話について
新支所への移転作業を開所日前週の金曜日の業務終了後から行います。それに伴い、支所への

電話は直接つながらない状況となります。この間は、電話が市役所本庁舎へ転送されますのでご
了承ください。

＜電話の転送期間＞
■朝地支所：２月 ７ 日（金）17時〜２月 ９ 日（日）
■清川支所：２月14日（金）17時〜２月16日（日）

移転前々日、前日の戸籍届の受理等について
旧支所で日直職員が対応します。

コミュニティバスについて

■清川支所

○新支所にお越しの際は「道の駅きよかわ」バス停をご利用ください。

■朝地支所（２月１０日〜３月３１日まで現行ダイヤで運行します）
○新支所にお越しの際は「朝地クリニック前」バス停をご利用ください。

○「市民病院線」をご利用の方は、旧支所が発着場所ですのでご注意ください。

○南部幹線および北部幹線の水曜日（道の駅あさじ14時52分発の便以外）は、直接新支所への運
行はありません。

問い合わせ先

朝地支所
清川支所

0974-72-1111
0974-35-2111

※両支所とも電話番号は変更しません。

期日前投票所の場所が変わります

支所移転に伴い、期日前投票所の場所が新支所に変更となります。投票に行かれる際は、お間

違えのないようにお願いします。

当日の投票所の場所も一部変更する予定です。該当地区の皆さまには、後日回覧文書等を通じ

てお知らせします。

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

0974-22-1001（内線2533・2534）

令和２年４月１日から支所の日直体制を変更します

庁舎のセキュリティの強化および業務の効率化を図るために、令和２年度から各支所の日直業

務体制を変更します。４月以降の夜間および休日の戸籍届（死亡届、婚姻届等）は、市役所本庁舎
の宿・日直室で受け取ります。

なお、台風等の際には、従来どおり各支所の職員が待機するなどの対応を行います。

市民の皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ先
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総務課

総務係

0974-22-1001（内線2405）

69

表

彰

︵敬称略︶

豊後大野市長表彰

■優良団員

分団長 古賀幹夫／神田敏宏／首藤勝典／

佐々木愛一郎／渡邉寛／原㞍雄治／太田昌

一／首 友巳／佐藤健章／横山豪／佐藤三

団

郎／伊藤正治／羽田野勉／清水哲也／古川

副団長

年以上
︵感謝状︶

哲司／森本伸治／高柳貴史／高橋欣也

員 麻生通隆

近藤光文

■永年勤続退団者 勤続

団長

分団長 加藤

麻生秀次／相澤

班長

団員

西川知之／衞

難波忠徳／後

／後藤祥／古庄英之／赤峰忠則／渡邉憲二

分団長 多田健太郎／肥髙裕治／木本雄二

■優良団員

豊後大野市消防団長表彰

立隆久

幸祐／大野栄一／寺次寿男／長野浩志／足

典章／古澤智孝／衞藤哲男／秦春幸／甲斐

清／下田栄進／渡部竜二／若松栄樹／岸野

／板井和浩／三宮文二／加藤仁文／羽田野

藤豊重／安藤敬太／羽田野卓倫／深田正也

川野武士／足立宏幸

藤浩成／友岡誠一／中津武士／足立裕之／

後藤和宏／沓冠修三

勝巳／河野邦友／羽田野宏章／阿南光典／

広美／大塚貴司／沓掛義範

15

新春を飾る

梯子乗り隊の演技
▲アトラクション

▲人員服装点検

▲団旗・署旗入場

令和２年 豊後大野市消防出初式
１月 日︑エイトピアおおので令和２年豊後大野市消防出初式が︑三浦勉消防
団長以下５９２人︑市消防本部 人の参加の下︑盛大に開催されました︒
会場では︑ラッパ隊の演奏に合わせ分列行進を繰り広げた後︑人員報告・人員
服装点検を実施︒緊張感のある統制のとれた動きが披露されました︒その後︑会
場をエイトピアおおの大ホールに移し︑表彰式が行われました︒受章者を代表し
て第１方面団本部分団長 古賀幹夫さん︵三重町︶が﹁本日の受章を機に︑さら
に消防の職責を自覚し︑住民の生命︑身体および財産を災害から守るべく︑なお
一層努力します﹂と謝辞を述べられました︒その後︑市長からの式辞︑来賓祝
辞︑祝電披露と続きました︒
アトラクションでは梯子乗り隊が江戸時代からの町火消の心意気を伝える演技
を披露︒続いて︑ももえだこども園による息の合ったかわいらしい演奏が披露さ
れました︒
なお︑各表彰受章者は次のとおりです︒
12

4
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副分団長 髙知穂史郎 ／ 多 田 英 樹 ／ 吉 田 公

第 回消防関係危険業務
従事者叙勲 ︵令和元年 月３日︶
秦陽一

年以上︶

分団長 首藤勝典／佐藤

■永年勤続功労者︵
副団長
誠司

俊／佐藤聖彦／久保勝 昭 ／ 宮 成 正 樹 ／ 波 多
■瑞宝単光章

／神品泰憲／深田文彦／嶋津廣紀／伊東政

後藤樹代文

野雄一／後藤寛之／木 下 健 路 ／ 甲 斐 弘 之 ／
︻消防本部︼元消防司令 三浦和己

河室晃明 団員

安藤徳寿／後藤秀和／ 甲 斐 正 治 ／ 河 野 亮 ／

消防庁官表彰︵平成
■永年勤続功労章

副分団長 久

川原一仁／加藤和広／衞藤

原尻公治／原尻雄一／宗像修／

班長

後藤純二／藤田

■永年勤続功労者︵ 年以上︶

孝明
︻消防団︼分団長

団員

一ノ宮崇

︻消防本部︼消防司令補
士長

神田敏宏／木本雄二

班長

玉田泰規／

盛池英一／後藤寛之／木下健路

︻消防団︼分団長

団員

元団長

神田淳一／後藤智一／佐藤勇／

近藤光文

元副団長 麻生秀次

■退任協会役員︵感謝状︶

／徳丸剛

後藤辰憲／後藤尚俊／丸田真吾／二宮賢治

首藤学／児玉誠／羽田野公征／志村大介／

治

洋／板倉俊／古澤誠一／梅城康広／仲町祐

／西田正夫／仲村伸一／三代雄一／横田昭

多田真実／後藤延広／羽田野清／甲斐聖司

／甲斐弘之／後藤秀和

副分団長

嶋田雅也 消防

■永年勤続功労者︵ 年以上︶

迫下芳雄／生田和孝

宏

保勝昭

本賢治／横山豪／高橋欣也

堀英納／佐藤慎也／橋

︻消防本部︼消防司令補

25

角廣崇 班長 西田正 夫 ／ 仲 村 伸 一 団 員
小野哲也／河室智明／ 児 玉 誠 ／ 宮 成 和 司 ／
︻消防本部︼消防司令長 廣瀨哲治

小野

年３月５日︶

羽田野公征／後藤辰憲 ／ 宗 像 修 ／ 佐 藤 辰 生

日本消防協会長表彰︵平成

︻消防団︼分団長 河野邦友／大塚貴司

︵敬称略︶

／後藤尚俊／草野学／ 徳 丸 剛

表彰披露
■精績章

班長

︻消防本部︼消防司令 高尾博喜
︻消防団︼分団長 綿貫敏弘
和夫

日︶

■瑞宝単光章
■勤続章

第 回消防関係危険業務
従事者叙勲 ︵令和元年５月

︻消防本部︼元消防司 令 後 藤 和 博

︻消防本部︼消防司令補 佐藤孝弘
副分団長

月８日︶

深田

後藤樹代文／神品泰憲／

︻消防団︼分団長 後藤康文
首藤勝典 団員

野仲守／下田栄進

大分県知事表彰︵令和元年
■消防功労章

分団長 小野文稔／後藤浩一 団員
智久
■永年勤続功労章

団員 三代俊也／平吉展

︻消防本部︼消防司令 西宏一郎
︻消防団︼

年以上︶

士／草野学／村上浩治

博／荒巻文吉／宮成和司／三代武宏／森久

班長

30

年３月６日︶

11

大分県消防協会長表彰︵令和元年 月８日︶
■永年勤続功労者︵
綿貫敏弘
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古賀分団長

▲代表謝辞

ももえだこども園演奏

▲アトラクション

33

分団長

12

21

31
12

20

31

35
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令和２年度 市民税・県民税の申告相談が始まります
＜申告相談期間

2月10日(月)〜3月16日(月)＞

申告は、市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定基礎となる重要な手続きです。
所得証明書の発行や、公営住宅の家賃決定、福祉、年金、児童手当などの手続きにも申告が必要になります。申告が必
要な方は期間内に済ませるようにしましょう。また、介護保険料の算定等は、世帯全員の申告が影響しますので、書類が
複数枚必要な場合は、税務課または各支所へお問い合わせください。

申告書類について
市民税・県民税申告書は自治委員を通して２月初旬に各世帯に１部配布します。「申告が必要かどうかのフロー
チャート」や「申告相談に持参するもの」、
「申告相談日程表」など、申告の詳細について記載していますので必ず
ご確認ください。
また、豊後大野市ホームページ（【分野別】→【税・年金・国民健康保険・後期高齢者医療】→【個人市民税】
→【令和２年度 市民税・県民税の申告相談について】）でもご確認いただけます。

申告が必要な方、必要でない方の例
◆税務署で確定申告が必要となる方
給与の収入金額が2,000万円を超えている方、年金の収入が400万円を超えている方
居住用家屋の新築・購入・増築をし、初めて住宅借入金等特別控除を受けようとしている方
青色申告、譲渡所得、山林所得、住宅借入金等特別控除の所得税の確定申告をされる方など
※確定申告の詳細は三重税務署へお問い合わせください。【三重税務署 ☎0974-22-1015】

◆税務署もしくは市役所で確定申告が必要となる方
給与所得がある方で、給与以外の所得（農業・営業・不動産・年金など）が20万円を超えている方や所得税の
還付申告をする方

◆市役所で市民税・県民税の申告が必要となる方
豊後大野市以外で課税される方に扶養されている被扶養者の方
収入が非課税年金（遺族年金・障害年金等）、雇用保険、生活保護、仕送り、預貯金等のみの方

◆申告が必要でない方
給与所得者で年末調整済みであり、その給与以外に所得や控除等の追加や修正がない方
豊後大野市で課税される方に扶養されている被扶養者の方
収入が公的年金のみであり、源泉徴収票に記載の控除以外に追加、変更する必要のない方
昭和30年１月２日以後に生まれた方で、令和元年中（平成31年１月１日〜令和元年12月31日）の収入が公的年金
のみで98万円以下の方
昭和30年１月１日以前に生まれた方で、令和元年中（平成31年１月１日〜令和元年12月31日）の収入が公的年金
のみで148万円以下の方

スムーズな申告のために（お願い）
豊後大野市では、「納税者が自分で計算して申告する」という自主申告を推進しています。
事業所得（農業・営業など）や不動産所得等がある方は、収入や必要経費を必ず科目ごとに集計してお持ちくだ
さい。
医療費控除を受ける方は、領収書を人ごとにまとめ、金額を必ず集計しておいてください。
※集計されていなかったり、資料がそろっていない場合は受付できませんので、ご注意ください。
市役所の申告相談会場に来られた方でも、内容によっては税務署にご案内する場合があります。あらかじめご了
承ください。

２月初旬に自治委員を通して配布する市民税・県民税申告書を必ずご確認ください。
申告の詳細な情報を記載しています。
2020.2
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令和２年度 市民税・県民税申告相談 日程表
本庁会場
日時／行政区
2月10日 月
2月12日 水
3月 9 日 月
3月10日 火
3月11日 水
3月12日 木
3月13日 金
3月 8 日 日
3月16日 月

千歳会場

【市役所１階101会議室】
午前（９時〜12時）

午後（13時〜16時）
三重（年金のみ）
田町・小津留・中津無礼・白山東谷・代・稲積
下玉田・中玉田・山方・三重山田・中尾・久原・向田住宅
深田・高寺
肝煎一区・肝煎二区・羽飛・鬼塚
松尾・高屋・上鷲谷・下鷲谷・松谷・山中
市場全区・市原・上赤嶺一区二区・金田・入北・三重原
菅生・又井・森迫・宇対瀬・浅水・宮尾・深野
下赤嶺全区・朝日ヶ丘・上小坂・中小坂・下小坂・芦刈・東営住宅
久知良一区・久知良二区・内山
内田・前内田
三重大原・百枝・牟礼・川辺・向野
上田原・法泉庵・西原
休日受付（市内全域）
市内全域（確定申告受付は午前中のみ）

【千歳支所１階】
午前（９時〜12時）
船田・長石
高柴・大高

日時／行政区
2月13日 木
2月14日 金

犬飼会場

【犬飼公民館１階】

午後（13時〜16時）
下山・新殿
前田

※犬飼会場は犬飼公民館の１階です。

午前（９時〜12時）
日時／行政区
2月17日 月 中央・下町・上六区・上町・小福手・上津尾住宅
田原・長畑山内・栗ケ畑
2月18日 火

大野会場

【大野支所１階】

午後（13時〜16時）
舞田台・山奥・柴北上・柴北下・葛川・黒松
高津原・下野・戸高・柚野木・西寒田・久原・久原住宅

※大野会場は隣保館から大野支所へ変更になります。

日時／行政区
午前（９時〜12時）
2月19日 水 中土師・沢田・安藤・高野・町・佐代・南・北・藤北・宮迫
2月20日 木 桑原・屋原・酒井寺・妙勝庵・若藤・後田南・後田北
2月21日 金
杉園・十時地区・矢田・大野津留・郡山

朝地会場

【朝地支所１階】

※朝地会場は新庁舎です。

日時／行政区
2月25日 火

午前（９時〜12時）
朝地・坪泉・下野・志賀・宮生全区

2月26日 水

近地・朝倉・池在・舘・揚・町・和田

清川会場

【清川支所１階】

日時／行政区
2月27日 木
2月28日 金

緒方会場

午後（13時〜16時）
田代・駒鹿・片島・大野大原・北園
小倉木・中原・大野原・両家

午後（13時〜16時）
板井迫・田村・瀬口・上尾塚・中尾塚・下尾塚・小野
綿田・北平・中熊・臼木・栗栖・田夫時・梨原
志屋・温見・小川野・鳥屋・やすらぎ団地

※清川会場は新庁舎です。

午前（９時〜12時）
天神・三玉・六種・平石
砂田・白山上

午後（13時〜16時）
清川町東（雨堤、臼尾、駅前）
伏野・宇田枝・左右知

【緒方支所２階】

日時／行政区
午前（９時〜12時）
3月 2 日 月
緒方（年金のみ）
3月 3 日 火 尾平鉱山・上畑・滞迫・栗生・小原・天神・大化
3月 4 日 水
開拓・中野・大石・木野
3月 5 日 木
小宛・草深野・知田・久土知
3月 6 日 金
井上・野尻・越生

午後（13時〜16時）
馬場・小野・野仲
冬原・上冬原・原尻・上年野
徳田・下徳田・柚木・辻・寺原
平石・馬背畑・上犬塚
下自在・上自在・軸丸（南・北）

○事前に対象地区と会場をご確認ください。
（犬飼会場は犬飼公民館、大野会場は大野支所、清川会場と朝地会場は新庁舎です）
○３月８日（日）は本庁会場で休日受付を実施しますのでご利用ください。
○対象地区で当日ご都合が悪い場合は、他の会場でも申告できます。
○インフルエンザのまん延が予想されます。
対象日に発熱等症状がある方は、体調のよい日にご来場ください。
○申告期間中は、支所・本庁窓口での申告相談が困難になります。
お近くの「開催中の会場」へご来場ください。
問い合わせ先
7
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税務課

民税係

0974-22-1001（内線2101・2103）

マイナポイントを活用した消費活性化策のご案内
マイナンバーカードでマイナポイント！

国では、令和２年度に「マイナポイント」を活用した消費活性化策を実施する予定です。
「マイナポイント」を活用した消費活性化策とは、一定額を前払いなどした方に対して、マイナンバーカー
ドを活用したポイントである「マイナポイント」を国が付与するものです。
最大20,000円までのキャッシュレス決済の利用や入金につき、25％に当たる5,000円分のマイナポイン
トが付与されます。
このプレミアムポイントを取得するには、マイナンバーカードの取得やマイナポイントの申込み等の事前
手続きが必要となります。
ポイントの利用時期が近づくと、マイナンバーカードの交付申請が混み合い、申請から交付まで通常（約１
か月）よりも時間を要することが見込まれます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、早めの申請をお願
いします。
また、令和３年３月（予定）から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようにもなります。

マイナポイント取得から利用までの流れ

現在受付中

ＳＴＥＰ１ マイナンバーカード申請・取得
まずは、マイナンバーカードを申請して取得します。マイナンバーカードは郵送、
証明用写真機、パソコン、スマートフォンで申請ができます。
※カードの申請方法は、市報令和元年12月号または以下のサイトをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp

ＳＴＥＰ２ マイキーＩＤの作成・登録
次に「マイキーＩＤ」を設定します。

（市役所で作成・登録） （ご自宅のパソコン・スマホで作成・登録）
市民生活課および各支所で、
マイキーＩＤの設定の支援を
行っています。
マイナンバーカードと、マ
イナンバーカード交付時に設
定した４けたの暗証番号が必
要です。

次のいずれかの機器があればご自宅で設定可能。
◆インターネットに接続しているパソコン
（マイナンバーカードに対応したＩＣカードリー
ダライタが必要）
◆マイナンバーカードに対応したスマートフォン
（対応機種は以下のサイトをご覧ください）
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.
pdf

※マイキーＩＤ設定の詳細は、以下のサイトをご覧ください。
総務省ウェブサイト https://mynumbercard.point.soumu.go.jp

2020.2
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ＳＴＥＰ３ マイナポイント申込み
ＳＴＥＰ４ 前払い等

７月

ＳＴＥＰ５ プレミアム分のポイント取得

申込開始

※利用できる決済サービスは電子マネーかスマートフォンQR決済となります。
（クレ
ジットカードは対象外）
申込み時に選択した決済サービスでチャージ（または購入）すると、決済事業者から
ポイントが付与されます。
（下のイメージ参照）

（予定）

ＳＴＥＰ６

９月〜
令和３年３月末
利用期間
（予定）

ポイントを買い物などに利用

取得したマイナポイントは、いつものお買い物に利用できます。（下のイメージ
参照）
※お買い物時には、マイナンバーカードは使用しません。
※国が買い物履歴を把握することはできません。

マイナポイントの申込みと利用のイメージ（電子マネー決済）
①マイナポイント申込みページで利用するＩＣカードを選択し、申込みます。
②ＩＣカードにチャージすると、一定額のプレミアムが付与されます。

①マイナポイント利用先
の登録
マイナポイント
申込みページ

マイナポイント
申込みページ

ログインページ

マイナポイント
利用先選択

マイキーID
ログインして、
利用先を選択

②チャージに対して、
プレミアムが付与される

③買い物

○○カード
カード番号

パスワード
◇◇カード
△△カード
ログイン

申込み

マイナポイント申込みページにログ
インし、利用するICカード等を選択
し、申込み。
（申込みによって、チャ
ージ等に対して、プレミアムが付与
されるようになる）

チャージ金額+プレミアムポイント
I Cカードにチャージすることで、
プレミアム分のポイントが付与さ
れる

プレミアム分も利用して、買い物

※選択した決済サービス（電子マネーおよびスマートフォン決済）によって利用イメージは異なります。
※イメージは現時点のものであり、今後変更される場合があります。

＜マイナンバーについての問い合わせ先＞
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）

指定した就学校を変更する場合についてお知らせします

市教育委員会では、あらかじめ通学区域を設定し、児童・生徒の住所によって就学する小・中学校を指定しています。
就学は、指定校への就学が原則ですが、保護者の申し立てにより教育委員会が内容を審査し、相当の理由があると認め
る場合は、指定した就学校を変更することができます。
また、私立学校等、豊後大野市立学校以外の学校に入学する場合は、区域外就学届出書（国・県・私立学校就学用）
に就学校が発行する入学許可証等の写しを添付して提出してください。
なお、やむを得ない理由により市外の市町村立学校へ就学を希望する場合は、保護者が希望する学校のある教育委員
会に届け出る必要があります。
※変更による通学は、保護者が一切の責任を持ち、安全に通学させてください。

手続きについて
【４月に入学する新１年生】
２月末までに就学変更申立書または、区域外就学届を教育委員会学校教育課に提出してください。
※様式は学校教育課または各支所の窓口で受け取るか、市ホームページからダウンロードしてください。
【入学後】
入学後に指定校変更の理由が発生したときは、速やかに教育委員会学校教育課で手続きを行ってください。
※手続きには印鑑が必要です。必要に応じて理由を証明する書類を提出していただきます。

問い合わせ先

教育委員会 学校教育課

0974-22-1001

児童扶養手当をご存じですか
父母の離婚や、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方が対
象の手当です。ただし、公的年金を受給している場合は、児童扶養手当の手当額（月額）よりも年金額（月額）が
低い場合のみ支給対象となります。
※所得制限があります。
※児童の年齢は18歳に達した後、最初の３月31日まで（障がいの程度によって20歳まで）

特別児童扶養手当をご存じですか
心身に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てている父母、または父母に代わって養育している方が
対象の手当です。
※所得制限があります。

問い合わせ先

子育て支援課

0974-22-1001（内線2131・2138）

活力ある地域づくりのために！コミュニティ助成事業
コミュニティ助成事業とは
一般財団法人自治総合センターが宝くじの売
り上げ収益金を活用して、市町村・コミュニテ
ィ組織（自治会等）の拠点整備または地域活動
に対し、助成するものです。

地域の新たな拠点が完成！
一般財団法人自治総合センターのコミュニテ
ィセンター助成事業を活用し、三重町の下赤嶺
中の原区がコミュニティセンターを建設しまし
た。
今回の新築により今後、下赤嶺中の原区の地
域コミュニティ活動がさらに発展することが期
待されます。

問い合わせ先

まちづくり推進課

地域振興係

0974-22-1001（内線2446）
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豊後大野市プレミアム付商品券の
販売期限等についてお知らせします
プレミアム付商品券

プレミアム付商品券の販売期限が近づいていま
す。購入希望の方は期限までに購入をお願いします。
プレミアム付商品券の使用期限は３月１日（日）
ですので、期限内に使用してください。

販売期限

２月２１日（金）まで

◆プレミアム付商品券販売場所 市内郵便局（簡易郵便局を除く）・豊後大野市商工会本所
◆販売時間 郵便局窓口・商工会本所窓口 〔月〜金〕９時〜17時※平日のみ
◆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
※購入引換券は、原本以外の使用はできません。
・現金
・購入窓口に来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）

プレミアム付商品券

取扱店舗での使用期限

３月１日（日）まで

※プレミアム付商品券取扱店舗一覧は、市ホームページ、各販売窓口でご確認ください。

問い合わせ先

商工観光課

経済振興係

0974-22-1001（内線2452）

重度心身障がい者医療費受給者証の提示忘れはありませんか？
重度心身障がい者医療の対象の方は、昨年10月の医療費支払分から、受給者証を医療機関（病院や薬局、訪
問看護）等にそれぞれ提示すれば、市役所窓口での申請が不要になる自動償還払に変わりました。
※医療機関等への医療費の支払いはこれまでどおり必要です。
ただし、受給者証の提示を忘れた場合や、針灸、あんま、マッサージ等の保険診療分、県外の医療機関を受診
した場合は、ご自身で市役所の窓口に申請をする必要があります。申請ができるのは、受診月の翌月から１年以
内です。
受給者証の提示忘れや申請忘れのないように、ご注意ください。

問い合わせ先

社会福祉課

障がい支援係

0974-22-1001（内線2156）

12月10日、緒方町の老人クラブが「緒方町チューリッ
プフェスタ」の開催に向けて、原尻の滝周辺でチューリ
ップの球根の植え付け作業を行いました。昨年より10万
球ほど、植え付け数が増えたこともあり、一生懸命植え
付け作業に精を出していました。老人クラブでは、随時
会員を募集しています。興味のある方は、ぜひ各町の社
会福祉協議会老人クラブ窓口へご連絡ください。

▶問い合わせ先

緒方町老人クラブの活動紹介と老人クラブ会員募集
各町の社会福祉協議会
本
部
清 川 支 部
緒 方 支 部
朝 地 支 部
大 野 支 部
千 歳 支 部
犬 飼 支 部

電話番号
0974-22-6677
0974-35-3010
0974-42-2349
0974-72-1002
0974-34-2071
0974-37-3110
097-578-1737

▲植え付け作業の様子

身近なことからＣＯ2削減。
マイバッグを利用しましょう。
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持家取得補助事業補助金（上乗せ分）が
本年度で終了します。早めの申請を
市では人口増加や地域活性化を目的として、市外にお住まいの方が定住の目的で本市に転入するために住宅
を取得する場合、その経費の一部を助成する移住者居住支援事業に取り組んでいます。このうち持家取得補助
事業補助金（上乗せ分）が令和２年３月31日で終了する予定です。経過措置がありますが、次の制約があります
ので、活用される方は早めの手続きをお願いします。
◆対 象 者

・直近５年間、豊後大野市に住んでおらず、本市に転入される方
・既に本市に転入しているが１年経過しておらず、転入前の過去５年間、本市に住んで
いなかった方
・事業完了の翌年度から10年以上、本市に住み続ける方

◆補助対象

・令和２年３月31日までに住宅の新築や購入の契約を締結し、令和３年３月31日までに
完了引渡しを受けることができる物件
※補助は１回限りです。補助金額は内容によって異なりますが、交付は令和２年度末
までです。

◆申請期限

令和２年３月31日（火）まで

・契約日から１年以内で、住宅の完成引渡しを受ける前まで。
このほか不動産契約仲介手数料補助金、引越費用補助金、移住奨励金、空き家改修補助事業補助金（上乗せ
分）は令和２年３月31日で終了する予定です。補助金には交付要件がありますので、まずはご相談ください。

問い合わせ先

まちづくり推進課

地域振興係

0974-22-1001(内線2445）

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。
＜２月募集＞
○市営住宅
・菅尾住宅：２戸
・東営住宅：１戸
（上記２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）
・東営住宅：１戸
・朝日ケ丘住宅：２戸
・もみじケ丘住宅：１戸
○特定公共賃貸住宅
・そよかぜ田園住宅：１戸
・さわやか団地千歳住宅：２戸
＜随時募集＞
○市営住宅
・菅尾住宅：２戸
・東営住宅：３戸
・朝日ケ丘住宅：10戸
・向田住宅：１戸
・柳井田住宅：２戸
・平原住宅：１戸
・妙見第一住宅：１戸
・川北第二住宅：１戸
・もみじケ丘住宅：４戸 ・久原住宅：４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
２月３日（月）〜12日（水）
※土・日・祝日は除く、８時30分〜17時
■抽
選
２月13日（木）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５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 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
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参 加 者 募 集！
移住者交流会を開催します
市外から移住してきた方の交流会を開催します。豊
後大野市へUターンや I ターンされた方、移住者の皆
さまが気軽に情報交換し交流できる機会です。
◆日
◆場

時
所

２月11日（火・祝）11時〜13時
未来カフェテラス（三重町市場1653-1）
※三重町駅前通り、三重町駅から徒歩３分
◆対 象 者 市外から豊後大野市へ移住された方
（Uターンの方も可）
◆参 加 費 600円（サンドイッチ、コーヒー付き）
※事前申込みが必要
◆申込締切 ２月６日（木）

申込み・問い合わせ先

地域おこし協力隊
活動報告会を開催します
現在、市外から豊後大野市へ移住してきた５人の「地域お
こし協力隊」が、市役所やゲストハウスLAMP豊後大野を拠
点にさまざまな活動をしています。これまでの活動の報告会
を、次のとおり開催します。
◆日

時

◆場

所

◆参 加 費
◆申込締切

①２月24日（月・振替）10時〜12時
②２月26日（水）13時30分〜15時30分
①市中央公民館 視聴覚室（市役所２階）
②緒方支所２階 会議室
無料 ※事前申込みが必要
２月21日（金）

まちづくり推進課（地域おこし協力隊）

0974-22-1001（内線2414）

生物多様性普及のための講演会を開催します
市では、市内の豊かな自然を宝として大切に残してい
くため、平成29年に「生物多様性ぶんごおおの戦略」を
策定し、生物多様性の向上を目指して取組を行っていま
す。今回、取組の一環として、生物多様性に関する講演会
を開催します。
◆日 時
◆場 所
◆定 員
◆入場料
◆内 容

ポール・スミザーさん
プロフィール
・ランドスケープデザイナー、
ホーティカルチャリスト（園
芸家）
・有限会社ガーデンルームス設
立、園芸に関するコンサルテ
ィングや講師として活躍中

２月29日（土）13時30分〜16時35分
エイトピアおおの 小ホール
300名
無料
第１部 ポール・スミザーさん講演会
演題「生物多様性に配慮したガーデンづくり」
第２部 村上貴弘さん講演会
演題未定

主催：豊後大野市

村上貴弘さんプロフィール
・九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター
准教授
・ヒアリを中心に、農業をするアリやアリの音声コミュ
ニケーションを研究

共催：祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会

問い合わせ先

商工観光課

ジオパーク推進係

0974-22-1001（内線2459）

野外焼却（野焼き）は法律で禁止されています！
近所でごみを燃やしていて、
「けむい、危ない、ススが飛んでくる」、
「洗濯物に臭いがつく」などの苦情が後
を絶ちません。臭いや煙により近隣の方々とのトラブルをまねくだけでなく、大気汚染物質やダイオキシン類な
どの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。近隣に住む方へ迷惑をかけないため
にも皆さんのご協力をお願いします。

●焼却禁止の例外
①国または地方公共団体が施設管理等必要に応じてするとき
②震災、風水害、火災、凍霜害等の予防、応急対応または復旧などに必要なとき
③風俗習慣上または宗教上の行事で必要なとき
④農業、林業または漁業によりやむを得ず行うとき
⑤たき火や日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの
※例外として認められている場合であっても、周辺への配慮（風向き・時間帯・量）を
お願いします。

問い合わせ先
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環境衛生課

環境衛生係

0974-22-1001（内線2301〜2304）

豊後大野市新規就農者技術習得研修 インキュベーションファーム
農業を通じ、
豊後大野市の発展に寄与できるよう努力します
第９期生 研修開校式
本市の農業を守り育て、地域を担う若い農
業起業者を育成するため平成24年１月から開
始されたインキュベーションファーム事業（新
規就農者技術習得研修）。１月10日、市隣保
館で第９期生の研修開校式が行われました。
主催者を代表して川野市長が「２年間、研修
をしっかり頑張っていただき、豊後大野市の
担い手として活躍することを期 待していま
す」とあいさつを述べた後、JAおおいたピー
▲開校式終了後、激励をいただいた来賓の皆さんと記念撮影
マン部会豊後大野支部副支部長の小野不二
夫さんから「１日も早く農業になじみ、私たちと一緒にピーマン部会を盛り上げていただきたいと思います」と激励の
言葉が贈られました。
第９期生を代表して岩谷聡さんが「研修修了後は農業を通じて地域振興に尽力し、まちに活力を与え、豊後大野市の
発展に寄与できるように努力します」と決意表明を行いました。
今後の皆さんの研修期間は２年間。１年間は基礎実践研修として１世帯ピーマンハウス７．５アールで、ハウスの建て
込み、ピーマン栽培、農業機械技術の習得、農業簿記などの研修を行い、２年目は、
１世帯ピーマンハウスおおむね１５
アールの面積の就農実践研修（模擬経営）を経て３年目から本市で就農をする予定です。

第９期生紹介

＝New Face＝

い わ た にさとし

み

さ

▲岩谷聡さん・美彩さんご夫妻
（福岡県糟屋郡志免町から）
農業を通じて地域振興に尽力し
ます！

ひろ

た

たくろう

ゆう

こ

▲廣田拓朗さん・祐子さんご夫妻
（福岡県北九州市から）
立派な農家になれるようしっかり
勉強します！

ご

とうもとひろ

あ

や

こ

▲後藤須啓さん・亜矢子さん
ご夫妻
（福岡県北九州市から）
おいしいピーマンを作ります！

令和元年 新規就農者技術習得研修（インキュベーションファーム）

第７期生研修修了証書交付式
12月19日、上記交付式が市役所4階正庁ホールで多くの来賓、関
係者出席の下行われました。今回、研修を修了されたのは第7期生の
髙柳充志さん・志保里さんご夫妻。２年間の厳しい研修で夏秋ピー
マン栽培のさまざまな技術を習得され、立派な農業人となり市内に
就農することとなりました。
式の最後に代表して髙柳充志さんが「今後は農業の担い手として、
一市民として市の発展に寄与できるよう頑張ります」と決意表明を
行いました。
た か やなぎ あ つ

し

し

ほ

り

▲修了証書を手にする第７期生の髙柳さんご夫婦
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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

メガネいらず

かわ

の

みつ

こ

河野光子さん（三重町）

12月９日、三重町西畑の河野光子さんが100歳のお誕生日を迎えられました。
光子さんは同地区のご出身で、葉タバコや肉牛繁殖などの専業農家をご主人と
ともに営みながら子ども４人を育てました。
当日は自宅に家族、兄弟が集まり盛大にお祝いが行われました。
光子さんは、裁縫が得意で着物を縫ったり、孫の浴衣を縫ったりしていたそうで
す。今でも眼鏡なしで、服のほつれを直したり、とれたボタンをつけたりしていると
のこと。楽しみは、新聞と韓国ドラマ。新聞の間違い探しが気に入っているそうです。
愛犬の「福ちゃん」は光子さんになついていて、いつも光子さんの膝の上に座っ
ているとのこと。
光子さんに100歳になった感想をお尋ねすると「家族みんなのおかげで、
100歳
になれました。これからも現状維持ができるように頑張ります」と元気に答えてく
れました。

相撲大好き

はぎ わら

萩原キミ子さん（朝地町）

12月25日、朝地町池田の萩原キミ子さんが100歳のお誕生日を迎えられました。
キミ子さんは同町上尾塚のご出身で、肉牛繁殖やシイタケなどの専業農家をご
主人とともに営みながら子ども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。
キミ子さんは、だんご汁や煮物が得意で、豆腐やこんにゃく、みそなども手作り
していたとのこと。若い頃から新聞を隅々まで読み、日記も毎日記していたそうで
す。几帳面な性格で、食事の時間、散歩の時間と自分が決めたスケジュールで行動
していたとのこと。楽しみはテレビで歌番組や相撲を観戦することで、特に相撲で
はひいきの関取が出場すると「頑張れ~、勝てや~」と熱心に応援しているそうです。
キミ子さんに100歳になった感想をお尋ねすると「100歳になれてとてもうれしい
です」と笑顔で元気に答えてくれました。

野菜作りが上手

し

が

ち

あき

志賀千秋さん（緒方町）

１月１日、緒方町上自在の志賀千秋さんが100歳のお誕生日を迎えられました。
千秋さんは同地区のご出身で、入楽寺16代住職のご主人を坊守として支えなが
ら、子ども４人を育てました。
千秋さんは坊守として、境内の掃除や門徒の接待、精進料理の準備などを行い、
特に門徒約100軒分の精進料理の準備は大変だったとのこと。野菜も作られてい
たそうで、野菜作りはとても上手だったそうです。
100歳になった感想と今後の抱負をお尋ねすると「思い返すと100年はあっとい
う間でしたが、悔やむようなことはなかったです。今後も健康に気を付け、自分の
体を大切にしていきます」と笑顔で答えてくれました。

編み物が得意

かん

だ

神田テルヨさん（三重町）

１月５日、三重町向野の神田テルヨさんが100歳のお誕生日を迎えられました。
テルヨさんは臼杵市野津町のご出身で、タバコや米、麦などの専業農家をご主人
とともに営みながら子ども６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。
テルヨさんの趣味は編み物やゲートボール。かぎ針編みが得意で時間があれば
手を動かしているそうです。ゲートボールの練習も熱心にしていたそうで、地域の人
から褒められるほど上手だったとのこと。料理も得意でうどんやだんご汁をよく
作っていたそうです。
長男の神田康昌さんにテルヨさんの人柄をお尋ねすると「明るくおおらかな性
格です」と教えてくれました。
かん だ やすあき
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ぶんごおおのトピックス
大人としての第一歩！ 令和２年 豊後大野市成人式
1月12日、令和２年豊後大野市成人式がエイトピアおおの
大ホールで開催されました。本市の新成人は336人で、うち
しの だ

ゆ

み

236人が出席されました。式典では篠田侑実実行委員長（大
ほりゆう き

野町）のあいさつ、市長式辞、来賓祝辞と続き、堀祐貴さん
（三重町）が誓いのことばを述べました。
式典終了後には、中学校時代の恩師からのビデオレター
の上映や、豪華景品が当たるお楽しみ抽選会が行われまし
た。旧友との久しぶりの再会に会場内外で盛り上がっていま
した。

▲誓いのことばを述べる、
堀祐貴さん（三重町）

インフルエンザ予防にうがい用茶葉の贈呈
12月6日、豊後大野茶生産組合から茶葉約55㎏の贈呈がありま
した。
今回の贈呈は「豊後大野市のために何か役に立てることはない
か」との役員の皆さんの話から実現しました。
贈呈にあたり、坂本栄喜組合長が「組合員13人と少ない人数で生
産していますが、毎年県の品評会では上位入賞する人が多く、自慢
の茶葉です。ぜひ、児童・生徒のインフルエンザ予防のうがい用とし
て利用してください」と述べました。
頂いた茶葉は、市内の全中学校で活用させていただきます。あり
がとうございました。
さかもとえい き

▲茶葉を手渡す豊後大野茶生産組合役員の皆さん

学校給食への豚肉贈呈
12月18日、豚肉の地産地消、消費拡大および食育を目的に、市
内養豚業者３者「大野ファーム（三重町）・寛（三重町）・大地農場
（清川町）」から豚肉約2,800食分の贈呈がありました。
頂いた豚肉は、全国学校給食週間の期間中である１月29日に
「トンカツ」として調理され、市内小中学校へ提供されます。ありが
とうございました。

左から大地農場の佐藤さん▶
寛の山下さん、大野ファームの後藤さん
2020.2 16
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豊後大野市感謝状贈呈式

文部科学大臣賞受賞！

12月16日、上記受賞に伴う感謝状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、清川町砂田の太田龍太郞さん（清川
小１年）です。
太田さんは、竹田市で開催された第71回画聖「田能村竹田」先生を
しのぶ美術祭で絵画の部3,075点の応募の中から、文部科学大臣賞に
選ばれました。
感謝状を受領した後、太田さんから「絵を描くのが好きで楽しく描き
ました。賞がとれてめちゃくちゃうれしいです。これからも楽しく描き
たいです」と謝辞が述べられました。
▲受賞した絵を手にする太田さん
お お た りゅう た ろ う

九州大会優勝、全国大会準優勝！
12月17日、感謝状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、朝地町板井迫の佐藤憲一さんです。
佐藤さんは、10月２日から佐賀県鳥栖市で開催された「第26回九州ミッド
シニアゴルフ選手権競技」で優勝し、11月７日から愛媛県新居浜市で開催され
た「第26回日本ミッドシニアゴルフ選手権競技」で準優勝と輝かしい成績を
収めました。
感謝状を受領した後、佐藤さんから「挑戦を続けて９年。今回は初日４位で
スタートし、２位という成績を残すことができました。次の大会も頑張ります」
と謝辞が述べられました。
▲感謝状を手にする佐藤さん
さ とうけんいち

法務大臣表彰受賞！
12月23日、上記受賞に伴う感謝状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、犬飼町下津尾の河村淨見さんと大野
町北園の小野サチ子さんです。
河村さんは平成５年から26年以上、小野さんは平成12年から19年以
上、それぞれ保護司として社会奉仕の精神をもって、罪を犯した者およ
び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪予防のため啓発
に取り組んできたことなどが評価され、法務大臣表彰を受賞されました。
感謝状を受領した後、河村さんから「今後も再犯防止に向け微力なが
ら頑張っていきたいと思います」、小野さんから「これからも自分にでき
ることから取り組んでいきます」とそれぞれ謝辞が述べられました。
▲感謝状を手にする河村さん（中央）と小野さん（左）
か わ む らじょう けん

法務大臣表彰受賞！
12月23日、上記受賞に伴う感謝状贈呈式と大分地方法務局竹田
支局長から法務大臣表彰の伝達が市役所で行われました。
今回感謝状を授与されたのは、三重町赤嶺の田原靖憲さんです。
田原さんは平成19年から12年以上、人権擁護委員として豊肥地
域で人権啓発活動や人権相談等に取り組んできました。竹田人権擁
護委員協議会では平成28年度に会長を務め、大分県人権擁護委員
連合会の理事として尽力されてきたことなどが評価され、法務大臣
表彰を受賞されました。
感謝状を受領した後、田原さんから「退任後も委員としての自負
を忘れずに任期中に関心を持った事柄に心を寄せて歩んでいきた
▲表彰状を手にする田原さん（右から2人目）
いと思います」と謝辞が述べられました。
た はらせいけん
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第38回 全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 出場報告
12月25日、上記大会に出場を決めた大分南高校女子ソフトボール
部（豊後大野市出身選手）2人が川野市長に出場報告を行いました。
選手は「しっかりチームを引っ張って、まずは全国１勝できるよう
頑張ります」「チームに貢献できるよう頑張ります」と、それぞれ決
意表明をしました。
大会は、３月20日から愛媛県松山市で開催されます。
◆出場選手（敬称略）
橋本花音（大分南高校２年）
橋本美音（同１年）
佐藤妃華（同１年）
はしもと かのん

はしもと みおん

さ とうひめ か

▲全国大会頑張るぞ！

安全で住みよいまちづくり推進大会
12月７日、エイトピアおおの大ホールで上記大会が開催されました。
長年にわたり交通安全対策や地域安全活動の推進に貢献された方々への表彰や豊勇會の皆さんによる太鼓演奏の後、大会宣
言が採択され、交通安全意識および地域安全意識の高揚が図られました。

▲受賞者の皆さん

▲「豊勇會」の迫力ある演奏

「令和２年度 豊後大野市農地等利用最適化推進施策に関する
要望書」を市長へ提出
農業委員会は「農家や農業者団体の声」を市政に反映させるため、後藤敏生会長をはじめ、安藤哲生副会長、工藤妙子農政委
員長、神志那靜清農地委員長、河野広一促進委員長が昨年の12月17日に「令和２年度豊後大野市農地等利用最適化推進施策に
関する要望書」を市長へ提出し、令和２年度予算編成に向け、意見や要望を行いました。
特に、農村の高齢化に伴う農地の荒廃が進む中、新規就農者および農業後継者の育成・支援など強く要望しました。要望した
内容は次のとおりです。
１．農地対策
○農地の保全について
２．担い手対策
○営農指導体制の充実について
３．農村対策
○鳥獣害対策の強化について
○家畜の伝染病対策について
○高齢化に対応した農業施策の展開について

▲要望書を手渡す後藤会長
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ぶんごおおのトピックス
大分刑務所長から感謝状をいただきました
大分刑務所の受刑者が製作する刑務所作業製品「ガラスペン・ペン置きセット」等
を大分市と共通のふるさと納税返礼品として取扱いを始めたことなどが評価され、
大分刑務所長から感謝状をいただきました。
（製品の売上げの一部は、犯罪被害者
支援団体の活動資金にも充てられているということです）

ねんりんピック紀の国わかやま2019ソフトバレー交流大会
第６ブロック準優勝報告会
12月６日、市役所で上記報告会が行われました。11月9日から和歌山県で
開催された上記大会に三重スターが大分県代表として出場し、第６ブロッ
クで準優勝されました。市長が「これからもチームワークを大事にして、頑
張ってください」と述べ、代表して神田あけみ選手が「今後も健康に注意し
てソフトバレーをしていきます」と述べました。
これからも頑張るぞ！▶

第15回 豊後大野市駅伝競走大会
11月24日、市内各町対抗で上記大会が開催されました。市役所本庁舎前をスタートし、大野公民館前をフィニッシュとする５区
間27.0㎞で各町代表選手が健脚を競いました。大会結果は次のとおりです。
（敬称略）
総合成績

区 間 賞

優 勝 犬飼町チーム
１時間40分58秒
準優勝 三重町チーム
１時間41分58秒
第３位 大野町チーム
１時間43分15秒
１区13.6㎞
三嶋晃宏 （オープン） 46分20秒
２区 3.0㎞
小高宏之 （犬飼町） 12分58秒
３区 2.5㎞
後藤光希 （三重町） ９分13秒
々
栗田和成 （大野町） ９分13秒
４区 5.2㎞
後藤秀文 （犬飼町） 18分29秒
５区 2.7㎞
小野千里 （三重町） 10分40秒
々
岡野正和 （犬飼町） 10分40秒

▲一斉にスタートする選手ら

令和元年度 犬飼町スポーツ振興会長杯卓球大会
11月25日、犬飼体育館で上記大会が開催されました。
赤峰映洋振興会長から「健康保持と元気で明るい生活を送るため体育館に足を運んで
ください」とあいさつがあり、皆さん熱戦を繰り広げました。また、卓球部発展に尽力され
た功績をたたえ高橋謙二さんが表彰されました。大会結果は次のとおりです。
（敬称略）
Ａパート（ダブルス）優

勝

準優勝

高橋謙二 Ｂパート（ダブルス）優 勝 小野多津子
坂本洋子
柴田妙子
秦野幸弘
準優勝 坂本昭市
広瀬カヨ子
清松ヨシ子

第15回 犬飼ぐるっと歩こう会
12月8日、犬飼町スポーツ振興会主催で上記歩こう会が開催されました。
犬飼町内外から193人が参加し、犬飼小学校をスタート・フィニッシュとして、
吐合橋先で折り返す2.6㎞コース、細口方面を通る5.2㎞コース、松田方面を通
る8.0㎞コースに分かれて歩きました。歩いた後は、犬飼町婦人会の皆さんが
作った豚汁を食べて体を温め、閉会後のお楽しみ抽選会では当選者の名前が
発表されるごとに大きな歓声が上がっていました。
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図書館だ よ り

図書館の今後のスケジュールについて
新図書館への準備のため、
令和２年４月〜 完全休館
令和３年１月
新図書館オープン予定

豊後大野市図書館

図書館カレンダー

団体貸出は、2月16日
（日）
までです
学校・園・各施設等で、団体貸出を行っている場合は
ご注意ください。団体貸出は２月16日までとなります。

一般利用者の本の貸出は、3月22日完全返却です

月

火

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

0974-22-7733

休館日です

水

木

金

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

土

1
8
15
22
29

↑検索はこちらから!
（携帯サイト）

３月 本のリユース(譲渡)を
行う予定です！
予告

明智光秀と戦国時代

現在、新図書館移転に向け蔵
書の整理を行っています。
図書館では、３月に図書のリユース（譲
渡）を行う予定です。詳しい日程は決まり
次第、館内やホームページ等でお知らせし
ます。

ドラマも放送され、今、明智光秀が話題です。
関連本を読んでみませんか？
藤田達生著

２月

日

本の貸出は３月８日まで通常どおりできますが、３月
10日以降は、３月22日までに返却できる場合のみ貸出
できます。

「明智光秀伝

令和２年２月

本能寺の変に至る派閥力学」
小学館

「明智光秀の城郭と合戦」 高橋成計著 戎光祥出版
「明智光秀と織田信長 歴史捜査」
明智憲三郎

宝島社
（小説集）
「戦国の教科書」
天野純希他著 講談社

2019年 ベストリーダー（一般書）
この１年によく借りられた本です。これ読みたかっ
た！という本があれば、ぜひお早めにどうぞ。

読むお菓子の本

「そして、バトンは渡された」 瀬尾まいこ
「さざなみのよる」 木皿泉
「ひとつむぎの手」 知念実希人
「昨日がなければ明日もない」 宮部みゆき
「愛なき世界」 三浦しをん
「フーガはユーガ」 伊坂幸太郎
「機捜２３５」 今野敏
「人生を変える片づけ」 井田典子
「一切なりゆき」 樹木希林

２月は、バレンタインに向けてお菓子の本を借りられる方も
多いですが、こんな本はいかがですか？

イギリス菓子図鑑
羽根則子著 誠文堂新光社
スコーン、ビスケットからケーキまで、イギ
リスの伝統菓子にまつわる由来やストーリー
をレシピとともに紹介します。
読みごたえのあるお菓子の本です。

浅田次郎

新 刊 案 内

大名倒産

石田衣良

上下

清く貧しく美しく

宇佐美まこと

加藤千恵

黒鳥の湖

私に似ていない彼女

黒川博行

畠山恵

桃源

わが殿

原宏一

高山羽根子

うたかた姫

西村賢太

如何様

瓦礫の死角

原田ひ香

上下

まずはこれ食べて

東川篤哉

森絵都

魔法使いと最後の事件

信友直子

できない相談

ぼけますから、よろしくお願いします。

井沢元彦

村中李衣

３
マイケル・ロビンソン

黒川祥子

はじめよう！ブックコミュニケーション

逆説の世界史

世界の陰謀論

８０５０問題 中高年ひきこもり、
７つの家族の再生物語

更科功

脇野修平

災害から命を守る﹁逃げ地図﹂づくり
逃げ地図づくりプロジェクトチーム

若い読者に贈る美しい生物学講義

庭遊びの達人が教える野外ＤＩＹ実践術
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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

♪春だ、祭りだ、発表だ！〜公民館生涯学習まつりの開催について〜
春の祭典である生涯学習まつりが各公民館で開催されます。公民館教室やクラブの皆さんが日頃活動している
成果を作品展示や舞台発表として披露します。皆さんのご来場を心からお待ちしています。
まつりの名称

中央公民館
中央公民館生涯学習まつり

清川公民館
清川生涯学習まつり

緒方公民館
緒方公民館文化教室発表会

作品展示期間

３月３日㈫〜３月８日㈰12時まで

２月18日㈫〜23日㈰

２月28日㈮〜３月１日㈰

生け花、パッチワーク、よみきか
せ・お は なし の へや、放 課 後
チャレンジ教室、女性学級、人
権講座ほか

俳画、俳句、竹細工、書道、水彩
画、エコクラフト、男性料理活
動記録、古文書解析、パソコン、
放課後チャレンジ教室ほか

２月23日㈰
９時30分〜12時30分

３月１日㈰
９時〜12時

【予定】書道、俳画、絵画、
ちぎり
絵、写真、木彫、
竹細工、
竹工芸、
展 示 内 容 手編み、洋裁リフォーム、パッチ
ワーク、パソコン、俳句※中央公
民館ロビーおよび第１会議室にて
３月７日㈯
舞 台 発 表 日
10時〜13時
舞台発表の会場

エイトピアおおの 大ホール

豊後大野市神楽会館

【出演予定】尺八、大正琴、コー 大正琴、コーラス、詩吟、３Ｂ体
ラス、ジュニアコーラス、歌謡、 操、民謡、舞踊、民踊、盆踊り、
舞 台 発 表 内 容 民踊、フォークダンス、フラダン 演劇、郷土史研究会
ス、子どもフラダンス、健康体
操、太極拳、詩吟

緒方公民館

ホール

コーラス、フォークダンス、民謡
三味線、太極拳、カラオケ、民
踊、3Ｂ体操・3Ｂ体操(キッズ）、
歌声、抽選会

まつりの名称

大野公民館
大野公民館まつり

千歳公民館
第27回千歳公民館生涯学習まつり

犬飼公民館
犬飼公民館学習発表会

作品展示期間

２月25日㈫〜３月１日㈰

２月11日㈫〜16日㈰

２月26日㈬〜３月１日㈰

【出品予定】絵画、写真、水墨 公民館各学級、放課後チャレ 若鮎大学、女性学級、放課後
画、子ども水墨画、ソーイン ンジ教室、図書室等の作品、 チ ャ レ ン ジ 教 室 の 作 品 、 書
展 示 内 容
グ、川柳、陶芸、押し花ほか
リメイク手芸の作品等や活動 道、俳句、パソコンほか
写真
３月１日㈰
３月１日㈰
２月16日㈰
舞 台 発 表 日
９時30分〜12時30分
12時〜15時35分
８時30分〜12時
舞台発表の会場

豊後大野市隣保館

大ホール

千歳公民館

ホール

【出演予定】３B体操、太極拳、 詩吟、子ども・大人3Ｂ体操、放
フラダンス、詩吟、舞踊、神 課後チャレンジ教室、リメイク手
楽、特別企画・お楽しみ抽選 芸作品の披露、舞踊、特別企画
舞台発表内容
会

※展示作品や舞台発表について、詳しくは各公民館にお問い合わせください。
※朝地公民館は、改修のため終了しました。

【昨年の様子】
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犬飼公民館

大集会室

【出演予定】若鮎大学、女性学
級、文学講座、郷土史講座、太極
拳、書道、コーラス、社交ダンス、
３Ｂ体操、フラダンス、俳句、ハー
モニカ、親子フラダンス、詩吟、
舞踊、笑いヨガ

へ

いきい き

しお

あけあじ減る塩教室
参加者募集
減塩食というと「味がしない」「まずい」と感じる方もい
ると思います。
「あけあじ減る塩教室」では減塩しつつ、おいしく満足で
きる食事や調理の工夫とメニューを紹介します。
へ

日

☆こころの相談会☆

しお

時

２月14日（金）
９時30分〜12時30分（受付開始９時15分）
場 所 中央公民館 視聴覚室（市役所２階）
内 容 講話「おいしく減塩する方法」
（講師：管理栄養士）
おいしい減塩食の試食（減る塩ランチ）
参加費 試食材料費300円・お米0.5合
※参加希望者は、２月７日（金）までにお申込みください。
先着20人とさせていただきます。

名 称
こころの相談会
精神保健福祉相談
日 時 ２月17日（月）13時〜16時 ２月27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☆

参加者全員に減塩グッズプレゼント！
名 称

あけあじ慢性腎臓病予防教室
参加者募集
近年、気付かないうちに腎臓の働きが低下している『慢
性腎臓病（ＣＫＤ）』が新たな国民病として注目されていま
す。ＣＫＤは初期には自覚症状がほとんどありません。進行
してくると、むくみ、息切れ、倦怠感、貧血等の症状が現れ
てきます。放っておくと、どんどん進行して、人工透析療法
や腎臓移植を行わなければならなくなる可能性もありま
す。ＣＫＤについて正しく知り、予防していきましょう。
日 時 ３月５日（木）
13時45分〜15時30分（受付開始13時30分）
場 所 市役所１階 保健センター
内 容 講話「慢性腎臓病予防について」
（講師：腎臓内科専門医）
講話「腎臓をいたわる食生活について」
（講師：管理栄養士）
※参加希望者は、２月27日（木）までにお申込みください。

あけあじ運動教室
〜体幹を鍛えて代謝アップ！〜
参加者募集
運動したいけど、何をしたらよいかわからない！自分がし
ている運動は効果的なの？
そのようにお悩みの方！この機会に運動教室に参加して
みませんか？
日 時 ２月25日（火）
９時45分〜11時30分（受付開始９時30分）
場 所 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
・水分補給用の水分
持参物 ヨガマット（持っている方のみ）
※参加希望者は、２月18日（火）までにお申込みください。
先着25人とさせていただきます。

申込み・問い合わせ先

市民生活課

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

日 時
場 所
対象者
内容等

断酒会

ひまわり会
２月２日（日）、３月８日（日）
毎週火曜日 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
場
内
講
対

時
所
容
師
象

２月28日
（金）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

２月13日（木）
３月５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
２月 ４ 日(火）10時30分〜11時30分
２月17日(月） 10時〜11時30分
２月19日(水）10時30分〜11時30分
11時〜12時
２月20日(木）
３月 ５ 日(木）
10時30分〜11時30分
３月 ６ 日(金）

☆幼児健診☆

場 所
いぬかい子育て支援センター
おおの子育て支援センター
三重町子育て支援センターやしの実ひろば
清川町子育て支援センター
緒方保育園内子育て支援センター
朝
地
支
所

○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 ２月５日（水）３月17日（火）２月６日（木）３月18日（水）
対 象 児 平成30年６月生まれ 平成30年７月生まれ 平成28年７月生まれ 平成28年８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
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市の
野
大
豊後 知ろう
食育を

〜ひがしこども園のとりくみ〜
お話：ひがしこども園（三重町）栄養士 児玉美穂子 先生

○みそ作り体験
４歳児は毎年２月にみそ作りを行っています。みそ作りに
使用する大豆は、緒方町で有機栽培をしている農家から10kg
仕入れており、大粒で甘味があります。調理職員がゆでた大
豆を園児一人ひとりのビニール袋に入れ、手で潰していきます。
潰した大豆と、塩と麹を混ぜたものを一緒にこねて団子状に
し、容器に詰めていきます。１年間大切に保管し、翌年の２月
にできあがったみそとご対面！園児は「最初と色が違うよ！」
「いい香り〜」と大豆が発酵してみそになった様子を見て驚
いています。このみそは、ひがしこども園の給食で使っていま
す。みそ汁が苦手な園児も、手作りみそを使ったみそ汁は「お
いしい！」と食べてくれます。
▲みそ作り
○地域とのつながり
ひがしこども園の食育活動は地域の方々に支えられていま
す。サツマイモを植えるために畑を貸してくださり、12月の餅
つきでは、きねと臼を使った餅つき体験のお手伝いやヨモギ
の提供など、さまざまな部分で支えていただいています。日頃
の感謝の気持ちを込め、餅つきでついた餅を近隣の方に配っ
ています。
その他にも、給食でむかごご飯を食べたり、トウモロコシの
皮剥きやパン、ピザ作りをしたりと、さまざまな味と出会い、
体験ができる機会を設けています。園児が楽しんでいる様子
を見ると、私たち職員もうれしいですし、笑顔を見ると元気を
もらいます。今後も地域の方々の支援をいただきながら、幅
▲サツマイモの収穫
広い食育活動を続けていきたいです。

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】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

献 血 の お 知 らせ
日時
場所

２月26日（水） 10時〜16時
市役所１階 101会議室
皆さまのご協力をお願いします。

大腸がん郵送検診（未受診者検診）

郵送 による大腸がん検診を
実施します！

【対象者】今年度（昨年４月以降）、大腸がん検診を受
診していない40歳以上の市民
※今年度大腸がん検診を申し込まれた方で受診してい
ない方には、２月中旬頃に検診セットを郵送します。
また、希望者（40歳以上で、今年度大腸がん検診未
受診者）にも検診セットを郵送しますので、希望さ
れる方は市役所健康推進室までお知らせください。
【受診方法】検診セットの容器に２日間便を採り、同
封の問診票と一緒に返信用封筒に入れて郵便ポストに
投函してください。
【郵送期限】３月20日（金・祝）までの消印有効。
【自己負担金額】400円
※結果通知送付時に、振込用紙を同封しますので、郵
便局またはコンビニで直接振り込んでください。

問い合わせ先 市民生活課 健康推進室
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0974-22-1001

人権・男女共同参画啓発コーナー
社会を変えるのは私たちです

〜「部落差別の解消の推進に関する法律」とは？〜
部落差別問題の解決に向けて、これまでの長年の取組によって、生活環境や産業基盤が整備されるなど格差
が改善されるとともに社会のさまざまな分野で人権尊重意識の醸成も進められてきました。しかし、いまだに、
結婚・就職差別や差別発言、インターネット上での差別的情報の流布が発生するなど解決にいたっていません。
このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」が
平成28年12月16日に施行されました。

この法律のポイント
○現在もなお部落差別が存在するとの認識が法律で示されました（第1条）
○部落差別は日本国憲法に照らして「許されないもの」
「解消すべき重要な課題である」と明記されました（第1条）
○部落差別の解消に関する教育および啓発の必要性や相談体制の充実、実態の調査等が明記されました（第5条ほか）
社会を変えるのは私たちです。差別のない明るい豊後大野市を目指して、人権・部落差別問題の講演会や研修会に
参加するなど行動をしていきましょう！

人権擁護委員の紹介
令和２年１月１日から、４人の方々が人権擁護委員に
就任されました。各地域の人権擁護委員と共に、地域の
皆さんからの人権相談をお受けしたり、人権について関
心を持ってもらえるような啓発活動に取り組みます。

問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

安
板
内
足

氏
部
井
野
立

名
幸
亮
貴
完

代
一
文
治

人権・部落差別解消推進係

ひたちのか み

たね

住
三
大
三
犬

重
野
重
飼

所
町
町
町
町

備
再
再
新
新

考
任
任
任
任

0974-22-1001（内線2492）

ま

加藤常陸守種磨 2
幕末から明治までの激動の時代、豊後大野市では地域の有力者の活躍が目を見張ります。
そのうちのひとりである、清川町御嶽神社の神主「加藤常陸守」は、維新を経た明治４年（1871年）種磨と
名乗りはじめました。（市報令和元年５月号に掲載）
彼は、神主の仕事は当然ですが、宇田枝村の重役としても活動をはじめ、明治政府が推進する神社と寺院の分
離＝神仏分離と神社を合祀して整理する国家神道の整備に携わる
のでした。
その実務的な作業は、地域に点在していた野仏や祠、在地の民
間信仰を調べてリスト化することや、社寺の境内地や年貢の田畑、
所有する山林などを調査することで、彼をはじめ禰宜※や宝生寺住
職、役人と共に行い明治政府に報告しました。
これらの作業で、江戸時代までの宗教観は大きく転換しました
が、加藤種磨は千年以上続いてきた神仏習合の終焉、そして新し
く生まれた国家神道の成立を目の当たりにすることになったので
す。
その変革による衝撃は、加藤種磨の宗教観も大きく変えたと考 ▲加藤若狭守長義の墓
えられます。それを示す証拠が、加藤種磨のお墓です。代々御嶽
神社神主であった加藤家では、その当主の墓に特殊な形式の墓が
ありました。
それは、１〜２段の台石の上に八角柱や六角柱の墓標が置かれ
る形で、江戸時代中期の神主、加藤若狭守長義 [明和３年（1766
年）没] の墓から始まります。その形の由来は当時、神道界で有力
であった吉田神祇管領家とのつながりを示すもので、長義以降、
加藤長古、長章、栄親と同タイプが作られていました。
しかし種磨はこの形式を踏襲せず、江戸時代まで岡藩で武士階
級が作っていた「儒教式の墓」を作ったのでした。 （つづく）
ね

※禰宜

ぎ

▲加藤常陸守種磨の墓

神職の職称の一つ。

問い合わせ先

社会教育課

文化財係

0974-42-4141
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国保年金係からのお知らせ

国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です
国民年金保険料の納付は、口座振替がご利用になれます。保険料が自動的に引き落とされるので金融機関
等に行く手間が省けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。また、早割・前納で納付すると保険料が割引
され、お得です。
口座振替の振替方法は、次の５種類から選んで申込むことができます。
①２年前納（４月〜翌々年３月分）
②１年前納（４月〜翌年３月分）
③６か月前納（４月〜９月分、10月〜翌年３月分）
④当月末振替（早割) ※通常の納付期限よりも1か月早く振替する方法です。
⑤翌月末振替 ※保険料の割引はありません。
※口座振替での２年前納・１年前納・６か月前納（４月〜9月分）の申込期限は毎年２月末までです。
また、初回振替は４月末、原則、前月分と各前納分の振替になります。
（２年前納の場合は25か月分）
※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用できません。
口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機
関または年金事務所へお申し出ください。

★年金相談日
２月12日（水）市隣保館（大野町）
２月13日（木）市商工会（三重町）
２月19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）

ぶ んご 大野 里の 旅公 社だ より
ユーチューバーが豊後大野市を世界に発信！

本年もぶんご大野里の旅公社、絵本屋あっそうか、ロッジきよかわ、朝地観
光案内所九州オルレ等よろしくお願いします。市民の皆さまに親しまれ、市外
から訪れる方々が豊後大野市のファンになってもらえるよう今年一年ステップ
アップしたいと思っています。令和２年も１か月が経過し、いよいよオリンピッ
クが間近になりました。日本を訪れる外国の方々にも豊後大野市にぜひ立ち
寄ってもらいたいと願っています。
昨年11月にカナダ人の女性ユーチューバーのシャーラさんを招待し、豊後大
野市を海外に発信してもらいました。日本各地を回るシャーラさんは初めて訪
れた豊後大野市を「すばらしいところ」と絶賛。特に原尻の滝、用作公園、普
光寺摩崖仏が印象深く残ったそう。「こんなに素晴らしいところなのに観光
客が少ないのはどうしてなんでしょう」と話していました。私たちでは気が付
▲ロッジきよかわ
かない魅力を外国の方は感じるのかもしれません。
シャーラさんの発信した動画は以下からご覧になれます。
「https://youtu.be/zHw9JnndpRg」
「https://youtu.be/XUZlIyXW7tM」

絵本屋 あっそうか！ の2月イベント情報
2月27日㈭
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10時30分〜 赤ちゃんのためのおはなし会

2020.2

問い合わせ先
ぶんご大野里の旅公社
☎0974-27-4215

楽しく作って、おいしく食べよう！★無料
減る脂〜DASH食 体験講習会参加者募集
☎

の

アメリカ国立心臓肺血液研究所提唱のDASH食（「高
血圧を防ぐ食事法」の意）を豊後大野市版として考案し

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

た手軽でおいしいレシピをご紹介します。減塩とあわせ、

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

食品の選び方や食べ方のコツを知って生活習慣病予防！

緒 方 支 所 ☎0974-42-2111 千 歳 支 所 ☎0974-37-2111

◆日

時

２月18日（火）10時〜13時

◆場

所

市中央公民館

◆内

容

ミニ講話、調理実習

◆講

師

ベジ・カフェミズ

◆定

員

先着20名（定員になり次第締め切り）

◆準備物

犬 飼 支 所 ☎097-578-1111

問 …問い合わせ先 ☎…電話番号

確定申告会場および
電話相談センターのご案内

エプロン、三角巾、手拭きタオル等

申 問 豊肥保健所

…ファクス 申 …申込み先 予 …予約

野菜ソムリエ

栄養士

☎0974-22-0162（受付時間・平日８時30分〜17時）

令和元年分の所得税等の確定申告会場の開設期間は、

終活・相続 無料相談会
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。

２月17日（月）から３月16日（月）までです。
（土・日・祝日
を除く。受付は９時から16時まで）
例年、開設直後および終了直前の３日間は、大変混雑
し、長時間お待ちいただいておりますので、ご留意くださ
い。
マイナンバーカードと対応するスマートフォンをお持ちで

◆日

時

２月18日（火）13時〜15時

あれば、スマートフォンからe-Taxで申告することができ、

◆場

所

市中央公民館

税務署に行く手間もかからず、申告書の控えはPDF形式で

第３会議室（市役所２階）

問 ＮＰＯ終活支援ネット

スマートフォンに保存することもできますので、ぜひご活用

☎080-2732-3986

ください。
所得税・消費税・贈与税の確定申告に関する電話相談

障がい者就職面接会の開催
障がい者の就職の促進を図るため、障がい者と事業主

に対応するため、
「確定申告電話相談センター」を１月16
日（木）から３月16日（月）まで開設しています。最寄りの
税務署に電話をしていただき、音声ガイダンス（自動音声
案内）に従って「０」番を選択した後、ご用件をお話しいた

を対象とした面接会を開催します。

だくと、専用オペレーターが応対します。

◆日

時

２月27日（木）14時から

問 三重税務署

◆場

所

別府国際コンベンションセンター（ビーコン
プラザ）2階

☎0974-22-1015

レセプションホール

参加を希望される障がい者の方や事業主の方
は、ハローワークまでお問い合わせください。
※「精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座」も
同日に開催します。
問 ハローワーク豊後大野

☎0974-22-8609

第20回「耳の日」市民公開講座（講演会）

司法書士会で相続に関する無料相談を実施
２月は「相続登記はお済みですか月間」です

◆日

時

３月１日（日）10時〜11時30分

◆場

所

ホルトホール大分

◆内

容

耳鳴りのはなし、補聴器のはなし

◆相談窓口

各司法書士事務所

◆主

催

日本耳鼻咽喉科学会大分県地方部会

◆相談内容

遺産分割、遺言、相続分など相続に関する

大分県耳鼻咽喉科医会
問 大分大学医学部耳鼻咽喉科教室内

日本耳鼻咽喉科学会大分県地方部会
☎097-586-5913

◆期

間

201・202会議室

２月３日（月）〜28日（金）
９時〜16時（土・日・祝日は休み）

問題と登記手続き
※期間中の相談は無料です。
問 大分県司法書士会

☎097-532-7579
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STOP！ 踏切事故

講習会のお知らせ

故意や過失による事故には、損害賠償責任が伴います。

小型車両系建設機械運転特別教育（機体重量３t未満）
◆日

時

３月４日（水）・５日（木）

①必ず一旦止まって左右確認。

◆場

所

②向かい側に自分のスペースができるまで踏切の手前で

◆受講料

踏切では次のことを守ろう！

８時15分〜17時25分

待つ。

大分県立農業大学校
会員12,100円（会員外14,850円）とテキスト
代1,340円

③警報器が鳴り出したら踏切に入らない。

アーク溶接特別教育
◆日

時

３月12日（木）・13日（金）

非常ボタンを押すか、発炎筒で合図する。

◆場

所

踏切での緊急な用件はフリーダイヤル0120-405-889

◆受講料

車が動かなくなったらまず列車を止めよう！

８時50分〜16時45分

へ連絡してください。

市中央公民館
会員9,350円（会員外12,100円）とテキスト
代1,100円

※10人以下の場合、中止。

【２月３日はふみきりの日
悲惨な踏切事故を無くそう！】

申 問（一社）
大分県労働基準協会豊後大野支部

☎0974-26-4115

問 ＪＲ九州大分鉄道事業部

0974-26-4146

☎097-513-5853

大分県の最低賃金について

自死遺族のつどい

◆大分県最低賃金（時間額）790円（令和元年10月１日

ご遺族の心のケアを目的として、つどいを開催します。

から）
※県内で働く全ての労働者が対象です。
◆特定（産業別）最低賃金（令和元年12月25日から）
業

種

947円

非鉄金属製造業

907円

情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業
舶用機関製造業

象

大切な方を、自死で亡くされたご遺族

◆日

時

３月５日（木）

◆場

所

◆内

容

14時〜16時（受付13時30分〜）

金 額

鉄鋼業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具

◆対

832円

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 料

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）

◆申込締切
875円

2月27日（木）

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）

自動車（新車）小売業

844円

問 大分労働局労働基準部賃金室

☎097-536-3215
豊後大野労働基準監督署
☎0974-22-0153

石綿による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石
綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認めら

農業用資材の飛散防止のお願い

綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月

令和元年12月２日にＪＲ豊肥本線で、列車が線路内

を経て発症することが大きな特徴です。中皮腫などでお

に飛来した農業用ビニールハウスを巻き込み、緊急停車

亡くなりになられた方が過去に石綿ばく露業務に従事さ

する事故が発生しました。ビニールハウス等を設置する

れていた場合、労災保険給付等の支給対象となる可能性

際は、突風や台風で沿線・道路等に資材が飛散しないよ

があります。まずはお気軽に県労働局または労働基準監

う固定するまたはビニールの除去等飛散防止対策をお願

督署へお問い合わせください。詳細は厚生労働省ホーム

いします。

ページでもご覧になれます。

問 農業振興課

農業振興係

0974-22-1001（内線2320）
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れた場合、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石
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問 大分労働局

☎097-536-3214

♥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 ２月18日（火）９時〜16時
２月26日（水）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
予約・問い合わせ先
豊の縁結び後援会 ☎080-6404-3433

まちづくりSUMMIT
2020in豊後大野市
大分県南部のまちづくり関連の市民団体が一堂に
集結！これまでの活動実績を紹介し、これからの
“まちづくり”を一緒に考えます。入場無料です。
◆日時 ２月９日（日）10時〜15時30分
◆場所 エイトピアおおの 大ホール
◆内容・各団体の取組事例の報告 10時〜12時30分
市内の各まちづくり協議会のほか、市外か
ら「株式会社まちづくり佐伯」、
「まちづくり
ツクミツクリタイ」、
「株式会社まちづくり臼
杵」、
「まちづくりたけた株式会社」が参加し
活動事例を発表。
・歓迎アトラクション 13時30分〜15時30分
琵琶法師の生演奏や緒方三郎惟栄の研究
発表、真名野長者伝説の動画上映、百合若
大臣伝説の読み聞かせライブなど。
主催

豊後大野市まちづくり協議会

問い合わせ先
三重まちづくり協議会 高野 ☎090-3079-7806

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

平成31年度 行政相談日程表
会場名

担当者

三

重

田

北

清

川

廣

瀬

緒

方

後藤
（宏）

朝

地

後藤
（和）

大

野

伊

犬

飼

羽田野

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
隣

保

館

犬飼公民館

☎097-532-3715

『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、相
談員がご本人やご家族・関係者からのご相談に応じ
ます。お気軽にお問い合わせください。

◆日時：２月17日（月）10時〜12時
認知症疾患医療センター相談員対応
２月21日（金）14時〜16時
傾聴セラピストによる傾聴
３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）

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）

東

相談日
時 間
２月10日(月)
９時〜12時
２月13日(木)
13時〜16時
２月12日(水)
９時〜12時
２月10日(月)
９時〜12時
２月20日(木)
９時〜12時
２月21日(金)
９時〜12時

★ひなたぼっこで『若年性認知症の集い』を開催
しています。
ご相談を希望される方は、問い合わせ先へご連
絡ください。

広告

2020.2 28

キャリア教育で子どもたちの未来づくり

「子ども農楽校」餅つき・ＢＢＱで収穫祭！

田植え：「まっすぐ立ててっと」

「子ども農楽校」では、千歳町の農事組合法人「みしま」（廣瀬成芳組合
長）にご協力いただき、13人の団員とその家族で農業体験をしています。今年
も、もち米やサツマイモを栽培し、12月15日に餅つきとバーベキューをして収
穫に感謝しました。いろんな活動に参加して、苦労やきつさを共に分かち合い、
その都度達成感を味わってきた仲間と食べるお餅やお肉の味は、みんなの顔
を自然と笑顔にしていました。
２月に行う麦踏みが、本年度最後の活動となり閉校式を迎えます。
来年度の「子ども農楽校」の団員募集は、各学校を通して４月下旬に行う予
定です。
問い合わせ先 教育委員会 社会教育課
0974-22-2111

稲刈り：「根元、そろってる？」

餅つき：「掛声に合わせて！」

ＢＢＱ：「スペアリブ最高！」

豊後大野市子育て世代包括支援センター

掲示板

BABY

出生届

マタニティ

きらきら☆の窓口では母子健康手帳の交付、お子さんの
出生届提出の際に子ども医療・児童手当など各種手続き
を行っていただきます。届け出の記念に「きらきら☆インス
タ風フォトフレーム」で記念撮影はいかがでしょうか。
婚姻届・出生届・誕生日にきらきら☆のキャラクターと
一緒に記念撮影できるコーナーも用意しています。
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３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

（１月15日現在） ※黒字：フルタイム

青字：パートタイム

①ユニック車運転手16万円〜34万円 ②調理員17万円〜19万円 ③製造作業員15万円〜20万円 ④病院内清掃（所長候
補）15万円 ⑤歯科受付係17万円〜18万円 ⑥配送業務14万円 ⑦一般事務員14万円 ⑧営業員15万円〜30万円 ⑨店
内販売員17万円〜24万円 ⑩介護職員15万円〜16万円 ⑪葬祭サポート（事務）790円 ⑫送迎運転手1,250円 ⑬児童ク
ラブスタッフ850円 ⑭店内販売員790円〜850円 ⑮医療事務員850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

爆笑！
！お笑いフェス in 豊後大野

エイトピアおおの『利用者意見
交換会』への参加者募集！

＜出演＞東京03、平野ノラ、三四郎、四千頭身、三福
エンターテイメント、
インスタントジョンソン

□日 時：2020年3月21日（土）
【第1部】 11：00開場／11：30開演
【第2部】 14：00開場／14：30開演
□場 所：エイトピアおおの 大ホール
□料 金：【全席指定】一般2,800円
友の会2,500円 当日券500円増（税込）
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
□チケット：エイトピアおおの1階事務所にて好評販売中！
（その他取扱：チケットぴあ、ローソン、イープラス）
■お問合せ：エイトピアおおの
0974-22-8000

エイトピアおおのをご利用されているお客様や市
民の皆様方より、直接ご意見をお伺いし、開催する
イベントも含めたより良い会館運営を目指すことを
目的として、この会を開催致します。是非皆様方の生
の声をお聞かせ下さい。

爆笑お笑いフェスはグッドラック・プロモーション
株式会社の登録商標です。
（登録第6007937号）
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広告

□日 時：2020年2月21日（金）18時から
□場 所：エイトピアおおの 2階 第1会議室
■お問合せ：エイトピアおおの
0974-22-8000
広告

神楽会館一般公演
神楽会館立春特別公演
●日
程
●開場時間
●公演時間
●場
所
●入 場 料

か え しや

あまのぬぼこ

﹂内は保護者敬称略︾

お誕生
おめでとう
月中届出・﹁

岳斗︵やまと︶

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

︽

︻三重︼
●栁井

大賀︵たいが︶

﹁孝義・春菜︵浅水︶﹂

●後藤

﹁哲二・実樹︵市場一区︶﹂

●玉野井翔雅︵しょうま︶
柚希︵ゆずき︶

おくやみ
申し上げます

・佐 代︶
・北 園︶
・十 時︶
・後田北︶
・中土師︶

●後藤ヒサヱ ︵ ・板井迫︶
●田部 妙子 ︵ ・志 賀︶
︻大野︼

●田村チヤキ ︵
︽ 月中届出・敬称略︾
●小野 祥敬 ︵
＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。
●後藤きよ子 ︵
●小野
久︵
・ 三重大原︶ ●安東 秋生 ︵
・向 野︶︻千歳︼

66 90

野︶
野︶
尾︶

地︶

・上 畑︶
・徳 田︶
・中 野︶
・下自在︶
・馬 場︶
・ 緒方天神︶

・伏
・伏
・臼

・向 野︶ ●秦 カズコ ︵ ・柴 山︶
・向 野︶ ●木部宗太郎 ︵ ・中 部︶
・ 市場五区︶
●
荻
本
康
義 ︵ ・横 尾︶
・ 上赤嶺一区︶ ●阿南
宏 ︵ ・長 峰︶
・ 肝煎二区︶︻犬飼︼
・羽 飛︶ ●下村 元德 ︵ ・高津原︶
・内 山︶ ●伊達 髙俊 ︵ ・柴北上︶
・ 下赤嶺下︶ ●児玉ヨシ江 ︵ ・上サ町︶
・前内田︶ ●佐藤 照男 ︵ ・久原上︶
・内 田︶
・松 尾︶
・中玉田︶
・中 尾︶
・ 中津無礼︶
・中津留︶ ◇物品寄付︻敬称略︼
・ 久知良二区︶ ●千歳中学校へ

91 84 71 96 92

84 66 82 94

先月号の ページに掲載
いたしました、第 回豊後
大野市学童野球大会に誤り
がありました。訂正してお
詫びします。
︿誤﹀多田煌晟︵清川野球
スポーツ少年団︶
︿正﹀多田煌晟︵犬飼野球
少年団︶

九州福祉医療サービス
株式会社 代表取締役
長峰清明︵大分市︶

92 83 82 91

﹁晃典・詩織︵市場一区︶﹂

●後藤

惺也︵せいや︶

﹁弘樹・果代︵三重原︶﹂

●矢野

倖毅︵こうき︶

﹁和也・夏海︵三重原︶﹂

●麻生

柊︵しゅう︶

﹁一成・織︵下小坂︶﹂

●横尾

結稀︵ゆずき︶

﹁聡・穂垂︵上小坂︶﹂

︻大野︼
●大野

奏奈︵かんな︶

﹁憲司・加織︵妙勝庵︶﹂

●十時

翠乃︵あきの︶

﹁誠太郎・智美︵妙勝庵︶﹂

●甲斐

大雅︵たいが︶

﹁賢人・直美︵片島︶﹂

●後藤

一冴︵いっさ︶

﹁裕樹・奈々美︵矢田︶﹂

田

︻犬飼︼
●

・朝
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︻三重︼
●稲田ケイ子 ︵
●五島キヨコ ︵
●後藤 信義 ︵
●羽田 継昭 ︵
●安部
次︵
●原田美代子 ︵
●佐藤ケサ子 ︵
●伊東 清臣 ︵
●清水 豊春 ︵
●赤嶺シズ子 ︵
●小野 八郎 ︵
●松田 信義 ︵
●赤峯ナミ子 ︵
●天野
尚︵
●川野 節子 ︵
●甲斐 ミヨ ︵
●三浦ツユ子 ︵
●佐 八千代 ︵
︻清川︼
●首 マリヱ ︵
●森
義光 ︵
●關谷フキコ ︵
︻緒方︼
●佐藤ハマコ ︵
● 原 文子 ︵
● 髙ノブコ ︵
●足立喜美江 ︵
●小野 春子 ︵
●児玉 忠則 ︵
︻朝地︼
●柿原 幸夫 ︵

13

▲春風亭三朝
▲林家たい平

問い合わせ先 チコマートことぶきや ☎0974-22-0255

〒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）

えいとぴあ寄席 たい平と三朝

12

﹁雅俊・りえこ︵久原上︶﹂

92 94 95 98 88 95 86 90 91 86 82 100 88 78 84 90 92 85

83 86 85

98 91 85 86 95 95

95

３月３日（火） 18時開場／18時30分開演
エイトピアおおの 大ホール
一般2,000円（当日2,500円）
※未就学児の入場はお断りさせていただきます。
時
所
金
◆日
◆場
◆料

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）。

２月16日（日）
11時
12時〜16時
神楽会館
大人1,500円（当日2,000円)
中学生以下1,000円（当日1,500円)
●出演団体 御嶽神楽
●演
目 天沼矛、返矢、岩戸開ほか
●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

豊後大野市を笑いで明るい町づくりをと地元県南落語組合の
豊後家歌八（本名 三浦芳行）さんが企画をする落語会です。

【出演：林家たい平、春風亭三朝、春風亭一花、豊後家歌八】
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大分県地域を担うＮPＯ協働モデル創出事業

大分県美術協会

しげまつり！第２回

「地域がＨＯＫＯＲＩひろがる子どもプロジェクト」発表会
−プレゼンテーションと舞台パフォーマンス−

地域の子どもたちが考えていること、表現し
たいことを発表する場です。
「失敗をおそれずにまずはやってみよう！」を
ぜひ、応援してください！

◆日時
◆場所
◆主催

2月23日（日）13時〜16時30分
エイトピアおおの小ホール
N P O法人しげまさ子ども食堂—げんき広場—

問い合わせ先

NPO法人しげまさ子ども食堂事務局

☎0974-22-1113

書道部 巡回展
◆期
間
２月14日（金）〜16日（日）
◆展示時間
９時〜17時（16日は15時まで）
◆場
所
エイトピアおおの２階ギャラリー
問い合わせ先
県美術協会竹田大野支部 井野元安喜
☎0974-37-2908

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医

2

当番日

月

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：20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

２月 ９ 日（日） おぐり胃腸・肛門科（三重町）

0974-22-6222

２月11日（火） 岡本医院 おかもと糖尿病・内分泌クリニック（犬飼町）

097-578-0210

２月23日（日） 岩田医院（野津町）

0974-32-2017

２月24日（月） 土生医院（三重町）

0974-22-0444

３月 １ 日（日） いしかわ皮ふ科・形成外科（三重町） 0974-24-0120
※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。

不動産に関する相談
（空き家相談）
日時：20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：９日
（日）
９時〜12時、13時〜16時
問▶市清掃センター
0974-22-4733

2020.2

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

電話番号

２月 ２ 日（日）
２月 ９ 日（日） 豊後大野市民病院（緒方町）

0974-42-3121

２月11日（火）
２月16日（日） みやわき小児科（三重町）

0974-24-0230

２月23日（日）
２月24日（月） 豊後大野市民病院（緒方町）

0974-42-3121

３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。

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

31

電話番号
097-578-5015

２月16日（日） ごとう消化器科・内科クリニック（三重町） 0974-24-0070

犬の捕獲について

消費生活相談
毎週月〜金曜日

医療機関名

２月 ２ 日（日） いぬかい児玉医院（犬飼町）

歯 科 休 日 当 番 医
当番日

医療機関名

電話番号

２月 ２ 日（日） 矢野歯科クリニック（三重町）

0974-22-8811

２月 ９ 日（日） 陽だまり歯科医院（野津町）

0974-32-7864

２月11日（火） 芦刈歯科クリニック（野津町）

0974-32-7700

２月16日（日） 朝地町アルファ歯科医院（朝地町） 0974-72-1032
２月23日（日） つばさ歯科（三重町）

0974-22-6262

２月24日（月） 市場のはいしゃさん（三重町）

0974-22-1455

３月 １ 日（日） フレンド歯科（三重町）

0974-22-8828

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

イルミネーションが緒方、
朝地の夜を華やかに彩る
令和２年 月号

２

キャンドルに火を灯す児童（朝地町）

朝地町のイルミネーション

緒方町のイルミネーション

12月21日、道の駅あさじで「クリスマスイルミネーション キャンドルナイトinあさじ」が初めて開催されました。企
画したのは「あさぢば」で、市の地域リーダー育成事業をきっかけに生まれ、朝地町で「多くの人の心のよりどころ」を
目指す若い人たちの団体です。当日は、朝地小学校の児童が制作したキャンドルの点灯式やライブコンサートなどが
行われ、会場は賑わいました。
同日、緒方町原尻の滝周辺では「おがたまちおこしたい」が企画し、今年で2回目となるイルミネーションの点灯式
が開催されました。緒方神楽や緒方保育園の園児によるダンスが行われました。
※朝地のイルミネーションは、12月25日まで。緒方町原尻の滝周辺は２月末まで日没から22時まで点灯する予定です。

まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

35,377人 （−64人）
16,506人 （−16人）
18,871人 （−48人）
16,060世帯（−24世帯）

令和元年12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）
３月２日
（月）
※ケーブルテレビ使用料

豊後大野の

２月26日
（水）

しの だ

ゆ

み

左：篠田侑実さん（大野町）
ながよしゆう か

右：長吉優香さん（緒方町）

思い出に残る成人式にしたい！
今月号でご紹介するキラリ人は、令和２年豊後大野市成人式実行委員会
実行委員長の篠田侑実さんと副実行委員長の長吉優香さんのお二人です。
篠田さんは、大野町出身で現在は県内の大学に進学し、機械工学を学ん
でいます。中学校、高校で卓球部、高校では写真部にも所属し特に人を撮影
するのが楽しいとのこと。工作やものづくりに興味があり、授業で加工か
ら組立てまで行った簡易的な車のエンジンが一番印象に残っているそうで
す。新成人としての抱負は「これからたくさんの知識や力を身に付け、いつ
か大好きな豊後大野市に帰ってきて地元の活性化に貢献したいです」との
ことでした。
長吉さん は、緒方町出身
で現在は県内の大学に進学
し、建築について学んでいま
す。中学校ではバレーボール
部、高校では器 楽 部に所属
しパーカッションを担当して
いました。趣味は絵を描くこ
とや、ドラムを演奏すること。
新成人としての抱負は「今ま
ではお金の管理ができてい
なかったので、家計簿をつけ
て大人としてきちんとお 金
の管理が できるようになり
たいです」とのことでした。
輝かしい未来に向かって、
頑張ってください。
▲実行委員会の皆さん
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