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表紙：綿田地区の地すべり
から３年。全地区で田植え
が再開され、復旧を喜ぶ皆
さん。

特集

地すべりから３年。

３年ぶりに綿田全区で

田植えが再開

朝地町綿田地区。

ここで生産された米は「綿

田米」と呼ばれ、かつては岡

藩主へ「御膳米」として献上

され、県内有数のブランド米

としても知られています。

いつもと変わらぬ棚田の風

年５月

日、綿田地

景が一変したのは３年前。

平成

16

は全国にも報道されました。

よる被害が発生し、その様子

は水田など広範囲で地割れに

や家屋、市道、農道、さらに

的被害はなかったものの宅地

大規模な地すべりとなり、人

北約４００メートルにおよぶ

東西約２５０メートル、南

した。

線上につながりあっていきま

加 し、 そ れ ぞ れ が 拡 大 し て、

ら、徐々に地割れの箇所は増

区で地割れが発見されてか

２9
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地すべりから３年。

当時、住民の安全確保のた

め、災害対策基本法に基づく

人に避難勧告し、警

「 警 戒 区 域 」 の 設 定 を 行 い、

９世帯

戒区域内の市道７路線を全面

ヘクタールが地割

通行止めへ。立入禁止区域内

の水田約

れや水路の寸断で、耕作不能

になりました。

市 で 発 生 し た 災 害 の 中 で、

今回のように長期におよぶ避

難勧告を発令したことはな

く、「 地 す べ り 」 と い う 未 経

験の災害でした。しかし、国、

県等多くの方々の協力で、原

因となった地下水を抜く集水

井や鋼管くいの打ち込みなど

年

月

日に避難

の地すべりを防ぐ工事が進

み、平成

２6

田全区で田植えが再開できる

そして今年、３年ぶりに綿

した。

タールで田植えが再開されま

を解除。昨年には、約５ヘク

勧告の発令と警戒区域の設定

1２

こととなりました。
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1０

3０

いつ地割れが止まるのか
地割れを発見した――。
か所ほどの小さな地割

地元住民からの通報によ
り、
れが確認されました。地割れ
ミリメートルを超える

の箇所は増加し、最大で１時
間に
変 動 が 観 測 さ れ、 二、三 か 月
の間で５メートルを超える段
差が生じた箇所もありまし
た。
「ほんの少しの割れ目か
ら始まり、どんどんと広がっ
ていった。いつ地割れが止ま
るのか。どうなるか分からず
不安だった」と板倉さん。

日

日

日

定
（立入禁止 ヘクタール）

災害対策基本法に基づく警戒区域の設

避難勧告追加発令
（６世帯７人）

地元説明会

日 警察・消防・自衛隊）

関 係 機 関 災 害 対 策 会 議（ 国・ 県・ 市・

日 避難勧告発令
（３世帯 人）

日 災害対策連絡室の設置

日 地割れを確認

地すべりの主な経過

５月

５月

５月

５月

５月

５月

５月

５月

５月

５月

１0

国の専門機関による現地調査

水田耕作者説明会

市の警戒体制強化（全庁体制による各

対策部設置）

朝地町自治委員会・地元消防団への説

ヘク

よび関係部署へあいさつと協力要請

市長・市議会議長・地元県議が知事お

水田耕作者説明会

日 明会

日

日 地元説明会

警 戒 区 域 内 に 立 入 禁 止 区 域（

タ ー ル ）と 立 入 制 限 区 域（ ９ ヘ ク タ ー

ル）を設定

県と市で意見交換会

国の専門機関による２回目の現地調査

広瀬知事現地視察

６月５日

１7

避難生活は
不安でしょうがない

3４

６月 日

６月１日

25

2１ 20 １６

22

23

2４

25

28

30

3１

平成29年

いたくら まさなお

避 難 勧 告 を 受 け た 世 帯 は、

②

板倉正直さん

綿 田 地 区 公 民 館 や 市 営 住 宅、

④

綿田地区自治委員

親戚宅などに避難。高齢者の

①

２０

多い地区でもあり、地区公民

③

自治委員さんや避難され
ていた方から当時のお話
をお聞きしました。

２２

地すべりから３年。
特集
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６月

６月

月

警戒区域を縮小（立入禁止

日 地元説明会

警戒区域を縮小（立入禁止

タール）

警戒区域を縮小（立入禁止

・５ヘク

・３ヘク

６世帯７人の避難勧告を解除

日 タール）

日

・５ヘク

１世帯６人の避難勧告を解除

３年ぶりに令和２年産綿田米耕作開始

災害対策連絡室を解散

告を解除

警戒区域を解除、２世帯４人の避難勧

日 耕作者説明会

月 日

日

2１

館に避難された方はいずれも
高齢で、この年は例年にも増
して、夏の暑さが厳しかった

20

ことから、避難先には定期的

１8

月

耕作者説明会

８月３日 タール）

22

に保健師などが訪問し、生活

2６

５月

地元説明会

日 耕作者説明会

１2 １１

面の相談や心のケアに努めて

月

１2

月４日

１2

１3

１0

いました。このような避難生

平成30年

活の支援にまず立ち上がった
のが地元自治会で、自主的に
食事など生活面の支援が行わ
れました。避難された方は当
時の状況を「どこまですべる

平成29年

28

30

１2

１3

んやろうかと不安。毎日、下
がっていきよると言ってたか
ら。道がふさがったら家に帰
れんと思うと夜も寝付けな

ありがとうございました。

⑥
⑦

令和２年

※残る地すべり対策等の工事を実施中です。

多くのご支援をいただき、

かった。あの時の緊張は言い

被災者支援に当たられた方々、

ようがない」と振り返ってい

工事等に携わった方々、

ました。

そして、全国から義援金等

おいしいお米を届けたい
秋の収穫に向け、苗はすく
す く と 育 っ て い ま す。
「おい
しいお米ができたら、県知事
へ持っていく。立派な工事を
しちくれて、皆さんのおかげ
で田んぼが復旧した。この田
をこれからも作り続け、守っ

2020.8
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ていきたい」板倉さんは笑顔
で語りました。

田の復旧に感謝

当時は、もうこのまま作れ
ない の か と 半 ば あ き ら め
ちょったけど、業者の皆さ
んの力で前のような美田に
復旧していただき、感謝し
ています。
今後も自分が元気な間は、
作り続けていきたいです。

①平成29年６月時点、日
に日に田にできた段差が
大きくなっています。
②平成29年６月時点、市
道は壊れ、線上につなが
る地割れ。
③３年ぶりの棚田風景。
④現在、復旧した市道。
⑤10か所設置された地下
水を抜くための集水井。
⑥復旧した田で３年ぶり
の田植えに精が出ます。
⑦元気に育つ苗。

インタビュー

⑤
綿田地区で農業を営む

後藤啓文さん
ご と う ひろふみ

災害時の避難方法をご確認ください
災害前、そして災害時、あなたがとるべき行動は？

避

難

行

動

定

フ

ロ

ー

防災ガイドブックやハザードマップには、浸水や土砂災害
が発生するおそれの高い区域を着色した地図が掲載されて
います。着色されていないところでも災害が起こる可能性
がないわけではありません。

防災ガイドブックやハザードマップで自分
の家がどこにあるか確認し、印をつけてみ
ましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

判

いいえ

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそ
ばなどにお住まいの方は、市からの避難情報を参考に必要
に応じて避難してください。

はい

災害の危険があるので、原則として、
自宅の外に避難が必要です。

例外

ご自身または一緒に避難する方は、避難に
時間がかかりますか？

①浸水する深さよりも高いところにいる
②ハザードマップにおいて、浸水や土砂災害の危険がある
地域であっても、十分堅牢なマンション等の上層階に住
んでいる場合や、崖から遠く浸水しにくい２階以上に避
難できる場合は、自宅に留まり安全確保をすることも可
能です。

いいえ

はい

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人は
いますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人は
いますか？

はい

いいえ

はい

警戒レベル３が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう。
（日頃
から相談しておきましょ
う）

警戒レベル３が出たら、
市が指定する指定緊急避
難場所に避難しましょ
う。

警戒レベル４が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう。
（日頃
から相談しておきましょ
う）

警戒レベル４が出たら、
市が指定する指定緊急避
難場所に避難しましょ
う。

活用しよう！
防災ガイドブックと
ハザードマップ

市では︑防災の基礎知識や防災の心
得︑危険箇所等を示した防災マップを
一 冊 に ま と め た﹁ 防 災 ガ イ ド ブ ッ ク ﹂
を一世帯に一冊配布しています︒
インターネットの検索サイトで﹁豊
後大野市 防災ガイドブック﹂でも確
認できるほか︑紛失された方には市民
生活課窓口および各支所でお渡しでき
ますので︑日頃の防災対策にお役立て
ください︒

ハザードマップ

ハザードマップは︑インターネット
の検索サイトで﹁豊後大野市 ハザー
ドマップ﹂で検索してご覧いただけま
す︒地区別に︑洪水災害分と土砂災害
分がありますので︑自分の住んでいる
地区と災害区分を選んでご確認くださ
い︵地区によってはハザードマップが
なかったり︑２つ以上に分かれている
場合もあります︶︒

防災ガイドブック

いいえ

2020.8
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警戒レベルや避難時の注意事項をご確認ください
市が避難情報を発令するときには警戒レベルを用いて発令します。警戒レベルに注意して、安全・確実
に避難しましょう。特に高齢者や障がい者、避難先の遠い方等は、早めの避難を心がけてください。

警戒レベル別の避難情報と避難行動
警戒
レベル
高

５

危険度

４
３
２

低

１

避難情報など

住民がとるべき行動

災害発生情報
【豊後大野市が発令】
避難勧告・避難指示（緊急）
【豊後大野市が発令】
避難準備・高齢者等避難開始
【豊後大野市が発令】
大雨注意報・洪水注意報
【気象庁が発表】
早期注意情報
【気象庁が発表】

●避難情報等は、防災行政無線および音声告知放送端
末でお知らせします。
●危険な場所にいる方は、レベル３で「高齢者などは
避難」
、レベル４で「全員避難」です。
●市指定避難所は、市報７月号でご確認ください。

命を守る最善の行動を。
すでに災害が発生している状況です。
危険な場所から全員避難してください。
危険な場所から高齢者や障がい者、子ども連れの方
など、避難に時間を要する方は避難してください。
避難に備えハザードマップ等で避難方法を確認し
てください。
最新情報に注意し、心構えを高めてください。

●避難とは難を避けること、つまり安全を確保するこ
とです。安全な場所にいる方は、避難所に避難する必
要はありません。
●避難先は小中学校・公民館だけではありません。避
難先を検討する際は、安全な親戚・知人宅に避難する
ことも考えてみましょう。

●平時のうちに最低3日分の備蓄品（非常持ち出し品）の点検と不足品の買い足しをしておきましょう。
【非常持ち出し品をチェックしよう】
□ 飲料水と食べ物

□ 医薬品

□ お薬手帳

□ 洗面・歯磨き用具

□ マスク

□ 手指消毒液

□ 手洗い用の石鹸

□ ペーパータオル・タオル・ハンカチ

□ ティッシュペーパー

□ 体温計

□ 寝具（毛布等）

□ スリッパ等の上履き
□ ポリ袋（ごみを入れられるレジ袋等）

□ 着替え

□ 携帯トイレ

□ 使い捨て手袋

□ 懐中電灯・電池

□ 携帯電話・充電器

□ 換気時防寒用の暖かめの服やブランケット

□ 鍋・やかん・紙皿・紙コップ・割り箸

□ カセットコンロ・カセットボンベ・マッチまたはライター

※準備する物の一例です。このほかにもご自身やご家族の体調等に応じて必要となる物(メガネ・紙オムツ・生理
用品等）を想定し十分に準備して災害に備えてください。自宅以外の場所へ避難する際、荷物をたくさん持てな
い方は無理をせず、早めの避難を心がけてください。
６月 日︑神楽会館で市職員
の避難所開設訓練を行いまし
た︒避難所で感染症がまん延し
ないよう努めますが︑避難者の
ご協力も重要です︒避難所に避
難する際は︑自宅で検温し︑マ
スクを着用して︑できるだけ自
分用の非常持ち出し品をお持ち
ください︒発熱等で体調不良の
方は︑受付でお申し出ください︒
18

避難所の受付で体温を確認後、受付簿に氏名・住所等記載してもらいます。発熱等症状のある
方は、その他の方とは別の部屋へご案内します。

問い合わせ先
7
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総務課

防災危機管理室

0974-22-1001

豊後大野市
令和元年度

受入

総数

1万501件

ふるさと納税

総額

応援
ありがとう！

1億5,843万2,000円

ふるさと納税は、故郷や応援したい自治体に寄附をすることにより、税の控除が受けられる制度です。寄附
金の使い道を選ぶことができ、地域貢献につながる仕組みでもあるため、寄附額は年々増加しています。昨年
度は、前年度対比約1.5倍となるご支援をいただきました。

ふるさと納税を活用した事業の一部を紹介します
学習環境の整備！

読書活動の推進！

昨年度に引き続き、市内各中学校で老朽化した机・
椅子の更新に活用しました。個々の体型に合わせ高さ
調節ができるようになり、学習環境の改善を図ること
ができました。

読書活動は、言葉を学び豊かな心を育み人生をより
深いものにしてくれます。その環境を積極的に整備す
るため、市内全小･中学校、移動図書館等への新刊図
書購入に活用しました。

自然と人間が共生する社会を目指して！

子育てに絵本を！

生物多様性を学ぶため、小学校に講師をお招きして
の特別授業や、伝統芸能継承に向けた人材育成の推進
を目指した子ども神楽大会の実施等に活用しました。

乳児家庭訪問事業に合わせて、出産祝品として、親
子の絆やふれあい作りを目的に絵本入りのスタート
パック贈呈に活用しました。

ふるさと納税の返礼品を募集しています
ふるさと納税をしていただいた方（市外住民に限
る）へお礼としてお届けしている地元特産品を通じ
て、豊後大野市の魅力を広くＰＲするとともに地域産
業の活性化を目指しています。
返礼品の充実を図るため、市内事業者の皆さまから
の返礼品を随時募集しています。

募集する返礼品基準
豊後大野市のＰＲにつながる商品であり、市内で生
産･製造･加工･採取･栽培･サービス等がなされている
もの。（詳細はお問い合わせください）

問い合わせ先 まちづくり推進課 地域振興係

0974-22-1001（内線2444）
2020.8
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豊後大野市に住んで働きませんか？

最大１００万円 奨学金の返還を助成します！
市では、奨学金を返還しながら働く若者を対象に、
年間返還額の3分の2（上限20万円）を5年間（最大100
万円）
助成します。
※前年度に支払った奨学金が対象となります。
◆対象者

①〜④の全てに該当する方
①豊後大野市に住所のある方で、申請年度
から5年以上豊後大野市に居住する意思
のある方。
②30歳以下の方。
③週20時間以上働いている方。
④令和２年４月１日以降に就労した方。
※令和２年４月１日より前に就労した方で
も対象になる場合がありますので、学校
教育課までお問い合わせください。

◆申請の手続き

提出書類を、学校教育課へ提出。
※要綱および提出書類は、市ホーム
ページに掲載しています。

◆申請期限

9月30日まで

その他、細かい条件については、要綱をご確認いただくか、学校教育課までお問い合わせください。

問い合わせ先

学校教育課

教育総務係

0974-22-1001（内線2203）

小中高連携で学校の魅力アップ！

～三重総合高校の魅力って？～

▲昨年度

三重総合高校演劇部が犬飼小で演劇披露

問い合わせ先

三重総合高校は、開校15年目を迎えます。これまで2,429人
の卒業生を送り出し、社会に対し、大きな貢献を果たしていま
す。令和元年度の卒業生の就職者は57人、うち市内への就職
は16人、国公立および私立大学、専門学校などへの進学は95
人でした。さらに、部活動では、剣道部男子が全国高校選抜大
会出場、演劇部は大分県で最優秀賞をとるなど、大きな成果を
あげています。こんな魅力いっぱいの三重総合高校と小中学校
が連携して、文科省指定「魅力ある学校づくり調査研究事業」
に取り組み、市内の小中学校とともにさらに魅力をアップして
いきます。
今後、中高連携で、オープンスクールや三重総合高校３科学
習発表会への参加を予定。小高連携では、小学生による高校見
学などを行っていきます。交流を通して、お互いの学校の魅力
に気付き、自らの生き方の参考にできることを期待しています。

学校教育課

0974-22-1001（内線2211）

～空き家の管理・活用にお悩みの方へ～

『出張！空き家相談』を行います
市内にある空き家の適正管理や利活用について、
『出
張！空き家相談』を行います。対象者は空き家の所有
者・管理者、将来空き家になる可能性のある家屋を所
有している方です。
不動産に関する専門家やコーディネーターが現地に
伺い、空き家の状況調査や相談、空き家バンク制度の
説明等を行います。
お気軽にお申し込みください。

◆申込み・予約
随時 平日９時〜17時まで
※事前予約をお願いします。
◆相談・現地調査
随時 平日９時〜16時まで
（土日は適宜対応）
※相談は無料です。

申込み・問い合わせ先
0974-22-1001（内線2445・2446）
まちづくり推進課 地域振興係
豊後大野市宅地建物流通センター ☎0974-22-6880
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特別定額給付金
（１人10万円）の申請はお済みですか？
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として
給付している特別定額給付金の申請期限が、８月11日
（火）
までとなっています。
申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができな
くなりますので、申請がお済みでない方は、お忘れの
ないよう申請をしてください。
お手元に申請書が届いていない場合や、申請書を紛
失された場合は、市役所特別定額給付金室までご連絡
ください。
なお、１人世帯の世帯主（受給者本人）が申請前に死亡
した場合は、給付対象となりませんのでご注意ください。

問い合わせ先

◆申請期限 ８月11日（火） 17時
・郵送は当日消印有効となります。
・オンライン申請も同日が期限となります。
◆必要書類
・受給者（世帯主）本人が確認できる書類の写し（運
転免許証、健康保険証等の写しのいずれか１点）
・振込先金融機関口座確認書類（通帳・キャッシュ
カード等の写しのいずれか１点）
・代理申請や代理受給の場合は、代理人の本人確認書
類や、受給者と代理人の関係を示す書類

市役所特別定額給付金室

「家賃支援給付金」の
申請について

中小企業・小規模事業者の皆さまへ

「持続化給付金」 県内の申請
サポート会場をご利用ください
国は、
「持続化給付金」に関して、ご自身で電子申
請を行うことが困難な方のために、５月12日から「申
請サポート会場」を開設しています。
大分県では大分市で申請サポート会場が設置されて
いますので電子申請が困難な方はぜひご利用くださ
い。
会場コード4407 大分センチュリーホテルＢ１階
※事前予約が必要です。
問い合わせ先
持続化給付金の制度内容に関すること
持続化給付金相談フリーダイヤル0120-115-570
電話予約 申請サポート会場受付専用フリーダイヤル
（自動ガイダンス）0120-835-130
（受付時間：24時間対応）
オペレーター対応 ☎0570-077-866
（受付時間：９時〜18時）

0974-22-1001

国は令和２年５月の緊急事態宣言の延長により、売
上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするた
め、地代、家賃(賃料)の負担を軽減する「家賃支援給
付金」を給付します。
申請方法：インターネットを基本とした申請
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、
電子入力のサポートを次の会場で設置しています。
申請サポート会場
竹田市：竹田市総合文化ホールグランツたけた
佐伯市：佐伯商工会議所
日田市：公益財団法人 日田玖珠地域産業振興センター
※事前予約が必要です。
問い合わせ先
相談窓口フリーダイヤル 0120-653-930
申請サポート会場受付専用フリーダイヤル
0120-150-413

豊後大野市ものづくり生産性向上緊急促進事業補助金のお知らせ
市では、国が実施する「ものづくり・商業・サービ
ス生産性向上促進補助金」を活用して設備投資等を行
う中小企業、小規模事業者等の経費の負担を軽減する
ことを目的に、補助金を交付します。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

商工観光課

◆補助対象者
全国中小企業団体中央会が実施する補助事業の公募
に応募し採択され、補助金の決定を受けた市内に事務
所または事業所を有する中小企業、小規模事業者等
◆対象経費
全国中小企業団体中央会が認める交付対象経費
◆補助金額
①中小企業者：補助対象経費の1/8
②小規模企業者、小規模事業者：補助対象経費の1/6
補助上限：125万円

経済振興係

0974-22-1001（内線2452）
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ひとり親のご家庭の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の子育て負担の増加や、
収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します！
１．基本給付

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付

·給付金の対象となる方

次の①〜③のいずれかに該当する方

① 令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている方（申請不要）
② 公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給しており、令和２年
６月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方および児童扶養手当の申請をしていれば、令
和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方で、収入額等申立
書の要件を満たす方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準となっている方で、収入額等申立書の要件を満たす方

·給付額

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方への給付
·給付金の対象となる方

·給付額

基本給付対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した
方

１世帯５万円

生活保護世帯は対象外です。

◆申請方法 基本給付①のみ申請不要です。それ以外の基本給付・追加給付とも申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援課または各支所の窓口に直
接、または郵送でご提出ください。
問い合わせ先

子育て支援課 家庭支援係「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口
☎ 0974-22-1021（内線2131）

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方について、次の要件を満たす場合は、申請により介護保険料の
減免(全額または一部)を受けることができます。
◆対象となる方 次の(1)または(2)に該当する第1号被保険者の方
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入
または給与収入の減少が見込まれ、①と②のいずれにも該当する方
①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年
の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
②減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※必要書類などの詳細は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

問い合わせ先
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高齢者福祉課

介護保険係

0974-22-1001（内線2177）

豊後大野市地域子育てサポートセンター
－会員募集・まかせて会員講習会のお知らせ－

子育て中には、「冠婚葬祭や会議に小さい子どもを同伴できな
い」
「病後の子どもをみてほしい」など「ちょっと誰かに頼みた
いな」ということがあります。
市では、こうした子育てのお手伝いができる まかせて会員
と子育ての手助けをしてほしい よろしく会員 で構成される
登録制の子育て支援事業を実施しています。
皆さんも会員になって市内の子育て中の家庭をみんなで応援
しませんか？
◆利用料金

よろしく会員
15歳までのお子さんの保護者
（就労の有無は問いません）

（1時間単位）

月曜〜土曜

まかせて会員
子育てのお手伝いができる方で、
まかせて会員養成講習会を受講された方

7時〜19時

600円

時間外

700円

日曜・祝日

7時〜19時

700円

どっちも会員

病後児の場合

7時〜19時

700円

両方あわせて登録できます。

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

まかせて会員になるための養成講習会に参加しませんか？
月

日

８月27日（木)
９月２日（水）
９月10日（木）
９月18日（金）

時

間

場

所

講座内容

９時〜12時

中央公民館 第1会議室（市役所２階）

保育の心など

13時30分〜15時30分

中央公民館 第1会議室（市役所２階）

子どもの身体の発達と病気

10時〜12時

三重ふれあい児童館 和室

子どもの安全、事故の防止・対応

13時〜17時

中央公民館 第１会議室（市役所２階）

小児看護の基礎知識

10時〜12時

三重ふれあい児童館 和室

子どもの世話

13時〜17時

中央公民館 視聴覚室（市役所２階）

子どもの心の発達

９時〜12時

中央公民館 調理室（市役所２階）

子どもの栄養と食生活

13時〜17時

中央公民館 第1会議室（市役所２階）

子どもの遊びなど

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更または中止になる場合があります。

申込み・問い合わせ先

子育て支援課

こども支援係

0974-22-1001（内線2138）

『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：８月17日（月）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
★ひなたぼっこで『若年性認知症の
８月21日（金）14時〜16時 傾聴セラピストによる傾聴
集い』を開催しています。ご相談
９月２日（水）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
を希望される方は、問い合わせ先
場所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
へご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更または中止になる場合があります。
問い合わせ先
●高齢者福祉課 地域包括ケア推進室
0974-22-1001（内線2171）
●豊後大野市地域包括支援センター
☎0974-22-0505
●地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ ☎0974-22-8181（水・土のみ）
2020.8
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移動販売協力事業所のご紹介
日常の買い物に困っている高齢者や障がい者の方、子育て世帯の方々に対して、見守りを兼ねた自宅
等への移動販売を提供していただいている事業所をご紹介します。
新たに「平川商店」「Ａコープおがた店 とくし丸」の２店舗も加わって、現在11の事業所が販売に
お伺いしています。利用を希望される方は、各事業所または高齢者福祉課までお問い合わせください。
業 者 名
コープおおいた
くらしサポート事業部

電話番号

宅配範囲

取扱品／休日

☎ 097-529-7216

三 重 町・ 清 川 町・ 大 野 町・
千歳町・朝地町

食料品、日用品等
(日曜休)

セブンイレブン
豊後大野三重大原店

☎ 0974-22-8510

市内全域

食料品、日用品等
(土・日曜・祝日休)

永岡商店

☎ 0974-42-2285
☎ 090-3014-4331

緒 方 町・ 清 川 町・ 大 野 町・
朝地町

食料品、日用品等
(日曜休)

有限会社ミツワ通商

☎ 097-542-2125

市内全域

飯島青果

☎ 090-1083-9823

大野町・緒方町・朝地町

熊本野菜、花類

川野鮮魚店

☎ 0974-22-2709

三重町全域

魚類(日曜・祝日休)

夢市場フレッシュ便
(道の駅きよかわ)

☎ 0974-35-2117

清川町全域

食料品、日用品等
(土・日曜休)

ファミリーショップいしかわ

☎ 0974-22-3472

三重町全域

食料品、日用品、酒類、
タバコ等(年中無休)

移動スーパー ふくろう便

☎ 080-6472-2710

朝 地 町・ 大 野 町・ 千 歳 町・ 食料品、日用品等
犬飼町
（土・日曜休）

平川商店

☎ 090-5476-1938

市内全域

食料品、日用品等
（土・日曜休）

Aコープおがた店 とくし丸

☎ 0974-42-3521
☎ 080-8596-5200

清川町・緒方町・朝地町

食料品、日用品等
（土・日曜休）

蒲江の海産物・日用品等
（日曜・祝日休）

※事業所ごとに対応できる地域や時間帯、取扱商品の内容が異なりますので、詳細は直接お問い合わせください。

問い合わせ先 高齢者福祉課 いきいき高齢者係

0974 - 22 - 1001（内線2173）

「ときめき作品展」作品募集
「ときめき作品展」は、障がい者・児
申込期日
の芸術文化に対する取組を支援し、社
出展者資格
会参加の促進を図ることを目的として
部
門
開催しています。多くの方のご出展を
展示場所
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
展示期間
わせください）
問い合わせ先 社会福祉課 障がい支援係

８月３日
（月）
〜８月31日
（月）
県内在住の障がい者・児
絵画・工芸・写真・書・陶芸・合作
大分県立美術館 １階アトリウム
（大分市寿町２番１号）
10月21日
（水）
〜11月１日
（日）
の12日間
（予定）
0974 - 22 - 1001（内線2155）

身体障がい者相談員および知的障がい者相談員を紹介します
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市では、障がい者の日常的な相談援助活動にあたる身体障
がい者相談員および知的障がい者相談員を委託しています。
令和２年度からの相談員は次のとおりです。連絡先等は
社会福祉課障がい支援係へお問い合わせください。

【身体障がい者相談員】
児玉 英則 (三重町)・清原 博 (三重町)
工藤 孝夫 (清川町)・倉原 宗勝 (緒方町)
小倉 良一 (朝地町)・工藤 一幸 (大野町)
村上 裕二 (千歳町)・河村 昇 (犬飼町)

問い合わせ先 社会福祉課 障がい支援係
0974 - 22 - 1001（内線2153）

【知的障がい者相談員】
足立 信夫 (大野町)・小野 香代子 (清川町)

2020.8

令和２年度

農業担い手簿記研修会

受講生募集

安定した経営が行える経営体の育成を目的に農業簿記研修会を豊後大野市と竹田市の共催で開催します。
◆日時
10月６日〜12月22日

毎週火曜日（計12回）
13時30分〜16時30分
（11月３日（火）は祝日のため、11月６日（金）に実施
します）
◆場所 市隣保館 １階小集会室
（10月13日は大野支所で実施します）
◆対象 地域農業の担い手
◆内容 複式簿記の基礎講習

◆講師
株式会社ドリサポ 代表取締役 原田孝雄 氏
経歴：大分経理専門学校で簿記講師として勤務。大
分県商工会連合会、大分県立農業大学校、大分市立
エスペランサ・コレジオ等で簿記講師を歴任。
◆受講料 無料
別途、テキスト代 1,700円（税込）が必要です。
◆募集定員 10名（先着順）
◆募集期限 ９月18日（金）

0974- 22- 1001（内線2318）

問い合わせ先 農業振興課 担い手支援係

刈払機は適正に使用しましょう
農作業中の刈払機による事故は、全国で毎年発生し
ています。自身と周りの安全に配慮した作業を心がけ
ましょう。
【刈払機による事故の例】
●竹にあたった刃が跳ね、足を負傷した。
●飛んできた破片で目を負傷した。
●エンジンを切らずに刃に絡まった草を取り除こうと
して手指を負傷した。

【事故防止のため、次の点を必ず守りましょう】
◎取扱説明書をよく読み、保護具と肩バンドを身に着
ける。（保護メガネ・ヘルメット・安全靴・作業用
手袋等）
◎周囲に人がいないことを確認する。
◎高所の枝払いなど、目的外使用をしない。
◎やわらかい草や建物の周辺などはナイロンカッター
を使用する。
◎刃に草などが絡まった場合は、エンジンを停止する。

0974- 22- 1001（内線2316）

問い合わせ先 農業振興課 農政企画係

令和２年度
『農地利用状況調査』の実施について
農業委員会では、遊休農地の解消と農地の有効利用を図るため、毎年１回市内全農地を対象として各地区の
農地利用最適化推進委員を中心に現地調査を行っています。
調査後は遊休農地所有者に対して利用の意向調査を実施し、調査回答をもとに意欲ある農業者へ利用集積を
する等、農地の有効利用を図っていく予定です。
本年度も農地の状態を確認するため8月から９月までの間、現地調査を実施しますので、ご理解とご協力をお
願いします。

問い合わせ先 農業委員会事務局

0974- 22- 1001（内線2381）

新しい清掃センター（ごみ処理施設）の建設に向けた取組を進めています
豊後大野市では、市清掃センターの設備の老朽化に
〈建設予定地：大分市大字上戸次〉
●：現在の各市可燃
伴い、本市を始め大分市、由布市、臼杵市、竹田市、
物処理施設
津久見市の6市による（仮称）「新環境センター」を
■：現在の各市資源
物等リサイクル
令和9年度から供用開始する予定としています。
施設
大分市が事業主体となって建設する「新環境セン
★：新環境センター
ター」では、大分市、豊後大野市、臼杵市、津久見市、
建設予定地
竹田市、由布市の 燃えるごみ と、大分市、臼杵市、
由布市の 燃えないごみ および 資源物 を処理す
る計画です。
本市では、「新環境センター」移行後も、一般家庭
〈完成までの大まかな日程〉
からの「ごみステーション」への出し方や、現清掃セン
周辺地域の環境影響調査、審査
令和２年度〜４年度
建設予定地の取得
令和２年度〜４年度
ターへの直接持込みは、これまでと同様とする予定です。
詳しくは大分市ホームページ（新環境センター整備事
業）をご覧ください。
https://www.city.oita.oita.jp/kurashi/gomi/
shorishisetsu/shinkankyocenter/index.html

建設・運営方法等の検討
事業者の選定
施設の設計から建設工事
完成した施設の試運転
施設を稼動し供用を開始

問い合わせ先 市清掃センター

令和３年度
令和３年度〜４年度
令和５年度〜８年度
令和８年度
令和９年度

0974 - 22 - 4733

2020.8
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令和２年度

下水道排水設備工事責任技術者 更新講習

◆日

時 11月11日（水）
10時 〜12 時 ／14時 〜16 時
◆場
所 臼杵市中央公民館
（臼杵市大字臼杵2の107番地562）
◆受 付 期 間 8月3日（月）〜 8月14日（金）
◆受付手数料 5,000円（受講申込者が事前に
振替払込書にて払い込み）

◆受講対象者

※新型コロナウイルスの影響により、内容が変更
または中止になる場合があります。

0974 - 22 - 1001（内線2603）

申込み･問い合わせ先 上下水道課 工務係

令和２年度
◆日

時

◆場

所

◆受 付 期 間
◆受験手数料
◆そ

の

他

令和3年3月31日（責任技術者証の
表記は平成33年3月31日）の有効期
限のもので、現在登録者名簿に登
録されている方

下水道排水設備工事責任技術者 共通試験

11月15日（日）
10時15分 〜12時30分
J：COMホルトホール大分
３階大会議室
（大分市金池南１丁目５番１号）
8月31日（月）〜9月11日（金）
5,000円（受験申込者が事前に
振替払込書にて払い込み）
受験申込書は上下水道課で配布

◆受験資格

試験日に満20歳以上で、①から④の
いずれかに該当する方

① 高等学校等を卒業し、排水設備工事などの設計または施工
の実務経験
（土木、建築、設備、衛生工学科等を卒業した方
は不要、その他の人は１年）
を有する方
② 排水設備工事等の設計または施工に関し、２年以上の実務
経験を有する方
③ 専修学校等において土木課程を修了した方、および公共
職業能力開発施設において配管科を修了した方
④ 農業集落排水施設等の工事の設計または施工の実務経験（高等
学校等を卒業した人は１年、その他の人は２年）を有する方

※新型コロナウイルスの影響により、内容が変更または中止になる場合があります。

0974 - 22 - 1001（内線2603）

申込み･問い合わせ先 上下水道課 工務係

水道メーターを取り替えます
◆期
◆対

間 8月11日（火）〜 令和3年2月22日（月）
象 市内で、取付けまたは交換年が
平成24年以前で使用中のもの。
◆作業方法 業者が対象のご家庭に訪問して交換
します。
（訪問時不在でも作業を行い
ますのでご了承ください）
取替え費用は市が負担します。

「レインボーシティ商品券」の利用
期限は８月31日(月)までとなってい
ます。利用期限を過ぎると商品券を
利用できなくなりますので、お早め
にご利用ください。

問い合わせ先 上下水道課 工務係
0974 - 22 - 1001（内線2601）

問い合わせ先 市商工会三重本所
☎ 0974 - 22 - 1193

創業セミナー の 開催 について
日時・内容

＜18時30分～20時30分＞

9月10日
（木）①オリエンテーション
②財務会計の基礎知識
③ビジネスプランと資金計画作り
9月17日
（木）①販路開拓講座
②人材育成講座
9月24日
（木）①ワークショップ(創業計画書の作成)
10月 8日
（木）①事業計画のプレゼンテーション
問い合わせ先 商工観光課 経済振興係
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レインボーシティ商品券
利用期限は８月 31日まで！

2020.8

に
コロナ ！
る
負け な

創業に興味のある方、創業を予定している方、
創業して間もない方などを対象としたセミ
ナーです。お気軽に参加してください。

会
講

場 市商工会館（三重町市場）
師 大分県よろず支援拠点および

おおいたスタートアップセンター
受 講 料 無料
主
催 豊後大野市・豊後大野市商工会・
おおいたスタートアップセンター・
大分県よろず支援拠点
0974 - 22 - 1001（内線2452）

市公民館および市体育施設の指定管理者を募集します
公民館および体育施設（ただし、大原体育館
を除く）の管理運営は、現在、市が直営で行っ
ていますが、利用者へのサービスの向上および

【指定期間】
令和３年４月１日〜令和８年３月31日（５年間）
【指定管理対象施設】

効率化を図るため、令和３年４月から指定管理

豊後大野市公民館

７館（全館）

者制度を導入します。

豊後大野市体育施設

17施設（大原体育館を除く）

公民館等の指定管理者制度導入は、公民館等

（公民館） ※所在地は、一部変更の予定あり。

が地域の方々の生活に役立ち、地域とともに発
展する地域主体の施設として、地域住民が集い、
学び、つなぐ場となるよう、運営体制を構築し
ていくものです。
今後もより多くの方に親しまれ、活用される
施設を目指していきます。
つきましては、本施設を管理運営していただ
ける民間事業者(団体)を公募します。
◆募集要項等の公表
応募資格や申請手続きは、市ホームページに
掲載している募集要項をご確認ください。

名 称

所 在 地

中央公民館

三重町市場1200番地

清川公民館

清川町砂田810番地

緒方公民館

緒方町馬場41番地１

朝地公民館

朝地町坪泉494番地

大野公民館

大野町田中276番地２

千歳公民館

千歳町新殿706番地１

犬飼公民館

犬飼町田原1476番地

（体育施設）
名 称
三重総合グラウンド

所 在 地
三重町赤嶺2693番地

◆募集期限

サン・スポーツランドみえ 三重町百枝1086番地273

９月30日(水) ※期限内必着

三重柔道場

三重町内田881番地

三重体育館

三重町内田881番地

清川総合グラウンド

清川町三玉807番地１

緒方総合運動公園

緒方町下自在999番地

緒方松山グラウンド

緒方町馬場712番地９

の募集要項をご確認ください。

緒方米山グラウンド

緒方町上冬原２番地

◆日時

８月18日(火)14時〜

緒方南部グラウンド

緒方町馬背畑1924番地４

◆場所

市中央公民館

朝地グラウンド

朝地町坪泉552番地

朝地体育館

朝地町朝地927番地

大野総合運動公園

大野町田代2666番地

公募説明会を開催します
申請予定団体は、必ず公募説明会にご参加
ください。参加していない団体からの申請は
受け付けません。詳しくは、市ホームページ

視聴覚室

（市役所２階）
◆公募説明会申込方法
公募説明会参加申込書を8月14日(金)まで
にFAXまたはE-mailで提出してください。
提出先

社会教育課

社会教育係

千歳総合運動公園

千歳町下山1156番地
千歳町新殿1112番地

FAX 0974-22-6828

千歳テニスコート

千歳町新殿785番地1

E-mail

千歳ゲートボール場

千歳町新殿1197番地

犬飼総合グラウンド

犬飼町田原1500 1番地

犬飼体育館

犬飼町田原1471番地２

d111040@city.bungoono.lg.jp

問い合わせ先

社会教育課

社会教育係

0974-22-1001（内線2230）

2020.8
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８月は「差別をなくす運動月間」です
大分県では、国の同和対策審議会の答申があった
８月を「差別をなくす運動月間」と定め、部落差別
問題をはじめとするあらゆる差別の解消に向けた取
組を集中的に実施しています。
平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関す
る法律」が施行されましたが、この法律は、現在も
なお部落差別が存在すると明記したうえで、部落差
別のない社会を実現することを目的としています。
住んでいる場所を理由に結婚を反対されたり、就職
で不当な扱いを受けたり、インターネット上に心な
い誹謗中傷が書き込まれるなどの差別を受け、今も
苦しんでいる人がいます。
差別を解消するためには、
「自分に差別意識はな
い」と思うのではなく、
「差別意識は誰もが持ち合
わせているもの」という認識のうえで人権学習に取
り組み、正しく知ることが大切です。私たち一人ひ

とりが自らの課題として差別のない社会の実現に取
り組む必要があります。
市では、今年も部落差別問題を中心にあらゆる差
別の解消に向けた人権啓発活動を推進します。

例年、８月の運動月間中に開催する「差別
をなくす市民のつどい」は延期とし、新型
コロナウイルス感染症の状況をみて実施時
期を検討していきます。

問い合わせ先 人権・部落差別解消推進課 人権・部落差別解消推進係

カモシカ通信

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク
に関する情報をお届け

ユネスコエコパーク 登録から３周年
祖母・傾・大崩ユネスコエコパークは平成29年
６月14日に登録されてから３周年を迎えました。
今回は祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協
議会および本市のこれまでの取組をご紹介します。
登録された平成29年度には、プロアドベンチャー
レーサーの田中陽希さんをお招きしての登録記念講
演会を開催。平成30年度には川上渓谷でのエコパー
クツアー、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク周遊
看板を設置しました。
令和元年度には新たな取組として、８月にエコ
パークエリア内にある６市町の小学校４年生から６
年生を対象に交流キャンプを実施。緒方町の「ゲス
トハウスLAMP豊後大野」で、自然観察会やエコ
パーククイズを通して、自然に触れる体験や、お互
いが住んでいるまちの特産品や名所を学びながら交
流しました。
11月には、生物多様性ぶんごおおの戦略子ども
未来会議を開催しました。講師にイエローストーン
国立公園公認ガイドのスティーブ・ブラウンさんを
お招きして、犬飼小学校５年生の皆さんと動物のか

問い合わせ先
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商工観光課

0974-22-1001（内線2492）

らだのつくりや機能の違いを通して生物の多様性を
学びました。
また、祖母傾山系で生物多様性調査を実施してい
ます。この地域では、他では見ることが難しい高山
性生物などが存在しています。その生物相を明らか
にするための調査を、平成28年から5年計画で継続
して実施しています。
今後も講演会や自然に触れる体験活動などを通し
て、ユネスコエコパークを普及していくための取組
を行っていきます。

▲川上渓谷

▲エコパーク周遊看板

▲令和元年度の交流キャンプ

▲令和元年度の子ども未来会議

ジオパーク推進係

0974-22-1001（内線2459）

新型コロナウイルス感染症予防のための手指消毒洗浄剤寄贈
え とう たか き

６月29日、豊肥経済同友会（衞藤隆機代表幹事）から手指消毒洗浄剤
60箱（１箱 4㍑）が寄贈されました。
衞藤代表幹事が「感染者が発生していない豊後大野市の取組に何か支
援ができないかと協議し、手指消毒洗浄剤を寄贈させていただくこと
になりました」とあいさつし、川野市長が「移動自粛等解除されている
中で、これからも緊張感をもって対策に努めてまいります。今回寄贈
いただいた手指消毒洗浄剤を大切に活用させていただきます」と謝辞
を述べました。
▲マスクを手渡す衞藤代表幹事（左から２番目）

レジ袋無料配布中止に伴う収益金を寄附
７月１日、レジ袋無料配布中止の取組による収益金を（株）マルミ
ヤストア（池邉恭行代表取締役社長）から市へ寄附していただきました。
受納式では、神志那執行役員から寄附金の目録が手渡され、川野市
長が謝辞を述べました。
いただいた寄附金は市内のこども
園、保育園、幼稚園等での緑化活動
に活用させていただきます。ありが

７月１日から

とうございました。
なお、レジ袋の有料義務化が本
年７月１日から始まりました。マイ
バッグの利用をお願いします。

レジ袋有料義務化が始ま

▲目録を手渡す神志那さん

り ま し た。 海 洋 プ ラ ス
チック削減のため、マイ
バッグを持ってお買い物
に行こう♪

ジコゼロ☆なないろ７委嘱式
セ ブ ン

は ぎ お し ん じ

７月１日、豊後大野警察署で上記委嘱式が行われ、萩尾伸司豊後大野
警察署長から７人に委嘱状が交付されました。
ジコゼロ☆なないろ７は、昨年豊後大野市が交通死亡事故ゼロ 700 日
達成を記念して結成されました。７町の職域や出身者から代表が選ばれ、
交通安全運動の出発式や街頭活動、各種交通安全の式典などで１年間活
動します。
代表して阿部秀美さんが「私たちの活動が少しでも交通事故抑止に役
立てるよう、事故のない安全・安心のまちづくりを目指して頑張ります」
と決意表明しました。
選ばれた７人は以下のとおりです。
（敬称略）
あ

べ

ひで み

え とう

き

み

▲ジコゼロ目指して頑張ります！
こ

さ

ほ

か お り

三重町代表 阿 部 秀 美 清川町代表 江藤 季実子 緒方町代表 佐 保 薫 香
はや せ

ま

な

なか の

はる か

い

み

え

り

か

朝地町代表 早 瀬 麻 乃 大野町代表 中 野 晴 香 千歳町代表 伊美 絵里花
か

い

ま

さ

こ

犬飼町代表 甲斐 真佐子
2020.8
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地域おこし協力隊 辞令交付式
え とう まさ とし

７月１日、市役所で上記交付式が行われ、新たに衛藤雅俊さんが隊員
として採用されました。衛藤さんは、昨年開催されたラグビーワール
ドカップでボランティア活動のマネジメントなどを経験し、これまで
たくさんの方をおもてなししてきた経験を生かしたいと協力隊に応募。
今後、主に祖母山麓尾平青少年旅行村（通称：ゲストハウス「LAMP
豊後大野」
）に関する業務に従事されます。
衛藤さんは「より多くの人に豊後大野市の魅力を発信していきたい」
と決意表明しました。

▲頑張ります！

大野小学校みどりの少年団 結団式
７月３日、大野小学校で上記結団式が行われました。
当団は、２年後の全国育樹祭開催に向け、次代を担う少年少女に、森
林や樹木、野鳥に親しんでもらい、林業の知識を身に付け、郷土を愛
する人材を育てることを目的に結成されました。
大分県みどりの少年団育成連絡協議会長から団旗と帽子を贈呈され、
と だ か ひ よ り

大野小学校児童会長の戸髙陽和さんが「私たちは木々や草花を大切に
育てることを通して、地域の自然を愛し守り育てることを誓います」
と誓いの言葉を述べました。

▲今後の活動 頑張ります !

三重レッドソックスがＶ６で代表権を獲得！
第42回 スポーツ少年団交流大会 兼 第51回県学童野球選手権大会市予選
６月27日、28日の両日、大野球場で上記大会が開催されました。市内

８チームが参加し熱戦を繰り広げた結果、三重レッドソックスが優勝し、
８月に竹田市で開催される県大会へ朝地はやぶさとともに出場します。
優 勝 三重レッドソックス
準優勝 朝地はやぶさ
第３位 百枝若あゆ、新田ニューボーイズ

▲優勝した三重レッドソックス

市税等の徴収強化に大分県、竹田市から職員派遣
７月１日、市役所で、大分県職員、竹田市職員の相互併任
辞令交付式が行われました。今回、大分県税事務所特別滞
納整理室、竹田市税務課から代表各１名が川野市長から辞
令の交付を受け、本市の徴税吏員として業務に従事するこ
とになりました。
大分県では「県と市町村との連携による地方税徴収強化
対策」を実施しており、今回の県職員、竹田市職員からの派
遣はその一環として行われます。この制度は、個人住民税
等の収入確保を図り、併せて市税務職員の滞納整理の技術
向上を近隣自治体が連携・協力して行っていくことを目的
としています。
川野市長は「三税一体となり徴収強化が図られたため貴
重な自主財源の確保ができました。特に、県から６年連続
して派遣をいただき徴収率アップにつながりました。竹田
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市とは５年連続で相互派遣を行うことになり、お二人には
さらなる徴収率の向上にお力添えをお願いします」とあい
さつ。派遣された大分県職員および竹田市を代表してあい
さつをした県職員の児玉英昭さんは「豊後大野市の税務課
職員として月５日従事し
ます。これまでの経験を
生かし、微力ではござい
ますが一緒に収納率向上
に頑張ります」と意気込
みを語りました。
市では、大分県税事務
所、竹田市税務課の職員 ▲併任辞令を手にする
とともに、滞納整理等を
実施します。

県職員 児玉英昭さん（左）と

竹田市職員 佐田裕美さん（右）

図書館
豊後大野市図書館

文学賞に注目！
令和2年8月

0974-22-7733
現在、移転準備
のため休館中！

今回はいろいろな文学賞を紹介したいと思います。
新図書館がオープンした際
新館オープン後に読みた
には、ぜひたくさんご利用
い本を、今からチェック
ください！
しておいてくださいね♪

芥川賞、直木賞、本屋大賞の
他にも注目の賞がいっぱい！

江戸川乱歩賞

新書大賞

多くの大型作家を輩出した推理小説界の名門！
受賞作はテレビドラマ化されます。図書館でも受賞作
の単行本が出る時期になるとよくリクエストが入ってい
ました。過去の受賞者は、横関大さん、薬丸岳さん、池
井戸潤さんなど。

身近な話題で読みやすいものが多い新書。前野ウルド
浩太郎さんの『バッタを倒しにアフリカへ」
（平成30年
受賞）も話題になりましたね。

ビジネス書大賞

講談社児童文学新人賞

受賞作『サピエンス全史』『ＡＩvs.教科書が読めない
子どもたち』などが話題になりました。数多く出版され
るビジネス書。この賞を参考に選んでみては？

令和２年度

菅野雪虫さん、石川宏千花さん、まはら三桃さん、福田
隆浩さんなど、この賞の出身者は児童文学の分野で人気
作家さんになっている方が多いです！ 読みごたえのあ
る作品が多いので大人にもおすすめです。

市民便利講座のお知らせ

「市民便利講座」とは、市民 番号
講 座 名
の皆さんが、知りたいこと、聞
1 防災対策
きたいことを講座メニューの中
2 健全財政への取組
から選んでいただき、市の職員
が行政のしくみや施策などをお
3 地方税のあらまし
話しするものです。市の政策や
4 コミュニティバス・あいのりタクシーについて
事業などを分かりやすく説明し
5 豊後大野市の健康課題
て、市民の皆さんに市政への理
解を深めていただくとともに、 6 ごみの分別について
意見交換を行い市民と行政によ
7 今なぜ人権に関する法律？
る協働のまちづくりを進めるこ
8 インターネット上の部落差別って？
とを目的としています。
9 男女共同参画について
★講座時間など、各種団体の要
望に柔軟に応じますので、学
習会などにご利用ください。

番号

講 座 名

17 消費生活講座について
18 ジオパーク・ユネスコエコパークについて
19 空き家対策について
20 木造住宅の耐震化について
21 豊後大野市の水道事業
22 豊後大野市の下水道事業
23 明るい選挙の推進について
24 監査のしくみ
25 市議会のしくみと議会改革の取組

10 災害時の避難行動要支援者について

26 農地と法
☆

11 豊後大野市子育て世代包括支援センター『きらきら 』について

27 笑顔で育てるヘプタゴン教育について

12 介護保険について

28 豊後大野の地形・地質・自然・文化遺産について

13 認知症について

29 はい、119番です

14 農薬の正しい知識と使い方

30 もしもの時の救命法

15 有害鳥獣との戦い
16 みんなで保全・農地と施設

問い合わせ先

総務課

総務係

0974-22-1001（内線2406）
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中
清
緒
朝

央
川
方
地

☎ 0974-22-2111
☎ 0974-35-2372
☎ 0974-42-3161
☎ 0974-72-0048

大
千
犬

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

人権を学ぶ子ども会～開講式～

▲大野小

▲三重東小

・解放文化祭の劇を大きな声を出してみんなに伝わるように頑張る！
・いじめのない学校を作りたい︒
・世界にいろいろな人がいることを勉強したい︒
・楽しく学んで深めていく︒
・偏見や差別がどれだけ悪いか伝えていきたい︒

目 標♪

市では、市内の児童生徒を対象に身のまわりの人権問題についての学習と「なかまづ
くり」を目標にした「人権を学ぶ子ども会」の活動を行っています。今年も４校の小中
学校で子ども会が組織され、６月９日に大野小学校、６月16日に三重東小学校、７月２
日に三重中学校、７月９日に大野中学校の開講式が開催されました。
式では、主催者である教育長があいさつし、来賓の方からも励ましのことばをいただ
きました。最後には、子どもたちが今年の目標を１人ずつ発表しました。

他にもたくさん
の目標が発表さ
れました♪
▲三重中

▲大野中

国保年金係からのお知らせ
ご存じですか？国民年金の任意加入制度

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることがで
きません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳にな
るまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、受給額を満額に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として10年以上必要
となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。
手続きや内容については、大分年金事務所へお問い合わせください。
★年金相談日
８月11日
（火）
市隣保館（大野町）
８月13日
（木）
市商工会（三重町）
８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
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※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
0974-22-1001(内線2128)
市民生活課 国保年金係

いきいき

健康 だより

こころの健康チェック
こころの相談会では、臨床
心理士が相談に応じます。相
談は無料で秘密も守ります。
※市報の「いきいき健康だ
より」のページで毎月の
日程を掲載しています。

☆こころの相談会☆
めぶきちゃん
（豊後大野市心の健康づくりキャラクター）

次の症状が、ほとんど毎日、2週間以上続く場合
は、うつ病の初期症状(脳のバッテリー切れ)の可能
性があります。ひとりで悩まず相談してください。
【チェックしてみよう】
□よく眠れない
□食欲がわかない、ご飯がおいしくなくなった
□疲れやすく、やる気が出ない
□気分が晴れない、憂うつである
□集中できない、判断力が落ちている
□楽しいはずの活動が楽しめない

『ぶんごおおの健康づくり10か条』
第6条 ひとりで悩まず相談しよう

自死遺族のつどい

名
日

称
時

場

所

対象者
対応者
問合せ
申込先

大切な方を自死で亡くされたご遺族

◆日

９月３日(木)
12月３日(木)

時

◆時
◆会

間
場

◆内

容

令和３年３月４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

こころの相談会
精神保健福祉相談
8月24日(月)13時 16時 8月27日(木)14時 16時
中央公民館応接室
豊肥保健所
（市役所２階）
三重町市場934−2
気分の落ち込み·ひきこもり·認知症·依存症等こころ
の健康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
電話0974-22-4655
月･水･金（10時〜15時30分）
電話 0974-22-0162
豊後大野市こころのホットライン
豊肥保健所保健師
電話0974-22-1001
市民生活課 健康推進室

☆断酒会・ひまわり会☆
名

断酒会
ひまわり会
9月6日（日）
毎週火曜日
日 時
９時30分〜11時30分
19時〜21時
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
対象者 お 悩 み の 方 や、「 自 ら 酒 ご家族の方の会です。初
内容等 を断つ」という生き方を めて参加される方は、市
希望する方たちの会です。 役所へご連絡ください。

称

【新型コロナウイルス感染症対策に
おける事業の見合わせ等について】

ご遺族が少しでも心の安らぎを取り戻していた
だくことを願い、体験や気持ちを分かち合うこと
ができる場として開催しています。
参加を希望される方はお申込みください。
◆対象者

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

パパママひろば
すくすくひろば

事業実施は当面見合わせます。個
別の相談は、随時対応しています。

幼児健診
１歳６か月児健診
３歳６か月児健診

感染防止対策を講じ、実施しています。
対象者には個別に連絡させていただきます。
※発生動向によっては延期することがあります。

（

）

（お願い）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。

大分市大字玉沢908番地
参加者の気持ちの分かち合い

◆参加費 無料
◆申込期間 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
☎097‑541‑6290（予約/相談）

申込み・問い合わせ先

市民生活課

健康推進室

0974-22-1001
2020.8
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豊後大野市の
食育を知ろう

～しいのみこども園のとりくみ～

お話：しいのみこども園
（清川町） 栄養士

しいのみこども園では
『たくさん食べて大きくなろう』
を園全体の食育目標とし、保育教諭と話し合いを持ち、
年齢ごとの目標を掲げています。
○給食で使用する器へのこだわり
子どもたちが元気に過ごすために 食べること は必
要不可欠で、幼児期は食習慣が確立される大切な時期で
す。そこで、
食欲を増すために給食をよりおいしく見せ、
食べながら食事のマナーを自然に身に付けられて、さら
に職人が作った和食器の良さを体感するため、０歳、１
歳、２歳児は砥部(とべ)焼きで内側に返しがある「こぼ
しにくい食器」や握り手が磁器の「持ちやすいスプーン」
を使用しています。３歳、４歳、５歳児は有田焼の抗菌
食器と木製の漆椀を使用し「気を付けないと割れてしま
うから、大切に使おうね」と保育士が声を掛け、食器を
大事にすることも学んでいます。

▲０歳、１歳、２歳児の食器

減る塩川柳

野仲久美子

先生

○地産地消で米飯給食
給食で提供しているごはんは、地元清川の農業法人と
契約した安全でおいしいお米です。炊きたての温かいご
はんを毎日たくさん食べています。
○遊びながら学ぶ食育
４歳、５歳児は、大豆
と野菜に見立てた緑のス
ポンジ（１センチメート
ル角）を使って、箸を使
う練習をしました。「見
て 見 て！ ぼ く も で き る
よ」と大豆を上手につま
▲上手につかめたよ！
んでいる子どもや、集中
して小さなスポンジをつ
まんでいる子、「お箸の持ち方は、スプーンの持ち方に
似ているね」など、さまざまな声が聞こえてきました。
給食の時間に部屋をのぞいてみると、「先生、この持ち
方でいいかなぁ？」ときちんと意識して実行していまし
た。これからも遊びを通じて、食事のマナーを身に付け
てくれることを願っています。

▲３歳、４歳、５歳児の食器

紹介

賞

作

優秀賞

ヘルシーに

品

住

生きよう長く

減る塩で

所

三重町

氏
原尻

名
久美子さん

８月～９月上旬の健康診査日程（予約制です）

町名

新型コロナウイルス感染症予防対策として、会場内での混雑を避けるために、今年度の集団健診・レディー
ス検診は電話による事前予約制で実施します。受付15分間当たり10名程度の受診人数に設定し、受付時間を下
表のとおり変更します。受診予定の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、事前の電話予約をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響や、天候状況等により、日程を変更する場合があります。変更の場合は、
音声告知放送、市ホームページ等でお知らせします。

朝地 三

清
川

８月～９月上旬ま
での健診日

受付時間

8/27(木)･8/28(金) ８時30分〜10時30分

重

9/1(火)･9/2(水)･
８時30分〜10時30分
9/4(金)
８時30分~10時30分
9/9(水)
★10時30分~11時
※13時~14時

会

場

神楽会館
朝地公民館
市役所

検 診 実 施 項 目
特定健診(基本健診) 、肺がん・結核、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、
乳がん（マンモグラフィー）、骨粗しょう症検診、前立腺がん
※午後健診では、胃がん検診は実施しません。子宮頸がん・乳がん検診
を実施しない日もありますので、詳細は全戸配布のチラシをご確認く
ださい。
★歩行困難等、支援や介助が必要な方のための健診受付時間です。

◆レディース検診
検診日
8/8（土）

時間
８時30分〜10時30分

場所
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）、骨粗しょう症検診

『ぶんごおおの健康づくり10か条』 第10条

【予約先】
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市民生活課

健康推進室

年１回は健康診断を受けよう！

集団健診担当

0974-22-1001

相続手続はお済みですか？
司法書士無料法律相談会を開催します
◆日
時 ８月８日
（土） 9時〜12時
（予約不要）
◆場
所 市中央公民館 第２会議室
（市役所2階）
◆相談内容 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、
後見人申立、その他
（司法書士業務）
◆主
催 大分県司法書士会豊肥支部
相談者はマスクを着用してください。次回
相談会は11月14日に開催予定です。
大分県司法書士会豊肥支部 宗岡明成
☎0974-26-4030

「令和2年7月豪雨災害義援金」の
受付について
日本赤十字社では、7月３日からの大雨により、九州
を中心に広い範囲で被害をもたらした豪雨災害への義援
金を受け付けています。募金箱も設置していますので、
ご協力をお願いします。
◆受付期間 12月28日
（月）
まで
◆受付場所 社会福祉課および各支所
◆そ の 他 この災害義援金は被災地各県に設置される
災害義援金配分委員会を通じて被災者へ配
分されます。なお、救援物資（衣料品等）の
寄贈は受け付けていません。
日本赤十字社大分県支部豊後大野市地区（社会福祉課
福祉監査係）
0974-22-1001（内線2152）

大分県立佐伯高等技術専門校
令和２年度秋入校生募集（機械加工科）
◆募集科名
◆応募資格
◆募集定員
◆訓練期間
◆受 講 料
◆募集期間
◆選 考 日
◆入 校 日

機械加工科
（秋入校）
45才以下の方
（令和２年４月１日現在）
10名程度
１年間
無料
（入校時に教科書等の実費が必要）
８月 ３日
（月）
〜８月21日
（金）
８月24日
（月）
10月28日
（水）

佐伯高等技術専門校
（佐伯市西浜８-31）
☎0972-22-0767

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

…問い合わせ先 ☎…電話番号
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支
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☎0974-72-1111
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☎0974-34-2301
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飼
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☎097-578-1111

…ファクス

…申込み先

…予約

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、変更する場合があります。詳しくは
問い合わせ先にご確認ください。

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。
◆日時
◆場所

８月18日（火） 13時〜15時
市中央公民館 第３会議室（市役所２階）

NPO 終活支援ネット ☎080-2732-3986

令和２年度大分県技能職員採用
選考を実施します
◆職
◆受

種
間

農業技術員
８月３日（月）から９月４日
（金）
まで
◆選考試験実施日
第１次試験 10月18日（日）
第２次試験 11月19日（木）
※受験資格などの詳細は、県庁受付等で配布の選考要領
（大分県庁ホームページにも掲載）で確認してください。
付

期

大分県総務部人事課 人事制度班 ☎097-506-2312

ご利用ください
◆日

時

無料相談会

８月19日（水）13時〜16時
毎月第３水曜日

◆場

所

大分県行政書士会（大分市城崎町1-2-3
大分県住宅供給公社ビル3階）

◆相談内容

遺言・遺産相続、契約書・内容証明作成、
法人設立、不動産関連、建設業等許認可申
請、車の登録、その他

大分県行政書士会事務局
☎097-537-7089

FAX097-535-0622
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日本語教師ボランティア
養成講座 受講者募集
市では、増加傾向にある外国人住民が暮らしやすい地
域づくりのために日本語教室を開催することを目指して
います。
今後、市内各地で開催する日本語教室で日本語教師ボ
ランティアとして活躍していただく方を募集します。
◆日
時 9月３日
（木）
〜 毎週木曜日
18時〜20時
◆場
所 市中央公民館
（市役所2階）
◆内
容 全25回
（1回：1時間×２コマ）
・やさしい日本語の使い方
・日本語を使った外国人への日本語の教
え方
・外国人とのコミュニケーションのとり
方など
◆講
師 原 千尋さん
（大分市） 日本語教師
◆募集人数 20名
◆募集対象 国籍･年齢不問。多文化共生や日本語教育
に興味がある方
◆受 講 料 無料
※市国際交流協会（年会費1,000円）への会員登録が必要
です。
・ 豊後大野市国際交流協会事務局
【まちづくり推進課内】 0974-22-1001（内線2449）

大分県農薬指導士の更新研修
を開催します
農薬指導士認定制度は、平成30年度から３年ごとの
更新制となりました。期間内に更新研修を受講しなけれ
ば、認定が失効しますのでご注意ください。

認定年度

認定期間

平成19年度まで

失効

平成19年度まで
（令和元年度受講手続き済）

令和３年３月末まで

平成20年度〜平成23年度まで

令和３年３月末まで

平成24年度〜平成29年度まで

令和４年３月末まで

平成30年度以降

認定書の認定期間内

豊肥地区更新研修日程
◆日
時 12月２日
（水） 13時30分〜16時30分
（受付13時から）
◆場
所 竹田市総合文化ホール グランツたけた
◆申込締切 11月５日
（木）
事前に大分県地域農業振興課へお申込みください。
詳しくは、大分県ホームページをご覧ください。
大分県地域農業振興課 安全農業班
☎097-506-3663
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税務署でのご相談はご予約を
税務署でのご相談は、事前のご予約をお願いします。
国税について面談による相談を希望される場合や相談
内容により電話での回答が困難な場合には、電話で事前
に相談日時等をご予約いただいたうえで、三重税務署で
ご相談をお受けしています。ご予約の際には、お名前・
相談内容等をお伺いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時
に納付することが困難な方からの猶予相談に関する質問
や相談を電話で専門にお受けする「熊本国税局猶予相談
センター（フリーダイヤル0120 948 540）
」をご利用
ください。
三重税務署 ☎0974-22-1015 ※自動音声案内

令和２年度障がい者を対象と
した大分県職員採用選考試験
◆職種・採用予定者数

一般事務６人、教育事務５人、
警察事務２人
※職種は第３志望まで選択可能（点字による出題を
希望する者は「警察事務」を志望できません）
◆受験資格 次の全てに該当する者
①次に掲げる手帳等のうち、いずれかの
交付を受けている者
ア 身体障害者福祉法第15条に定め
る身体障害者手帳
イ 都道府県知事もしくは政令指定都
市市長が交付する療育手帳または児
童相談所、知的障害者更生相談所、
精神保健福祉センター、精神保健指
定医もしくは障害者職業センターに
よる知的障がい者であることの判定
書
ウ 精神保健および精神障害者福祉に
関する法律第45条に定める精神障
害者保健福祉手帳
②昭和56年4月2日から平成15年4月1日
までに生まれた者
◆受付期間 8月７日（金）〜８月31日（月）まで
◆申込方法 インターネット、郵送のいずれかの方法
◆第１次試験日・会場 10月18日（日） 大分県庁舎
◆試験の方法 第１次試験 教養試験（高校卒業程度）
第２次試験 作文試験、適性検査、面接
試験
※第１次試験日に教養試験および作文試験、適性検査を
行います。
大分県人事委員会事務局 ☎097-506-5212（直通）

公営住宅の入居者募集について
公営住宅等の入居者を随時募集しています。な
お、応募規定によりお断りする場合や募集内容が変
わる場合もございますので、あらかじめご了承くだ
さい。

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

〇市営住宅
・菅尾住宅
・東営住宅
・朝日ケ丘住宅
・向田住宅
・柳井田住宅
・平原住宅
・妙見住宅
・朝地住宅
・もみじケ丘住宅
・川北第二住宅 ・壱丁田住宅
・久原住宅
〇特公賃・まちづくり促進住宅
・清川駅前下住宅 ・フォレスタおがた
・樋掛住宅
・さわやか団地千歳住宅
・妙見住宅
■募集期間 8月3日（月）〜8月12日（水）
※土・日・祝日は除く、8時30分〜17時

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

老人クラブの活動に参加してみませんか

老人クラブはおおむね60歳以上の方の自主的な組織として、自
治会単位を基本に活動しています。会員同士が話し合い、お住ま
いの地域の特性に応じて、健康づくり活動（グラウンドゴルフな
どの軽スポーツ等）や、地域を豊かにする社会活動（ボランティア
や美化作業等）など自主的に行っています。現在、会員減少等で
存続が難しくなっている老人クラブもあります。老人クラブの活
動に参加して、あなたの経験や知識をいかしてみませんか？
また、お住まいの地域に老人クラブがない場合は老人クラブを
立ち上げることも可能です。活動に参加したい方や新規に老人ク
ラブを立ち上げたいという方は、各町の社会福祉協議会窓口まで、
ご連絡ください。
問い合わせ先
各町の豊後大野市社会福祉協議会
本
部 ☎0974‑22‑6677 大野支部 ☎0974‑34‑2071
清川支部 ☎0974‑35‑3010 千歳支部 ☎0974‑37‑3110
緒方支部 ☎0974‑42‑2349 犬飼支部 ☎097‑578‑1737
朝地支部 ☎0974‑72‑1002

▲昨年のスポーツ大会の様子

未加入の老人クラブの皆さまへ
市老人クラブ連合会への加入をお願いします！
市老人クラブ連合会は、各地域老人クラブのまとめ役と
して、
スポーツ大会や研修会の開催、
「老人クラブだより」
の発行などを行い、
「生活を豊かにする楽しい活動」と「地
域を豊かにする社会活動」に取り組んでいます。
ぜひ一緒に、高齢者にとって魅力のある地域を作りましょう。

いきいき生活応援隊員養成講座受講生募集
「いきいき生活応援隊員」は市民の助け合い精神により運営さ
れ、高齢者の生活支援を行う市民ボランティアです。
福祉、介護に興味を持ちボランティアをやってみたい方、生活
援助サポーターとして有償ボランティアで活躍してみたい方は、
ぜひお申込みください。（受講料無料）

楽しく、ためになる講座です。
お友達、ご近所お誘い合わせの
うえご参加ください。

◆日時・内容
①８月18日(火) ９時〜12時30分 ・豊後大野市の現状と課題、介護保険、地域の見守り
②８月25日(火) ９時〜14時
・高齢者を取り巻く犯罪、救急法、コミュニケーション
③９月１日(火) ９時〜12時
・認知症の理解、高齢者の理解、人権尊重
④９月８日(火) ９時〜13時
・職務の理解と職業倫理、調理実習
⑤９月15日(火) ９時〜12時
・生活支援技術、口腔機能について
⑥９月24日(木) ９時〜12時
・リスクマネジメント、地域支え合い活動
◆場所 三重農村環境改善センター（市社会福祉協議会）三重町玉田1128番地

申込み・問い合わせ先

市社会福祉協議会 ☎0974-22-6677
0974-22-1001(内線2180)
高齢者福祉課 地域包括ケア推進室
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三重都市計画区域マスタープラン見直しに関する地元説明会開催のお知らせ
都市計画区域マスタープランは、長期的な展望に
立った都市の将来像を明確にするため、都道府県が
「都市計画区域」における将来のまちづくりの基本
的な方針を示すものです。
大分県では、平成16年４月に県内の18都市計画区
域ごとに「都市計画区域マスタープラン」を策定し、
平成23年３月に改訂しています。
前回改訂時からおよそ10年が経過し、多くの人々
が安全・安心して快適に暮らせるコンパクト・プラ
ス・ネットワーク型の都市構造へ転換を図ることが
求められています。
このため、
「都市計画区域マスタープラン」の見
直しに着手しており、地域の皆さまに説明させてい
ただく機会を設けました。多数のご参加をお待ちし
ています！

◆日時
◆場所
◆内容

８月20日（木）19時〜（１時間程度）
市中央公民館視聴覚室（市役所２階）
・土地利用の規制および誘導、空き家の活
用等の方針
・道路および公園等の整備の方針など
※マスク着用をお願いします。新型コロナウイルス
感染症の影響により、延期または中止する場合が
あります。
申込みは不要です。よりよいまちづくりを行うため
に、皆さまの参加をお待ちしています。

これからの都市像
『コンパクト・プラス・ネットワーク型』
●集約型の都市像に加えて、公共交通等による
ネットワークを強化
●郊外においても一定程度の生活利便施設を確保
●交通結節点を拠点とした都市づくりの進展
《目標年次》都市の将来像：令和22年
都市施設の整備目標：令和12年

問い合わせ先
大分県土木建築部 都市・まちづくり推進課 都市計画班 ☎097-506-4659
建設課 都市計画建築係
0974-22-1001（内線2363）

ぶんご大野里の旅公社だより
8月8日（土）
豊肥本線全線開通
熊本～別府 特急「あそぼーい！」 再開
「平成28年熊本地震」等の影響により、平成28年
４月14日から肥後大津〜阿蘇間が不通になりまし
た。不通の間、沿線の観光地にも大きな影響を及ぼ
していました。新型コロナウイルス感染症のまん延
による観光業の打撃は大きく、いまだ回復していま
せん。そんな状況での豊肥本線全線開通は私たちに
も希望を抱かせるものです。
市内には６つの駅があります。特急が止まるのは
緒方駅、三重町駅ですが、８月８日の全線開通の特
急に市民の皆さんのあたたかい歓迎のウエーブを起
こしたいものです。通過するときに市民の皆さんに
手を振っていただき、歓迎の想いを伝えましょう。

問い合わせ先

▲特急「あそぼーい！」

８月８日の特急停車時間（予定）

大分→熊本 九州横断特急２号
三 重 町
８:47発
緒
方
８:59発
豊後竹田
９:12発

あそぼーい！
16:01発
16:13発
16:27発

熊本→大分
豊後竹田
緒
方
三 重 町

九州横断特急３号
16:55発
17:07発
17:19発

あそぼーい！
11:17発
11:29発
11:41発

７月１日からレジ袋が有料となりました。「絵本屋
あっそうか！」でもいつも持ち歩けるように手作り
のかわいいエコバッグを取りそろえています。作家
が心を込めて作りましたので、ぜひご利用ください。

ぶんご大野里の旅公社

☎ 0974-27-4215

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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市民の願い
「核兵器のない世界、恒久平和」
原爆犠牲者および戦没者を追悼するとともに、世
界の恒久平和を願い、以下の日時にサイレンを吹鳴
します。
市民の皆さまは、サイレン（１分間）を合図に、黙
とうを捧げていただきますようお願いします。
■日時
・８月６日
（木） 午前８時15分
・８月９日
（日） 午前11時２分
・８月15日
（土） 正午
問い合わせ先 総務課 総務係
0974-22-1001（内線2406）

里親募集説明会のご案内
里親は、さまざまな事情により家庭での生活を送るこ
とができない子どもを家庭の一員として迎え、あたたか
な雰囲気の中で豊かな愛情を持って心身ともにすこやか
に育ててくださる方のことです。関心のある方はぜひ里
親募集説明会にお越しください。
◆日 時 ８月25日（火）14時〜16時
◆会 場 市中央公民館 第１会議室（市役所２階）
※事前予約制です。前日までにお申込みください。
・ 中央児童相談所

里親担当

☎097-544-2016

えらべる！はじめる！ぶんごる婚活
ったりの
自分にぴ ルを！
イ
婚活スタ

③個別相談会
「いきなりイベントに参加するのは不安」という方な
ど、婚活に対する悩みや思いを個別に相談。

自分にぴったりのスタイルで婚活をしません
か。結婚を考える皆さんのニーズや好みに合わせ
て企画内容を選べます。
会場や時間、詳細はお問い合わせください。
◆参加対象 20代～40代の独身者
（男性：市内在住／女性：居住地問わず）
①婚活サークル
気軽に異性の友だちづくりからスタート！
８月９日（日）、12月６日（日）、令和３年２月
11日
（木・祝）
②セミナー・イベント
セミナーで婚活に対する考え方やコミュニケー
ションを学び、その後、婚活パーティーなどに参
加。
８月23日（日）、12月12日（土）、令和３年２月
20日
（土）
申込み・問い合わせ先

８月10日（月・祝）・25日（火）、９月12日（土）・25
日（金）、10月17日（土）
・26日（月）、11月12日（木）
・
23日（月・祝）、12月２日（水）・14日（月）、令和３年
１月９日（土）・22日（金）、２月２日（火）・18日（木）
④個別フォローアップ
①②に参加した方への、その後の具体的なフォロー
アップサポート。
９月20日（日）、12月19日（土）、令和３年2月27
日（土）

【婚活サポーター募集！】
独身者の婚活をサポートしてくれる「婚活サポーター」
を募集しています。婚活サポーター育成講座も開催し
ますので、初めての方でもお気軽にご参加ください。

Ｄソリューション研究所・株式会社en（えん） ☎・FAX 0975744125
E-mail en.konkatsusensei@gmail.com
web https://bungoru-konkatsu.com
まちづくり推進課 地域振興係
0974-22-1001（内線2446）

広告
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キャリア教育で子どもたちの未来づくり

学校と地域・家庭で育むキャリア教育(地域とのつながり②)

今回は、朝地小学校の年間を通じた地域の方々の組織的・計画的な協力による栽培活動についてお知らせします。
朝地町には、小・中学校支援組織として朝地町学校運営協議会 ｢絆の会」の中に ｢学び隊｣「つなげ隊」｢育て隊｣「守り隊」という4
つの学校応援隊があります。その中で ｢つなげ隊｣ が、
郷土学や体験学習などキャリア教育のサポートをしてくれています。5月の連休前、
学年ごとに「つなげ隊」の「畑の先生」から指導を受け、夏野菜の植え付けをしました。その後、各学年で野菜の観察や世話をしながら、
1学期中に収穫し､ 豊後大野の天・地･人の恵みに感謝しながらいただきます。さらに、2学期には冬野菜を植える予定です。
今年度の6年生は、1学期、キュウリ・トウモロコシ・トマト・ゴーヤ・スイカを植えました。6月中旬頃からキュウリやトマトがな
り始め、毎朝担当を決めて収穫しています。週明けは20本以上のキュウリを全員で分けて持ち帰っています。今一番楽しみにしてい
るのは、スイカの収穫です。
「先生、もう先生の頭ぐらい大きいのができちょん！」
「とっていいんですか？」と言うので、
「調べてみ
たら？」と返すと、さっそく次の日調べてきました。もう少し待っての収穫になりそうです。
（朝地小6年担任談）

人
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郷土学の支援
・ふるさと学習
・農業体験・畑の先生
・田植え
・職業講話・職場体験

守り隊

心と体の成長を支援
・読み聞かせ
・クリーン作戦
・宿泊学習
・食育

12

人

人

育て隊

人

9

学び隊

18

学習活動を支援
・放課後TRY
・ゲストティーチャー

つなげ隊

絆の会（朝地町学校運営協議会） 学校応援隊

安心安全な教育環境支援
・安全パトロール
・赤十字社奉仕活動
・強歩大会の応援
・環境整備

豊後大野市子育て世代包括支援センター

掲示板

6月29日時点の1･2年生の学級園
トマト・キュウリ・カボチャ・オ
クラが元気に育っています。
絆の会 ｢つなげ隊」の方々の指導
の下で植え付けられた6年生の学
級園
（5月上旬）
現況届・所得状況届の提出を！
児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成の受給資格
のある方
（支給停止の方を含む）
は、現況届・所得状況届等の提出が必要です。
この届出がないと、継続して手当を受けることができません。期限を
過ぎて提出されると、手当の支給等が遅れる場合がありますので、ご注
意ください。 ※対象者には通知します。

きらきら相談日 毎月第１月曜日 ９時 〜１２時
保健師・助産師・臨床心理士が子育て相談に
応じます。

☆次回は9月７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。

☎０９７４２２１０２１

◆届出期間
児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成
8月３日（月）〜8月31日（月）
特別児童扶養手当
8月12日（水）〜8月31日（月）
◆受付場所
子育て支援課家庭支援係または各支所

求 人 情 報 ハローワーク豊後大野（７月15日現在） ※黒字:フルタイム

青字:パートタイム

①葬祭業務17万円 ②移動販売15万円 ③厨房内作業14〜16万円 ④養鶏作業員14〜15万円 ⑤型枠大工・土木作業18〜25
万円 ⑥大型ダンプ運転手19〜27万円 ⑦訪問入浴ヘルパー14〜16万円 ⑧介護職員16〜18万円 ⑨歯科衛生士・受付19万
円 ⑩軽作業および事務14〜22万円 ⑪鮮魚店員840〜970円 ⑫警備員1,000〜1,200円 ⑬クリーニング受付790〜840円
⑭介護職922円 ⑮清掃作業員790〜820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/

令和２年度の有料広告を募集します

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

広告掲載・掲出料
1枠 15,710円（月額）
1枠
5,230円（月額）
1台
5,230円（月額）
1枠
5,230円（月額）
包装紙1枚 0.523円（最低20,000枚から）
※詳しくは、市ホームページに掲載しています。

問い合わせ先
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財政課 管財係
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0974 - 22 -1001（内線2429）

問い合わせ先

ハローワーク豊後大野

☎0974-22-8609

3歳児から
5歳児

特色ある保育として、
英会話（週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
なお、ネイティブスピーカーによる英会話教室を開催。
費用は月5,000円（小学生対象）
広告

神楽会館一般公演

・六 種︶
・三 玉︶
・雨 堤︶

・草深野︶
・下自在︶
・下自在︶
・馬 場︶
・馬 場︶
・知 田︶
・大 化︶

30
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・大 化︶

代︶
野︶
島︶
鹿︶
原︶
時︶
園︶
藤︶

・坪 泉︶
・板井迫︶
・臼 木︶

・佐
・高
・片
・駒
・桑
・十
・杉
・安

・大 木︶

・山 内︶
・栗ヶ畑︶
・下 野︶
・小福手︶
・荻 原︶
・久原上︶

下農部老人クラブニコニコ会
︵犬飼町︶

●犬飼小学校へ

佐々木榮子
︵清川町︶

◇物品寄付 ︻敬称略︼
●清川公民館へ

善意 の窓

90

89 91 93

92 99 72 84 39 88 91 88

94

90 88 93 88 84 92

0974 - 22- 8000
エイトピアおおの
問い合わせ先

﹁聖憲・妃都美
︵大野町町︶
﹂ ●羽田野常子
︵
お誕生
︻千歳︼
︻朝地︼
おめでとう
●廣瀬 漣︵れん︶
●薮亀 チワ︵
﹁健太・佑依
︵倉波︶
﹂
●佐藤 信子︵
︽６ 月中届出・﹁ ﹂内は保護者敬称略︾
＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒ ●阿南
葵︵あおい︶
●衞 シズヱ︵
︻三重︼
﹁勇輝・真緒
︵壱丁田住宅︶
﹂ ︻大野︼
●小野 凱翔︵かいと︶
●
安東晧太郎︵
﹁隆太郎・友美子
︵三重大原︶
﹂ おくやみ
●大野サツキ︵
●河野 優日︵ゆうひ︶
● 瀨 元久︵
申
し
上
げ
ま
す
﹁桂志・直子
︵三重大原︶
﹂
●鶴原 英二︵
●𠮷野 栞︵しおり︶
︽６月中届出 敬称略︾
●後藤 孝善︵
＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒
﹁均・千晴
︵市場一区︶
﹂
●髙尾 昭次︵
●阿南 秀子︵
・川 辺︶ ●衞本シマヨ︵
・ 市場二区︶ ︻千歳︼
・ 市場四区︶ ●廣末 義治︵
・ 市場六区︶ ︻犬飼︼
・ 下赤嶺中の原︶ ●玉野 信秋︵
刈︶ ●渡邉 金幸︵
・
・
刈︶ ●甲斐キヨ子︵
・内 田︶ ●小川ミチ子︵
・上鷲谷︶ ●長野 熙司︵
・下玉田︶ ●村上 長翠︵
・中津留︶

宗介︵そうすけ︶

●堀 さくら
︻三重︼
﹁士郎・恵理子
︵上赤嶺二区︶
﹂ ●河野 秀喜
︵
●加藤 作苗︵さなえ︶
●後藤冨喜子︵
﹁貴浩・由望
︵肝煎一区︶
﹂
●三浦 惠造︵
●吉田 光玖︵みく︶
●小野スミ子︵
﹁孝平・美鈴
︵下赤嶺朝日丘住宅︶
﹂ ●若島 智治
︵
●大屋 碧叶︵りくと︶
●近藤 正子︵
﹁楓真・亜紗美
︵内田︶
﹂
● 原 敏子︵
●河野 愛菜︵あいな︶
●清田千代秀︵
﹁啓介・真奈
︵深田︶﹂
●後 アキ子︵
︻緒方︼
●甲斐マサ子︵
●北山 莉帆︵りほ︶
典子︵
●衞
﹁凌大・綾
︵徳田︶
﹂
︻
清川︼
●木下 つむぎ
●髙野 一 ︵
﹁大輔・いくの
︵馬場︶
﹂
●小出 幸代︵
●後藤 絃花︵いとは︶
●大津 一夫︵
﹁祐太朗・美希
︵野仲︶
﹂
︻緒方︼
︻朝地︼
●佐藤 文榮︵
●塚越 令士︵れいし︶
●佐藤 忠昭︵
﹁功一・悠
︵揚︶
﹂
●堀
昭三︵
︻大野︼
●尾本 保親︵
●青松 史弥︵ふみや︶
●下田 幸男︵
﹁綾子
︵大野町町︶
﹂
●衞藤 二郎︵
●河野 哲郎︵

●米田

83 86 97 83 84 87 63 86 88 93 63

94 80 88

84 88 91 85 91 93 95

神楽会館

0974 - 35 - 2372

問〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市役所 総務課 広報広聴係
0974-22-1001（内線 2472）

問い合わせ先

ひろば

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）。

新型コロナウイルス感染症対策として、３密を避けるために入場者の制限を実施
するとともに、チケット販売所を神楽会館のみとしています。来館者皆さまのご理
解とご協力をお願いします。※来館者はマスクの着用をお願いします。
◉日
時
８月16日（日）
◉開場時間
12時
◉公演時間
13時〜16時
◉場
所
神楽会館
◉入 場 料
大人1,000円(当日1,500円)
中学生以下 500円(当日1,000円)
◉出演団体
浅草流松尾神楽、浅草流大迫神楽
◉演
目
神逐、岩戸ほか
◉入場制限
入場者の制限を行います。
◉チケット
神楽会館のみでの販売

なの

みん

エイトピアおおの 公演中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の公演の開催を中止します。

8月23日（日）
「第10回 アルテヴィーヴァコンサート in 豊後大野」
9月13日（日）
「第19回 ほのぼのおおのラブLive」

夏のイベント

中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次のイベ
ントが中止になりましたので、お知らせします。

◆第32回しだはら湖面火まつり

商工観光課 観光振興係

0974-22-1001（内線2456）

◆第18回豊後大野市らいでん祭り

商工観光課 観光振興係

0974-22-1001（内線2456）

◆名水白山川しぶき上げ大会

商工観光課 観光振興係

0974-22-1001（内線2456）

◆2020（第50回）
あさじ夏祭り

朝地支所

◆第47回豊後大野市三重町納涼花火大会

豊後大野市商工会 ☎0974-22-1193

◆菅尾石仏火祭り

商工観光課 観光振興係

◆2020豊後犬飼大野川フェスティバル

犬飼支所

くらし の
カレンダー

8月

0974-72-1111
0974-22-1001（内線2456）

097-578-1111

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

医療機関名

電話番号

８月２日
（日） 麻生医院
（緒方町）

0974-42-2023

８月９日
（日） 後藤耳鼻咽喉科医院
（三重町）

0974-22-2088

８月10日
（月） 天心堂おおの診療所
（大野町）

0974-34-3331

８月16日
（日） 福島病院
（三重町）

0974-22-3321

８月23日
（日） 児玉医院
（大野町）

0974-34-2215

８月30日
（日） にこにこ内科クリニック
（三重町）

0974-22-7776

９月６日
（日） 広瀬医院
（千歳町）

0974-37-2022

※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。

無料相談のご案内
消費生活相談
毎週月〜金曜日
▲

☎0974-22-1018
不動産に関する相談
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

公証人による相談
日時：10日
（月） 15時〜17時
場所：市中央公民館（市役所２階）
※事前予約が必要。
▲

問 大分公証人合同役場
☎ 097-535-0888

市清掃センターごみ持ち込み
日時：2日
（日）
9時〜12時、13時〜16時

小 児 科 休 日 当 番 医
当番日
８月２日
（日）
８月９日
（日）

おおいた動物愛護センターから
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。
犬・猫の譲渡について
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
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医療機関名

電話番号

豊後大野市民病院
（緒方町）

0974-42-3121

８月10日
（月） みやわき小児科
（三重町）

0974-24-0230

８月16日
（日） 豊後大野市民病院
（緒方町）

0974-42-3121

８月23日
（日） みやわき小児科
（三重町）

0974-24-0230

８月30日
（日）
９月６日
（日）

豊後大野市民病院
（緒方町）

0974-42-3121

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

診療時間
９時〜12時

※院外薬局が休みの場合には、あらかじめ用意された約束処方となることがありますので、ご了承ください。
※当番医療機関については、やむを得ず変更になる場合がありますので、緊急の場合は、受診される医療機
関に電話等でお確かめください。
※毎月の当番表については、各医療機関の院内に掲示するほか、
「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/）

歯

▲

市清掃センター
0974-22-4733

豊後大野市民病院（緒方町） 0974-42-3121

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

８時30分〜17時

問 市消費生活センター
（商工観光課内）

問

救急告示施設

診療時間
９時〜17時

当番日

科

休

日

当

番

医

医療機関名

８月２日
（日） 陽だまり歯科医院
（野津町）

電話番号
0974-32-7864

８月９日
（日） 長湯ごとう歯科
（直入町）

0974-75-3001

８月10日
（月） 岩田歯科クリニック
（野津町）

0974-32-7220

８月16日
（日） 竹田市荻町歯科診療所
（荻町）

0974-68-3263

８月23日
（日） みどり歯科クリニック
（緒方町）

0974-42-3031

８月30日
（日） ふじさわ歯科医院
（竹田市）

0974-64-1118

９月６日
（日） 第一歯科大塚
（三重町）

0974-22-6377

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

※県が実施する豊後大野地域の在宅歯科当番医制は、令和２年４月から豊後大野市歯科医師会と竹田市歯
科医師会が交互に当番医を実施する体制に変更となりました。

夏のイベント情報!

＼ コロナに負けるな ／

感染症拡大防止対策に
取り組む飲食店等を
応援しています

夏のイベント情報をお知らせします。

（中止になったイベントは31ページに掲載しています）

市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に
取り組む飲食店等に対し、消毒用アルコールの提供や

令
和
２
年
８
月
号

飲食店等の店舗情報を発信
します。

小松明火祭り
会場

取組内容等は、市ホーム
ページをご覧ください。

8月14日（金）

詳しくは、お問い合わせ

原尻の滝周辺および緒方平野一帯

ください。

時間 19時30分点火
（交通規制18時30分～）
緒方町小松明火祭り実行委員会
（緒方支所内）
0974 -42 -2111

ま
ち
の
う
ご
き

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

34,967 人（
16,314 人（
18,653 人（
15,982 世帯（

令和２年6月30日 現 在（

− 47 人 ）
− 23 人 ）
− 24 人 ）
− 4 世帯）

市内の酒蔵が製造しています

商工観光課 観光振興係
0974- 22-1001（内線2456）

こんにちは

）内 は 前 月 比

地域おこし協力隊
おお く

ぼ

こう が

大久保 洸我さん
今年の 5 月から豊後大野市の地域おこし協力隊に就任しました、大久保
洸我と申します！皆さま、よろしくお願いします。
出身は地元・豊後大野市です。進学を機に熊本市に住んでいたところ、
縁あって U ターンして地元で働けることとなりました。
5 月からは、JOY VILLAGE 株式会社が運営する「ロッジきよかわ」で
スタッフとして仕事をしています。 ロッジきよかわでは、主に運営業務を
通して豊後大野市の魅力・楽しみ方を伝えていきたいです。
JOY VILLAGE の企業理念は、宿泊施設ロッジきよかわの運営を通じて、
「里 (Village) の楽しみ方 (How to JOY ) を世界中に発信する」ことです。
ロッジでは、さまざまなお客さまにお越しいただいて、日常生活圏域で
は会う機会のない方々と出会うことができるので、これを楽しみに日々活
動しています！
まだまだ可能性を秘めている場所だと思っています。これから、このす
ばらしき環境を使い、たくさんの楽しみ方を見つけていきたいです！
まだまだ慣れないことばかりですが、若さと元気で一生懸命頑張ります！
ジ ョ イ

祖母山の九合目山小屋付近に咲くオオ
ヤマレンゲが見頃を迎えていました。
（６月24日撮影）

ビレッジ

納税等のご案内

【参考】
地 域 お こ し 協 力 隊 と は、
人口減少等の課題を抱え
る地方自治体が都市部の
人材を地域社会の新たな
担い手として受け入れ、地
域 力 の 維 持・ 強 化 を 図 る
ことを目的として設立さ
れた制度です。

市県民税、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）8月31日（月）
※ケーブルテレビ使用料

8月26日（水）

▲スタッフ一同でお待ちしています
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