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笑顔
かがやく
場所
表紙:子育て支援セン
ターでは、とびっきり
の笑顔で子どもたちが
元気いっぱいに遊んで
います。

特集

子育て支援センターへ行こう!

特集
子育て支援
センターへ
行こう！

かがやく 場所

子育て支援センターをご存じですか。
今月号は、意外と知られていない子育て
支援センターについて特集します。

そ

教えて
子育て支援課長
子育て支援センターは
どんなところ？

子育て支援センターは︑保育園
やこども園︑幼 稚園などに通って
いない子どもや保護者︑妊産婦の
皆さんが交流する場所です︒ここ

では︑子 どもたちが一緒に遊ぶこ
とはもちろんのこと︑親同士で楽
しくおしゃべり ができ︑他のママ

の子育てを見たり︑聞いたりして
交流することもできます︒
また︑身近に相談できる相手が

いないなど︑子育てに関する不 安
について気軽に相談できる場でも
あります︒

子育て支援センターは市内に６か
所あります︒今年から三重ふれあ
い児童館に子育て支援センターを
併設し︑三重町が２か所となりま
した︒この他に︑清川町︑緒方町︑
大野町︑犬飼町に１か所ずつあり
ます︒朝地町と千歳町には定期的
に出張ひろばを設けています︒

市内にいくつあるの？

願いします︒

０歳から小学校就学までの子ど
もと保護者や妊産婦の方などが無
料で利用できます︒予約等は不要
です︒現在は︑新型コロナウイル
ス感染症の感染予防に努めながら
運営していますので︑ご協力をお

誰でも利用できる？

こ
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インタビュー

利用者さんに
聞 き ま し た。
子育て支援
センターって
どんな場所？

子育て世代包括支援センター
きらきら☆ キャラクター

初めて利用する人でも大丈夫？

心配しないでください︒初めて
利用する時は不安もあると思いま
すが︑各子育て支援センターには︑
い つ も 有 資 格 者︵ 保 育 教 諭・ 保 育
士・ 子 育 て 支 援 員 等 ︶が お り︑ 利
用者を温かく迎え入れてくれま
す︒ぜひ気軽な気持ちで利用して
ください︒

どういった活動をしているの？

各子育て支援センターでは︑季
節 ご と の 行 事 や お 誕 生 会︑ 親 子
クッキングなど︑毎月いろいろな
行事が行われ︑利用者の皆さんが
楽しく交流していますよ︒

行事内容を教えて

各子育て支援センターで毎月お
たよりを作成し︑行事内容をお知
ら せ し て い ま す︒ お た よ り は 市
ホームページにも毎月︑掲載して
いますのでご覧いただき︑子育て
支援センターへぜひ︑遊びに来て
くださいね︒

高野子育て支援課長

また︑本市の子育ての課題の一
つが﹁父親の子育てへの参画﹂で
すので︑パパもぜひ︑ママと一緒
に子育てを楽しんでほしいと思い

ます︒子育て支援センターではパ
パ対象の行事の計画もありますの
で︑参加していただき︑パパ友を
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作って︑一緒に子育て談義をする
のはいかがでしょうか︒

つぎのページで、
こそだてしえん
センターをみてね！

子どもの 笑顔
子育ての悩みも聞いてくれて、い
ろんな子どもたちとも遊べます！
私にとって憩いの場所です。

ほぼ毎日利用しています！
子どもがゆったり遊べてとっても
いい場所です。

特集

子育て支援センターへ行こう！

三重

やしの実ひろば

住所 三重町浅瀬3116 すがお地域交流センター
利用日時 月曜〜金曜９時〜14時
☎0974-22-0373 ☎080-1543-3003

すがおこどもクラブの向かいにあり、共有するグラウン
ドは広くて安全です。ブランコや屋根付きの砂場もあり
ます。室内では自由に遊んだり、親子で工作をしたり季
節の行事を楽しむ日もあります。毎月体位測定やお誕生
会もしています。今年度は離乳食教室なども計画してい
ます。
【主な行事】４月バザー／５月母の日製作／６月父の日製作
７月七夕飾り／８月プール遊び／９月運動会／10月バザー
11月音楽教室／12月クリスマス会／１月子育て講座／２月
豆まき／３月お別れ会

子育て支援センターを利用された
ことがない方にとって、始めの一
歩を踏み出すことはパワーがいり
ますよね。
見学だけでもいいので、
「やしの実ひろば」に来てみませ
んか？子育て経験のあるスタッフ
がお待ちしています！

三重

ふれあいひろば

住所 三重町市場1200 三重ふれあい児童館内
利用日時 月曜〜金曜９時〜14時
☎0974-22-1065

地域の乳幼児や保護者の方が安心して過ごせる場所を目
指し、今年度から三重ふれあい児童館内に子育て支援セ
ンター「ふれあいひろば」を開所しました。市役所に近
く、
「子育て世代包括支援センターきらきら☆ 」や保健
師と連携をとりながら、子育てをサポートします。

来館してくれる子どもたち
や保護者の皆さんが、笑顔

【主な行事】今年度から開所し、現在計画中なのでおたより
でご確認ください。毎月、季節の製作やおはなし会、「ふれ
あいたいむ」など来館者の方が楽しめるよう工夫しています。

になれるように職員みんな
で環境を整えて、お待ちし
ています。大きな青いすべ
り台が目印です。遊びに来
てくださいね！

清川

つくしんぼ

住所 清川町砂田1876-1 しいのみこども園内
利用日時 月・火・木・金曜９時〜14時
水曜9時〜14時 どんぐり幼稚園支援棟で出張ひろば
☎0974-35-2314 ☎080-2796-3146

「つくしんぼ」は、自然豊かな場所にあり、のんびり遊
べます。こども園内にあるため、絵本の部屋や園庭など
のスペースを共有しながら、
いろいろな体験もできます。
週1回、出張ひろばを開催しており、より多くのお友だ
ちと出会えるよう、活動しています。
【主な行事】４月春の遠足／５月鯉のぼり制作／６月梅雨の
制作／７月暑中見舞いハガキ作り／８月感触遊び／９月敬老
の日プレゼント作り／10月絵本の部屋／11月秋探し散歩／
12月クリスマス会／１月お正月遊び／２月花植え／３月
ひな祭り会

子育て中の喜びや悩みを話したり、
お子さん同士の関わりや成長を見る
ことで、楽しさや新しい発見があり
ますよ。一人でも、お友だち同士で
も気軽に遊びに来てください。さま
ざまな体験や遊びを通して子育てを
一緒に楽しみましょう！
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緒方

つどいの広場ちゅうりっぷ

住所 緒方町下自在157-1 緒方保育園内
利用日時 月曜〜金曜９時〜14時
☎0974-42-2454

お子さんを遊ばせながらママさんがリフレッシュできる
よう、お手伝いしています。お互いの悩みを打ち明け共
感し合ったり、先輩ママさんからアドバイスをもらった
りしながら、子育てを楽しんでいる様子も伺えます。和
やかな雰囲気の中、時にはパパさんやおばあちゃんと利
用される方もいます。
【主な行事】４月春の遠足／５月ふれあい運動会／６月ちゅ
うりっぷかふぇ（茶話会）／７月・８月水遊び／９月IH キッ
チンカークッキング／10月なし狩り／11月サロンの方々と
の交流会／12月クリスマス楽しみ会／１月IH で簡単おやつ
作り／２月豆まき／３月遠足

どなたでも利用できる憩いの
場なので、お子さんと一緒に
楽しいひとときを過ごしにい
らっしゃいませんか？育児の
悩み等、子育てのお手伝いを
させていただきます。いつで
も気軽にお越しください！

大野

子育てひろばルンるん

住所 大野町田中247-13 おおのルンビニこども園内
利用日時 月曜〜木曜・土曜９時〜14時
毎月第３金曜10時〜12時 朝地支所で出張ひろば
☎0974-34-2725

季節の製作や楽しい行事を企画しています。中でも「親
子でクッキング」は人気の行事で子育てサポーターと一
緒にメニューを考えます。天気のよい日には、広い園庭
でこども園の園児たちと一緒に遊んで過ごして、お子さ
んと同年齢の子どもたちと触れ合うことができます。
【主な行事】
〈毎月〉優ルンるん〜ママの時間〜・誕生会・３
B体操教室／６月IHで簡単クッキング（6〜9・11〜1月）／８
月ベビーマッサージ／９月ルンるんうんどうかい／10月親
子でクッキング／11月消防ひろば／１月お店やさんごっこ
／２月豆まき／３月ピザづくり体験

子育てサポーターと一緒に皆
さんの出会いをドキドキ、わ
くわくしながらお待ちしてい
ます！登録制ではありません
ので、
気軽においでください。
私たちと楽しい時間を過ごし
てみませんか。

犬飼

ゆうゆうキッズ

住所 犬飼町田原1416-1
利用日時 月曜〜金曜９時〜14時
木曜９時〜14時 千歳公民館で出張ひろば
☎097-578-0188

場所は、いぬかいこども園となかよしひろばの中間にあ
り、保護者の方と一緒に楽しく安心して遊べる場を提供
しています。季節に合った親子制作や活動も取り入れて
います。その他にも、子育てで困っていることや、悩み
も気軽にご相談ください。
【主な行事】４月こいのぼり製作／５月お見知り遠足／６月
子育て座談会／７月七夕製作／８月水遊び／９月パパといっ
しょ（ぶどう狩り）／10月運動会ごっこ／11月いぬかいこど
も園体験／12月リフレッシュ講座／１月ゆうゆうキッズカ
フェ／２月親子からだ教室／３月いちご狩り遠足
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子育て講座・育児講演・お母さん
のためのリフレッシュ講座なども
行っています。お父さんの子育て
を応援する行事も年に２回程度
行っています。妊婦さんや、お孫
さんと一緒に祖父母の方もお待ち
しています！

特集

おおの子育て支援センター
子育てひろばルンるん

ぶ〜ん
、ぶ〜
ん
レッツゴ
ー！

おおのルンビニ
こども園

大野公民館

大野小学校
県道57号

いぬかい子育て支援センター ゆうゆうキッズ
県道57号
なかよしひろば
犬飼公民館

郵便局
大分県
畜産公社

大野支所

緒方小学校

豊後大野
市民病院

緒方支所

←至竹田

ファミリーマート

いぬかい
こども園

みえまち子育て支援センター
やしの実ひろば

↑至大分

緒方子育て支援センター
つどいの広場ちゅうりっぷ
緒方保育園

子育て支援センターへ行こう！

朝地支所

菅尾医院

至大分→

県道57号

千歳支所

大野支所

犬飼公民館

すがお地域
交流センター
菅尾小学校

菅尾駅

国道502号

国道326号

←至竹田

三重町駅

緒方支所

清川支所

清川町子育て支援センター
つくしんぼ

至宇目↓

国道502号

国道326号
豊後大野
市役所

子育て支援センター
ふれあいひろば

子育て支援センターの
マップは
市ホームページにも
掲載しています。

国道502号
しいのみ
こども園
清川
診療所

清川
中学校

道の駅
きよかわ

清川小学校

インフォメーション

インフォメーション

子育てアプリ「なないろ」
ご利用ください
市の子育て応援サイト「なな
いろ」
（アプリ）には、「妊娠・
出産・子育て」など子育てに役
立つ情報がいっぱい。ぜひ、利
用してください。お子さんの情
報を登録すると月齢に合ったお
知らせが届きます！

子育て
支援サービスを
知りたい

アプリは App Store､ Google Play で
「子育てタウン」で検索 ※無料アプリです。
ウェブサイトは「豊後大野市 なないろ」で検索
Google
Play

問い合わせ先

子育てについて、
ゆっくり
話したい

子どもの
発達で
悩んでる ･･･

ダウンロード方法

App
Store

子育て世代包括支援センターきらきら☆
ご存じですか

妊娠・
出産・育児が
不安 ･･･

市では、ワンストップで相談できる拠点として、「子育
て世代包括支援センターきらきら☆」を市役所内に開設し、
子育てに関する相談を受け付けています。臨床心理士や保
健師、助産師等の専門職を配置し、さまざまな相談に応じ
ていますので、お気軽にご相談ください。
市報ぶんごおおのでは、毎月「きらきら掲示板」コーナー
で子育て情報やきらきら相談日の日程を掲載していま
す。そちらも見てくださいね！（今月は 25 ページ）

子育て支援課

こども支援係

0974-22-1001
2020.9
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「子育てのための施設等利用給付認定」制度をご存じですか？
幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年10月1日から「子育てのための施設等利用給付認定」制度
がスタートしました。これは、保育の必要性の認定を受けた方が、子育てのために施設を利用された場
合に、その利用料が一定の金額まで無償になる制度のことです。制度の対象となる子どもや施設・事業
についてお知らせします。

①幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する場合
対象の

●３歳〜５歳児クラス：最大月額11,300円まで無償

子ども

●２歳児クラス

手続き

就労等による「保育の必要性の認定」の手続きが必要です。

：最大月額16,300円まで無償
（住民税非課税世帯が対象）

※預かり保育とは、教育時間前後に希望者を対象に在園児を預かる保育のことです。
※おやつ代は無償化の対象外であり、保護者負担となります。

②認可外保育施設等を利用する場合
対象の

●３歳〜５歳児クラス：月額37,000円まで無償

子ども

●０歳〜２歳児クラス：月額42,000円まで無償
（住民税非課税世帯が対象）

対象となる

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、

施設・事業

ファミリーサポートセンター事業

手続き

就労等による「保育の必要性の認定」の手続きが必要です。

※幼稚園、認定こども園、認可保育園（所）、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していないお
子さんのみ無償化の対象となります。
※通園送迎費、行事費、給食費等は無償化の対象外であり、保護者負担となります。

保育の必要性の認定を
受けるためには
問い合わせ先

市役所

父母、またはその他の保護者等が、就労、妊娠・出産、求
職活動等の事由に該当することが必要です。詳しくは子育
て支援課にお問い合わせください。
0974-22-1001

認定子ども園､認可保育園(所)､私立幼稚園等について…子育て支援課（内線2135）
公立幼稚園について…………………………………………学校教育課
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（内線2210）

特集

子育て支援センター

油断大敵！

大雨・台風にご用心

家の 外 の備え

家の 中 の備え

□雨戸・網戸を固定しよう

□風呂場に水をためておこう

養生テープなどでしっかり固定して
風で飛ばされるのを防ぎましょう。

水を浴そういっぱいにためておくと、
断水時でも手洗いやトイレなどに使え、
非常に役立ちます。

□側溝・排水溝を掃除しよう

□窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ろう

ゴミが詰まっていると水が溢れます。
浸水しそうな場所への土のうも有効で
す。

飛散物で窓ガラスが割れた際、ケガを防
げます。
カーテンは閉め、ブラインドは下ろしま
しょう。

□屋外のものを家の中にしまおう
プランターや置物、物干し竿などは
風で飛ばないよう、しまうか固定しま
しょう。

□スマホ・パソコンを充電しよう

□車のガソリンを満タンにしよう

停電に備えてスマホとノートパソコンは
フル充電に。
ノートパソコンはスマホの充電にも利用
できます。

停電時でも、車の中で暖を取ったり、
スマホなどの充電ができます。

風の強さのめやす

歩けない

トラック横転

家屋倒壊

30メートル

40メートル

約110キロメートル

約140キロメートル

平均風速

秒速（m/s） 20メートル
時速（㎞ /h）約70キロメートル

家族や身の回りの状況をチェック

風水害は全国どこでも起こりえます。避難を判断するために、自分にとって何が大事かを考えましょう。

□避難のタイミング
いつから危険な雨風
になりそうか、すで
に近くで災害が発生
していないか

□住まいの危険を考える
ハザードマップで
水害リスクを確認
ほかに用水路などの
危険箇所をチェック

□家のタイプ
上層階に避難できる
か高層住宅は停電時
に移動に困らないか

□自分や同居人の体調や特性
乳幼児、妊婦、高齢者、基礎疾
患や障がいのある方がいる場合
どこへの避難が安全か

□備蓄の充実度
在宅避難できる食料などが
十分か

□心の状態
１人で精神的に不安にならないか
親戚・知人宅のほうが
不安は小さいか

□ライフラインの状況
在宅避難のための水道、電気、ガスは
使えるか

（出典：“コロナ禍でもすぐできる!大雨＆台風への備え2020年版”から一部抜粋）
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感染症対策も意識して避難しましょう
避難時の身支度

雨風のなか徒歩で避難するとき

避難所に行く際は コロナ対策 も
念入りにした身支度をしましょう。

浸水時の移動では、 側溝 や ふたの開いたマンホールへの転落 に要警戒。

帽子
ヘルメットを
かぶる

マスクを
つける

できる限り
２人以上で行動

傘や棒などで常に
足元を確認

できるだけ
明るい時間に避難

長ズボン
長袖を着る

歩ける深さ
浸水時に歩ける水の深さは膝くらいまで。

手袋を
つける

水深50㎝以上 になると、水の流れで足を
とられる可能性があります。

長靴を履く

車での移動は危険
無理に車で移動せず、会社や学校などに
とどまって安全確認を。

寒さ・暑さに合わせて考えましょう
アルコール消毒液を用意し、
こまめに手を消毒しましょう。

・車が浸水したらすぐに外へ。
・ 水深30㎝以上 でエンジン停止の危険性があります。
・ドアも開かず、車ごと流される危険性があります。

避難所が混んでいるなどの止むを得ない理由から、
車中泊をすることもあります。
エコノミークラス症候群対策
こまめに足を動かしたり、マッサージしたり、足を心臓と同じ高さまで持ち上げるなど、血液を
循環させることが大事です。

熱中症対策
車内は高温になるため、熱中症対策として換気したり、こまめに水分を補給する必要があります。
（以上の出典：“コロナ禍でもすぐできる!大雨＆台風への備え2020年版”から一部抜粋）
●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。

問い合わせ先
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防災危機管理室

0974-22-1001

飲食店応援“レインボーシティ商品券”販売のお知らせ
お得なプレミアム付きで大好評の「レインボーシ
ティ商品券」ですが、本年度第２弾は飲食店専用商品
券2,000円分（プレミアム率20%）を付けて販売しま
す。早期の完売が予想されますので、お早めにお買い
求めください。
1,000円の商品券10枚、500
円の飲食店専用商品券4枚を1
セットにして、1万円で販売し
ます。お一人さま5セットまで
購入可能です。

問い合わせ先

◆販売期間9月17日（木）から令和3年1月29日（金）
（売切れ次第終了）
◆販売時間平日9時から17時
（初日のみ19時まで販売）
◆販売場所市商工会本所・各支所
（初日のみ、三重地区の方はエイトピアおおので販
売します。詳細は折込チラシをご参照のこと）
◆対象者
市内にお住まいの方､(市外在住でも)市内にお勤めの方
◆利用可能期間
9月17日（木）から令和3年1月31日（日）

市商工会三重本所

☎0974-22-1193

豊後大野市中小企業者等緊急家賃補助金の補助要件が緩和されました
補助金の対象者に「令和２年５月から12月の期間
のうち、連続する３か月間の売上高が前年同期比で
30％以上減少し、国の家賃支援給付金を受けている
方」が追加され、要件が緩和されました。要件緩和後
の補助対象者は次のとおりです。
◆補助対象者
要件①
令和２年１月から12月の１か月当たりの売上高が
対前年同月比で50％以上の減少率がある方で、
「国の持続化給付金」の給付を受けている方
要件②
対前年連続する３か月比売上高(令和２年５月から
12月までの期間において連続する３か月の売上高
と前年同期間の売上高を比較)が30％以上の減少率
がある方で「国の家賃支援給付金」を受けている方

問い合わせ先

商工観光課

◆対象経費
①令和２年３月から５月までの間に係る家賃
②令和２年６月から11月までの間に係る家賃
※補助対象経費は１事業者１月当たり10万円が
上限です。
◆補助金の額
①対象経費の５／６の額
※令和２年３月から５月までの家賃
②対象経費の１／６の額
※令和２年６月から11月までの家賃
（消費税および地方消費税相当額ならびに水道光
熱費等の変動する経費を除きます）
◆申請方法
お電話での予約が必要ですので、商工観光課経済
振興係へお問い合わせください。詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。

経済振興係

0974-22-1001（内線2452）

第2・4火曜日（休日を除く）は住民票等の交付窓口時間を延長します
開庁時間に窓口に来られない方の利便性を図るた
め、市役所本庁のマイナンバーカードや住民票等の交
付窓口の時間延長を行います。
●10月からの窓口延長日
10月13日・27日
11月10日・24日
12月８日・22日
１月12日・26日
２月９日
３月９日・23日
●窓口延長時間
17時〜19時
●延長窓口
本庁・市民生活課戸籍住民係のみ

窓口延長

取扱い業務

○住民票の写しの交付
○印鑑登録証明書の交付
○戸籍謄抄本等の交付
○マイナンバーカードの交付
※交付場所を「支所」でご案内している方は、
事前に連絡をお願いします。

※詳しくは、市民生活課戸籍住民係へお問い合わせく
ださい。

問い合わせ先

市民生活課

戸籍住民係

0974-22-1001（内線2121）
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豊後大野市ふるさと大使を創設しました
今年度に創設した豊後大野市ふるさと大使は、各分
野で活躍する豊後大野市出身者や豊後大野市にゆかり
のある方に大使になっていただき、市の魅力や情報を
発信していただくものです。委嘱状交付式を市役所で
行い、次の方々をふるさと大使に委嘱しました。
▲委嘱状交付式の様子

豊後大野市のまち、市
民の方々が大好きで
す。まちのことを勉強
し、ふるさと大使とし
て頑張ります!

もり

森

ゆう

まちの魅力を多くの方
にお伝えできるよう努
めます。地元のおいし
い食べ物を紹介してい
きたいです！

さく

もり

祐 作 さん

さこ

ま

い

ふじ

むら

こう

き

市と市民の皆さんと一
緒に協力して、ふるさ
とを盛り上げていきた
いです！

ちゅう

か

しゅ

とう

森 迫 麻 衣 さん

藤 村 晃 輝 さん

ローカルタレント

キャスター・リポーター

アナウンサー

タレント・リポーター

朝地町出身
三重高校卒業後、福岡県
や東京都で活動。現在は
TOSテレビ大分「スパー
ク魂」
、
「ゆ〜わくワイド
＆News」などで活躍中。
本市のふるさとまつりや
各イベントでも司会者と
して出演し、地元を盛り
上げています。

三重町出身
大分放送のラジオ、テレ
ビ番組に出演。令和２年
度 か ら はNHK大 分 放 送
局でキャスターとして活
躍中。本市のふるさとま
つりや各イベントでも司
会者として出演し、地元
を盛り上げています。

大野町出身
TOSテレビ大分アナウン
サー。
「スパーク魂」、
「ゆ
〜わくワイド＆News」、
「TOSニュース」に出演。
本市のはぐくみ先生（ゲ
ストティーチャー）をし
ていただくなど、子ども
たちのキャリア教育に協
力しています。

大野町出身
大分・熊本でタレントと
して活躍中。現在、TOS
テレビ大分「ゆ〜わくワ
イド＆News」木曜日《中
華首藤のちゅ〜ぶらり
ん！》
、FM大分毎週金曜
日12時〜「ちゅうか49」
などに出演しています。

問い合わせ先

総務課

市長室

交通指導員を募集します
子どもたちの登校時における街頭での交通指導な
どにより、市民を交通事故から守る活動の推進をし
ていただく交通指導員を募集します。
◆活動内容
①朝の児童等の登校時における交通指導
②年４回
（春夏秋冬）の交通安全運動をはじめとす
る街頭指導

問い合わせ先
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皆さんに市の魅力を伝
え、自己紹介する時は、
「ふるさと大使です」
と胸を張って言えるよ
うに頑張ります！

2020.9
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中 華 首 藤 さん

0974-22-1001（内線2005）
◆要件
①市内に居住する人（性別は問いません）
②交通安全活動に関心があり、健康な人（75歳定
年）
◆募集人員
①三重町：３名
②清川町：１名
③緒方町：１名
※報酬は市の規定に準じます。
制服、装備品は貸与します。

防災危機管理室

0974-22-1001（内線2411）

奨学金返還支援制度周知のためのチラシを作成しました！
今年度から始まった奨学金返還支援制度を周知するた
め、三重総合高校メディア科学科情報コースの３年生を
対象に、チラシのデザインを公募しました。最優秀賞に
輝いた宗像和佳さんから「もともとデザインをすること
が好きだったので、このような賞がとれて嬉しい。将来
の役に立つと思う」と謝辞が述べられました。宗像さん
の作品は、奨学金返還支援制度周知のためのチラシとし
て、市内の公共施設等に配置されます。９月の自治会文
書でも回覧しますので、ぜひご覧ください。

むなかた わ

か

◇最 優 秀 賞

宗像和佳さん

◇努

賞

村上哉太さん

◇アイデア賞

稗田省吾さん

力

むらかみ かなた

ひえだ しょうご

奨学金返還の助成の
申請期限は９月30日までです！
お早めにお申込みください！
詳しくは市ホームページをチェック！
▲右から宗像さん、村上さん、稗田さん

0974- 22- 1001（内線2203）

問い合わせ先 学校教育課 教育総務係

婚活個別相談会を開催します
◇対象者

20歳から40代くらいまでの市内在住または
豊後大野市に定住意思のある男女
個別フォローアップ
◇内 容 ８月の婚活サークルや婚活イベントに参加し
たが、次の展開に悩んでいる方を個別にフォ
ローアップサポートします。
◇日 時 ９月20日
（日）13時〜17時
◇場 所 市中央公民館 第１会議室
（市役所２階）

個別相談会
◇内容 いきなりイベントなどに参加するのが不安な方
など、婚活に関する悩みや想いを個別に相談す
ることができます。
◇日時 ①９月12日（土）13時〜17時
②９月25日（金）16時〜20時
◇場所 ①市中央公民館 第１会議室（市役所２階）
②市中央公民館 第２会議室（市役所２階）

詳細はお問い合わせください。
申込み先 Ｄソリューション研究所・株式会社en（えん） ☎・FAX 097-574-4125
E-mail en.konkatsusensei@gmail.com
web https://bungoru-konkatsu.com

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）

令和２年度豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業に５団体の提案を採択

活動深化

今年度は７団体から応募いただき、審査委員会で必要
性・公益性・先進性・計画性・発展性の観点から書類審
査とプレゼンテーション審査を行い、審査の結果、令和
２年度の事業として、５団体が採択されました。今後、
採択された５団体の活動が魅力あるまちづくりにつな
がっていくことを期待しています。

区分

活動促進

「市民提案型協働のまちづくり活動推進事業」は、市
民活動団体の先駆性・柔軟性を生かしたアイデア・ノウ
ハウによって、より効果的な地域の課題解決・活性化、
市民サービスの向上を目指すものです。企画提案内容が
採択された団体には、事業を実施するうえで必要な経費
に対し補助金を交付します。

問い合わせ先 まちづくり推進課 地域振興係

団 体 名

内
容
ストーリーを持った景観づく
鳥屋活性推進会
りによる地域の活性化
地域の農村文化遺産を守り続
緒方雛めぐり実行委員会
ける緒方五千石雛めぐり
オンラインとオフライン融合型の
あたらよ
新たな村コミュニティビジネス
清川桜街道プロジェクト
清川まちづくり協議会
〜 未来へつなぐ道 〜
ちとせ花ひろばの整備と千歳
まちづくり千歳準備委員会
特産品の普及

0974- 22- 1001（内線2443）
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豊後大野市で活躍しよう！

子どもたちが福祉サービスを通して成長し
ていく姿はとても感動します。
「私も負けず
に頑張ろう」と子どもたちからエネルギー
をもらっています！
（社会福祉課 事務職）

令和２年度豊後大野市職員採用試験（後期試験）のお知らせ

保健師は専門的な知識や技術に加え、関係
者との連携等が多く責任を感じますが、住
民と接する機会も多い分、日々学びや楽し
さがありますよ！
（市民生活課 保健師）

自分が勉強や訓練で培った知識や体力
が、現場で発揮された時はとてもやりが
いを感じます！（消防本部 消防士）

■ 試験区分および採用予定者数等
試験区分

試験種類
初級試験

受験資格

採用予定者数

平成11年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人
昭和56年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人で、次の手帳交付を
受けている人

事 務 職

初級試験
（障がい者枠）

※以下の手帳等は受験申込日および受験日当日に有効であることが必要です。
①身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師もしくは産業医による障害者
の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書

若干名

②療育手帳または知的障害者であることの判定書
③精神障害者保健福祉手帳
土木技術職
保 健 師

初級試験
初級試験

昭和56年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人で、測量士、測量士
補または土木施工管理技士のいずれかの資格を有する人
昭和56年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人
（令和３年３月31日までに取得見込みを含む）

2名

平成５年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人で、以下の要件に該
当する人
消 防 士

初級試験

①視力が両眼で1.0以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上の人
②聴力および四肢が正常な人

2名

③普通自動車運転免許取得者（令和３年３月31日までに取得見込みを含む）
※③については、オートマチック限定は除きます。
※第１次試験合格者は、第２次試験の際に「健康診断書」を提出していただきますので、申請時の情報と齟齬がないようにお願いします。

■ 受験手続き
〔申込期間〕９月７日（月）〜９月24日（木）
申込みは、原則インターネットでの受付けとなります。
市ホームページから専用サイトへ接続してお申込みください。
（※詳細は市ホームページでご確認ください）
■ 第１次試験
〔テストセンターでの試験〕※ 新型コロナウイルス感染症拡
大の状況を踏まえ、テストセンターで試験を実施します。
試験日（試験期間） 10月２日（金）〜10月19日（月）
試験会場 受験者が選択する全国のテストセンター
受験者には、市ホームページからのWeb申込み手続き完了後
に、受験案内メールを送信します。同メールの指示にしたがっ
て、上記、試験期間内の都合の良い日時、場所（テストセン
ター）を予約して受験してください。

問い合わせ先
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人事給与係

〔市役所での受験〕※ テストセンターでの受験が困難な障が
い者について、新型コロナウイルス感染防止の対策を講じたう
えで試験を実施します。
試 験 日 10月18日（日）
試験会場 市役所
受験者には、市ホームページからのWeb申込み手続き完了後
に、受験を案内します。
■ 第２次試験
11月中旬に実施予定。
※第１次試験合格者に別途通知します。
■ 採用日 令和３年４月１日（木）

募集内容等の詳細は市ホームページに掲載しています。

0974-22-1001（内線2402〜2404）

100歳のお誕生日おめでとうございます
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

甘い物が好き

あ だ ち

足立ハツヱさん
（三重町）

７月 26 日、三重町本城の足立ハツヱさんが 100 歳のお誕生日を迎え
られました。
ハツヱさんは犬飼町栗ヶ畑のご出身で、畳職人であったご主人とともに
養蚕や葉タバコなどの農業に従事しながら子ども８人を育てました。
ハツヱさんの趣味は、日本舞踊やゲートボールなど。日本舞踊では地区
で周囲の方に教えたり、ゲートボールでは審判の免許まで取得し県内の大
会に積極的に出場していたとか。
家計簿を毎日欠かさず記していたハツヱさん。テレビで相撲や野球を観
戦することも楽しみにしていたとのこと。
甘い物が好きで、ご自分で酒まんじゅうを作って食べていたそうです。
料理は得意で、肉じゃがやいなりなどがおいしかったとのこと。
二男の足立一幸さんが「肉じゃがはおふくろの味。今でも大好物なんで
す」と笑顔で教えてくれました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

おしゃれできれい好き

く ど う

（大野町）
工藤ヨシコさん

８月１日、大野町田中の工藤ヨシコさんが 100 歳のお誕生日を迎えら
れました。
ヨシコさんは同町北園のご出身で、製材所を営む夫を支えながら、子ど
も４人を育てました。
ヨシコさんの趣味はゲートボールや編み物。80 歳頃までゲートボール
は続けたそうです。編み物は、手先が器用でナイトキャップをよく作って
いたとのこと。旅行も好きで日本各地を夫婦で旅行していたそうです。
ヨシコさんは面倒見がよく、みんなにやさしかったとのこと。お肉が好
きで、長生きの秘訣はあまり苦にしないことだそうです。また、おしゃれ
できれい好きで、95 歳頃まで顔のマッサージや化粧もよくしていたとの
ことでした。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

裁縫が得意

お

の

（三重町）
小野フミコさん

8月4日、三重町上田原の小野フミコさんが100歳のお誕生日を迎えら
れました。
フミコさんは同地区のご出身で、ご主人とともに養蚕や葉タバコ、畜産
などの専業農家を営みながら子ども５人を育てました。
裁縫が得意で、市内の旅館のおかみが使う着物や、ほかにも依頼があれ
ば着物を作っていたそうです。食べ物の好き嫌いはなく何でも食べ、特に
野菜を好んで食べていたとのこと。
野菜をリヤカーに乗せて、三重町の中心部まで行って販売していたそう
です。坂道が多く行き帰りは子どもたちも手伝っていたとのこと。
庭が広く、「お客さんが来たら失礼だから」と時間ができればいつも草
むしりなど手入れをしていたそうです。
楽しみは友人とのおしゃべりで、好き嫌いなく何でも食べ、よく動くこ
とが長生きの秘訣とのことでした。

市学校教育審議会から答申を受けました〜小中一貫校のあり方について〜
７月 10 日、市学校教育審議会（首藤正史会長ほか委員 18 人）が「豊後
大野市立小中一貫校のあり方について」の答申をしました。この答申は、教
育委員会からの諮問に対するもので、各町の小・中学校で平成 26 年度から
取り組んでいる連携型小・中一貫教育の成果を踏まえ、それぞれ事情が異な
る地域にあった小学校・中学校の今後のあり方について意見を求められたも
のです。
今後、答申内容を踏まえ、教育委員会では小中連携から小中一貫校への移
行に取り組みます。令和３年度に朝地町から小中一貫校の設置をスタートし、
令和４年度以降順次、他の町でも保護者・地域住民・教職員の理解・協力を
得ながら準備を進めることになります。
2020.9
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学校給食へのミニトマト贈呈
よ

き

た

きよ た ひか る

7月27日、株式会社世喜太農園取締役社長清田光留さんと技能実習生
の皆さんが市役所を訪れ、学校給食用食材としてミニトマト約2,700食
分を贈呈しました。
清田さんが「酸味とうま味のバランスのよい、おいしいミニトマトで
す」とあいさつし、川野市長が「今年もとても美しいミニトマトを寄贈
いただき、ありがとうございます。子どもたちにおいしく味わってもら
います」と謝辞を述べました。
頂いたミニトマトは、市内の小学校・中学校にミニトマトや夏野菜カ
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

市内小中学校屋外水道蛇口寄贈
ご と う まさ ひで

７月28日、豊後大野市管工事共同組合（後 藤匡 豪 理事長）から、市
内小中学校の屋外水道施設にとレバー式の水道蛇口346か所分が寄贈さ
れました。
後藤理事長が「子どもたちの新型コロナウイルス感染予防をと考え、
レバー式の水道蛇口を寄贈することといたしました。子どもたちに、予
防に有効な使用方法の指導をお願いします」とあいさつし、川野市長が
「学校の感染予防には気を使っている中で、このような寄贈をしていた
だき大変ありがたいです」と謝辞を述べました。
▲レバー式蛇口を手渡す後藤理事長（中央左）
※レバー式の水道蛇口は、従来のハンドル式に比べ、蛇口を手で握らず
に使用できるため感染症予防に有効とされています。

家族経営協定で、より充実した農業経営を
ひ ら い さとし

７月15日、市役所で衞藤英教農業委員会会長立会いのもと、平井 聡
あかね
さ わ あつし
さん・茜さんご夫妻（大野町）、佐和篤さん・かおりさんご夫妻（大野
よしおか こ う た ろ う
やす こ
ふじわら ま こ と
町）、吉 岡幸 太郎さん・寧 子 さんご夫妻（大野町）、藤 原真 琴さん・
さ ゆ り
小百合さんご夫妻（三重町）の家族経営協定調印式が行われました。
衞藤会長から激励のことばを贈られたあと、代表して平井聡さんが
「家族経営協定を締結することにより、家族での農業経営の役割を明確
化し、二人で協力しながら頑張っていきます」と力強く決意表明を述べ
られました。４組の今後のご活躍をお祈りします。

▲協力して頑張ります

「家族経営協定とは」
家族で取り組む農業経営について家族みんなで話し合い、経営や生活、将来の目標など確認したことを文書化することです。農業
者年金の保険料助成や各種支援制度が受けられるなどのメリットがあります。

三重レッドソックスがＶ７で代表権を獲得！
第27回ＴＯＳチャンピオン大会兼第12回中部ブロック交流大会豊後大野市予選
７月18日・19日、緒方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、
チャンピオン大会（大分市）への出場権を２年連続で獲得しました。準
優勝の朝地はやぶさと３位の三重サンライズは11月に開催される中部
ブロック交流大会（玖珠町）に出場します。大会結果は次のとおりです。
【大会結果】優 勝：三重レッドソックス
準優勝：朝地はやぶさ
▲優勝した三重レッドソックス
第３位：三重サンライズ
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緒方町スポーツ振興会長杯ペタンク大会
８月１日、緒方公民館ホールで上記大会が開催されました。今年度初
めての振興会長杯に、最年長は 93 歳の方が元気に参加。皆さんの笑顔
とナイスプレーでチームワークの良さが伝わってきました。大会結果は、
次のとおりです。
第１位

すずらん A チーム

第２位

大久保チーム

第３位

パンジーチーム

▲第１位のすずらん A チーム

フィットネス教室を開催
７月16日・31日、大野町スポーツ振興会主催で「フィットネス教
室」が開催されました。フィットネスとは、スポーツジムなどで音楽を
かけながら行っている有酸素運動です。にこにこフィットネス協会の先
生を招いて、軽快な音楽に合わせてストレッチをしながら、楽しく体を
動かしました。参加者は「久しぶりに体が動かせて良かった」と気持ち
いい汗を流していました。

かみおがたサポートセンター「ふれあい」が発足しました
7月10日、上緒方ふれあいセンターで、かみおがたサポー
トセンター「ふれあい」の発足式が開催されました。
平成30年度に上緒方振興協議会が行った住民アンケー
トの結果、高齢者のちょっとした困りごとへの対応が必要
であるとの結論に至り、これまで上緒方地区の支え合い事
業のしくみづくりとサポートセンターの発足を検討してき
ました。
サポートセンターは会員制で、会員は、利用会員、活動
会員、賛助会員に分かれています。利用会員がサポートセ
ンターに依頼し、
活動会員が有償でお手伝いする仕組みで、
提供するサービスは、庭の草刈りやごみ出しなど、高齢者
のニーズに応じたメニューとなっています。
活動の根底には、高齢者世帯や一人暮らしの高齢者が、
「上緒方に住んでいて良かった」と思えるような地域づく
りを住民相互の協力によって構築している上緒方振興協議

問い合わせ先

高齢者福祉課

会の理念があるそうです。
このような見守り活動や困りごとの支援などの活動は、
「地域支え合い活動」と呼ばれ、同様の活動が、三重町市
場一区「泉助っ人隊」でも行われています。市と市社会福
祉協議会では、地域支え合い活動を推進しています。
かみおがたサポートセンターの活動は始まったばかりで
すが、このような活動や理念が地域に根ざし、市全体に広
がることを期待します。

地域包括ケア推進室

0974-22-1001（内線2171）

『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：９月18日（金）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
９月18日（金）14時〜16時 傾聴セラピストによる傾聴
10月７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

※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
0974-22-1001（内線2171）
●高齢者福祉課 地域包括ケア推進室
●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）

★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。
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図書館
豊後大野市図書館

図書館は令和3年1月30日に
開館します！

令和2年9月

0974-22-7733

現在工事を進めている新しい図書館と資料館のうち、
図書館が1月30日に開館します。現在、工事は順調に進

現在、移転準備
のため休館中！

んでおり、建物完成後は引っ越しや本の整理などを行い
ます。開館後は皆さんのお越しをお待ちしています。な
お、資料館の開館は令和3年6月中を予定しています。
もり

新しい図書館と資料館の愛称が決定しました！「ふれあい.学びの杜」
市民の皆さんに愛され、親しまれるものとするた
め募集していました愛称が、応募総数129作品の中
から「ふれあい.学びの杜」に決定しました。
教育委員会の中でノミネートされた作品から市内

小学生が選んだ理由（一部を抜粋）
〇「森（＝杜）には木がいっぱいある」みたいに、
本でたくさん学んで賢くなったり、人とふれ
あったりすることがいっぱいあったらいいと
思ったから

小学校の児童の投票で決定しました。

〇「ふれあい」「学び」という言葉が、「図書館・
資料館」にぴったりだと思ったから

みんなの施設
“ふれもり”
にぜひ来てね！

〇たくさんの人が豊後大野市に来て、ジオや摩崖
仏などいろんなことを学んでほしいと思ったか
ら

地域コミュニティの活動拠点となる
千歳支所・千歳公民館が完成します

～開所式は令和2年9月7日に決まりました～
千歳支所は、改修工事により、地域コミュニティの拠点となる公民館機
能を取り込んだ複合施設として生まれ変わりました。有事の際には防災の
拠点として活用する施設となります。
新たな支所・公民館においても、これまでと同様に地域の皆さまが利用
しやすい施設運営を目指していきます。

千歳支所開所式
９月７日（月）８時から（業務開始8時30分）

１F

２F
概
要
延床面積
構
造
建設費用
住
所

問い合わせ先
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千歳支所

3,466.12㎡
鉄筋コンクリート造 2階建て
２億3,692万円
千歳町新殿706番地1（現千歳支所）

0974-37-2111

（１）豊後大野市隣保館「人権啓発情報セン
ター」をご利用ください

（２）
令和２年度
第１回豊後大野市隣保館人権講座 参加無料

隣保館内にある「人権啓発情報センター」には、
人権に関するもののほか、さまざまな種類の図書約
2,000冊を備えており、大分県立図書館から定期的
に借り入れる図書（200冊）と共に貸し出しを行って
います。
（※大分県立図書館の借り入れ図書の選定
は、隣保館職員が実施しています）
また、人権啓発のためのＤＶＤ
（20本）
・ビデオ
（51
本）の貸し出しも行っています。地域、学校、団体の
学習会やサロン等で
利用してみませんか。
図書・ＤＶＤ・ビ
デオの貸し出し作品
一 覧 は、 市 ホ ー ム
ページをご覧いただ
くか、隣保館へお問
い合わせください。

演題

人権学習は誰のため？
〜部落問題に出会ってから〜
講師 大分県人権・部落差別解消教育研究協議会
足立哲範さん
日時 10月22日（木）14時〜15時45分
場所 市隣保館 大集会室
ご自身の体験談を踏まえながら、部落差別問題を
中心に人権についてお話ししていただきます。皆さ
まのご参加をお待ちしています。
※マスクの着用と手指消毒にご協力をお願いしま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により、内
容が変更または中止になる場合があります。

▲隣保館の図書室（人権啓発情報センター）

問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

隣保館係
（市隣保館）

0974-34-3603
さを
晴らし
野の素
ょう!
豊後大
えまし
伝
に
と一緒
私たち

令和２年度

ジオガイド養成講座の受講生を募集します！
おおいた豊後大野ジオパークの大地・自然の素晴らし
さや食や歴史、文化などの魅力を伝えるジオガイドの
養成講座を開催します。

ジオガイド
養成講座
受講生募集
ジオガイド

大倉

実季

さん

令和２年度
月

日

曜日

10月３日

土

10月10日

土

10月17日

土

10月18日

日

10月24日

土

10月31日

土

11月７日

土

11月８日

日

11月14日

土

11月21日

土

11月28日

土

時間
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
半日
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
半日
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
13時30分‑15時
15時15分‑16時45分
午前or午後

▲ジオガイドの皆さん

◇受講要件
ジオガイドを目指し、おおいた豊後大野ジオパークの素晴らしさを伝えたい方
認定後は、ガイド会と連携し恒常的にガイド活動をしていただける方
※上記要件を満たさなくても、豊後大野市やジオパークのことをもっと知りたい方
など、どなたでも興味のある講座を受講することができます。
ジオガイド養成講座予定表
回
座学１
座学２
座学３
座学４
座学５
座学６
現地１
座学７
座学８
座学９
座学10
座学11
座学12
現地２
座学13
座学14
座学15
座学16
実践

内容
（仮）
ジオパークってなんだろう？
どうやって豊後大野の地形ができたの？
豊後大野の歴史や民俗芸能
いろんな石橋の歴史
磨崖仏やいろんなジオサイト
江内戸の景、虹澗橋、菅尾磨崖仏、犬飼港ほか
プレートテクトニクスと地震・火山
地層・岩石・化石
エコパークと動植物
鉱山、山の民俗
グループワーク
（ジオサイトを案内してみよう）
災害について
沈堕の滝、出会・轟橋、滞迫峡、原尻の滝ほか
豊後大野の農業
豊後大野の観光や特産品
自分の言葉で伝えよう
（話し方講座）
ガイド心得
（ガイドを目指そう！）
ガイド実践
（場所未定）

※日程や講座内容は、都合により変更される場合がありますのでご了承ください。
※ジオガイドの認定には15回以上（現地・ガイド実践含む）の講座聴講とガイド実践が必
要です。

◇受講無料
◇申込方法
申込書に必要事項を
記入して商工観光課・
各支所のいずれかに
提出してください。
※申込書は上記窓口
およびホームページ
から入手できます。

私たちが
住んでいる
地域のこと
を学ぶって
楽しいよ♪

ジオガイド
日淺 紗矢香

さん

問い合わせ先
歴史民俗資料館
0974-42-4141 FAX0974-42-2705
E-mail bo260060@city.bungoono.lg.jp
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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

いざ！開講!!～ジオ・ジュニアリーダークラブ～
７月25日、令和２年度豊後大野市「ジオ・ジュニアリーダークラブ」を開講しました。今年度は新型コロ
ナウイルスの影響で実施するのは無理かと思われましたが、姫島のご協力もあり開催を決めました。この事
業は、子どもたちに市内外のジオパーク学習や交流を通じてふるさとを愛し、たくましく生きる力を育むこ
とを目的としています。今年は市内の小・中学生13人が参加し、第１回目は姫島を訪問。連日の雨がうその
ような天気となり、姫島のジオパーク「天一根」「観音崎」を学びました。これから９月までに計３回開催し、
市内のジオサイト見学を行います。

国民年金のお知らせ
国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ

国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間
がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）の受け取り額が少なくな
ります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料は、10年以内であれば、さかの
ぼって納めること
（追納）ができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額
に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなります。
※追納のお申込みを希望される方、またはご相談は、大分年金事務所までお願いします。
★年金相談日
９月８日
（火）
９月10日
（木）
９月16日
（水）

市隣保館（大野町）
市商工会（三重町）
竹田市総合社会福祉センター
いきいき交流センター
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

「歯周疾患・口腔がん検診」のお知らせ
～40歳、50歳、60歳の誕生日を迎える
（迎えた）
方対象～
市では、「歯周疾患・口腔がん検診」を実施し、検診にか
かる費用の助成を行います。対象の方には案内が通知され
ます。
対象者 今年度40歳、50歳、60歳の誕生日を迎える（迎え
た）方
期 間 ９月から令和３年２月までの６か月間
内 容 歯周疾患・口腔がん検診にかかる費用１回分を助成
します

☆こころの相談会☆

名

断酒会
ひまわり会
9月6日（日）、10月4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。

９月～10月上旬の
健康診査日程
（要予約）
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
は電話による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。

三重

9/10(木)
三重・清川

9/11(金)

犬飼

10/3(土)
10/4(日)

三重

♣ 10/11(日)

会

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】
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。

場

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、肝炎ウイルス検査

市役所

※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。

犬飼小学校
市役所

♥白山自治会館で実施予定でしたが、中津無礼橋を検診車が通行できない
ため、会場を市役所に変更しました。
♣18歳〜59歳までの方を対象とした健診日（はつらつ健診）です。

『ぶんごおおの健康づくり10か条』 第10条

申込み・問い合わせ先

こころの相談会
精神保健福祉相談
9月14日(月)13時 16時 9月24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☆

※「歯周疾患・口腔がん検診」および「歯科口腔健診」
を受診するときは必ず事前予約が必要です。新型コ
ロナウイルス感染症による緊急事態の宣言が大分県
で発令された場合、宣言期間中の健診は中止します。

9/9(水)

所

問合せ
申込先

後期高齢者医療広域連合では、
「歯科口腔健診」を実施し、
健診にかかる費用の助成を行います。対象の方には案内が通
知されます。
対象者 今年度76歳、81歳の誕生日を迎える
（迎えた）
方
期 間 ９月から12月までの４か月間
内 容 歯科口腔健診にかかる費用１回分を助成します
問い合わせ先
大分県後期高齢者医療広域連合
☎097-534-1771（代表）

受付時間
8時30分 10時30分
★10時30分 11時
※13時 14時
8時30分 10時30分
※13時 14時
８時30分 11時
※13時 14時♥
8時30分 10時30分
※13時 14時
8時30分 10時30分
※13時 14時

場

対応者

～76歳、81歳の誕生日を迎える
（迎えた）
方対象～

健診日

称
時

対象者

「歯科口腔健診」のお知らせ

町名

名
日

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

市民生活課

年１回は健康診断を受けよう！

健康推進室

0974-22-1001
2020.9
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豊後大野市の
食育を知ろう

～緒方保育園のとりくみ～

お話：緒方保育園
（緒方町） 園長補佐

緒方保育園では毎年、年齢ごとに『食育のねらい』を
定め、それぞれのクラスで季節ごとに食育活動を行って
います。現在は76人（０歳〜５歳児）の園児が在席し
ています。就学前の１年となる５歳児クラスでは、以下
のねらいを掲げています。
・生活と遊びの中で意欲を持って食に関わる体験を積み
重ね、食べることを楽しむ。
・食生活に必要な基本的食生活習慣や態度を身に付け
る。
○みそ作りをしてだんご汁
今年の５歳児は、１月にみそ作りにチャレンジしまし
た。大豆は緒方町の生産者から購入したものを使用し、
まずは大豆をゆで、専用の道具でつぶしてから塩とこう
じをよく混ぜ合わせ、空気が入らないように容器に詰め
ていきます。「おいしくな〜れ！」と気持ちを込めな
がら作りました。11月にはできあがったみそを使って
『だんご汁作り』を計画しています。当日は、全園児が
給食でだんご汁を食べます。毎年その日は、たくさんの
子どもがおかわりをして、みんなで手作りみそのおいし
さを実感します。
○『お月見会』で地域交流
10月には、地域の方をお招きして『お月見会』を行
います。ススキを飾り、みんなで歌を歌ったりして楽し
い時間を一緒に過ごします。中でも子どもたちが楽しみ

減る塩川柳

▲みそ作りの様子

西

愛子

先生

▲お月見会の様子

にしているのが、お月見団子作りです。団子には畑で収
穫したサツマイモを使った芋あんを詰めて丸めます。地
域の方に教えてもらいながら、真剣な顔で作っていまし
た。この日は、園庭で育てた枝豆も収穫して、調理室で
塩ゆでにしてもらいました。毎日愛情を込めて育てた枝
豆と、みんなで作ったお月見団子は格別だったようで、
たくさんの笑顔があふれていました。
緒方保育園では、サツマイモや枝豆のほかにもキュウ
リ、ミニトマト、パプリカ、ナス、オクラ、インゲン、
ラディッシュなどたくさんの野菜を育てています。収穫
した野菜は給食に使ってもらい、みんなでいただきま
す。新鮮な野菜はとてもおいしく、いつもより昼食時間
の会話が多くなります。
今後も、いろいろな野菜を育てながら年間行事に食育
を取り入れ、園児の心と身体を育てていきたいと考えて
います。

紹介

賞

作

優秀賞

いつの間に

品

薄味になれ

住
妻の知恵

所

大野町

氏
小野

名
勝子 さん

ロタウイルスワクチンの定期接種がはじまります

10月1日から

ロタウイルスとは、乳幼児期
（０〜６歳ころ）
にかかりやすい、急性の胃腸炎を引き起こすウイルスです。
開始時期：10月1日
対 象 者：令和2年8月1日以降に出生した１歳未満のお子さん
（初回接種は生後６週０日後から生後14週６日後までが期限です）
接種回数：1価のワクチン
（ロタリックス）
は生後24週０日までに２回
5価のワクチン
（ロタテック）
は生後32週０日までに３回
※１価、５価のどちらのワクチンでも有効性に差はありません。
※県外で接種を希望する場合は、
接種方法：ロタウイルスワクチンは液体で、口から飲むワクチンです。
いったん自己負担となります。
接種場所：県内協力医療機関
事前にご相談ください。
（申請
接種費用：無料
は受けた日の翌日から1年以内）
※接種時期は、かかりつけ医および接種予定の医療機関に十分にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に備えよう！

今後の感染症まん延に備えて、
「自らの命は自らが守る」意識を持つことが大事です。
各家庭で感染拡大防止対策に必要な衛生用品を、防災グッズと一緒に備蓄していただくことをお勧めします。
◆家庭に常備しておきたい衛生用品
（1人当たり）
およそ2か月分を想定した場合
①使い捨ての不織布マスク 60枚（1枚/日×60日分）
②布マスク 2枚以上
※①②を併用して使用することをお勧めします。
500ミリリットルのものであれば2本程度、ハンドソープや石けん

マスク

手指消毒液等
身 近 な も の（ ド ア ノ ブ、
ゴム手袋、ゴミ袋、ペーパータオルやタオル、塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）等
食器など）
の消毒物品
※上の表以外の物についても、各家庭の事情に合わせてご準備ください。
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遠隔手話通訳サービスのお知らせ

市内無料電話（９発信）
を
ご利用ください。

大分県聴覚障害者協会では新型コロナウイルス感染防
止対策のため、より多くの聴覚障がい者の方に遠隔手話
をご利用いただけるよう、新たに貸し出し用タブレット
端末を配備しています。タブレット端末の貸し出しを希
望される方は、申込みが必要です。申込方法等詳しくは
お問い合わせください。
社会福祉法人 大分県聴覚障害者協会
FAX097-556-0556
E-mail:info＠toyonokuni.jp
社会福祉課 障がい支援係
0974-22-1001
FAX0974-22-6653

「高齢者の人権あんしん相談」
強化期間
ぜひ、話を聞かせてください。どうすれば解決できる
か一緒に考えます。秘密は守ります。
◆日
時
◆電話番号

９月16日
（水） ９時〜16時
0570-003-110（全国共通・ナビダイヤル）
※ＩＰ電話等からはご利用できない場合が
あります。ＩＰ電話の方は、☎0974-622315（地方法務局竹田支局）をご利用くだ
さい。
◆相談内容 高齢者に対する暴行・虐待、いやがらせなど
高齢者に関する人権問題
◆担 当 者 人権擁護委員
大分地方法務局竹田支局 ☎0974-62-2315

県下一斉司法書士法律無料相談会を開催します
（相続・会社設立等の登記、供託、訴訟等）
◆日
時 10月３日
（土）10時〜15時
（予約不要）
◆場
所 市中央公民館
（市役所２階）
◆相談内容
相続・会社設立等の登記、供託、訴訟手続き。あなた
が土地を買ったり、遺産を相続したりするなど財産を取
得した時は、その所有権の登記をすることによって権利
が保全されます。ほかに、会社や法人・組合の設立、少
額な訴訟、民事再生、自己破産、土地・家屋に対する賃
料不払いや明け渡し、夫婦・親子関係や扶養に関する問
題などで悩んでおられる方、また、判断能力が低下した
高齢者等の成年後見、遺言書作成等のご相談もお気軽に
ご利用ください。
（相談者はマスクを着用してください）
◆相談担当者 大分県司法書士会会員
大分県司法書士会 ☎097-532-7579
大分県司法書士会豊肥支部 宗岡明成
☎0974-26-4030

豊後大野市役所 ☎0974-22-1001

…問い合わせ先 ☎…電話番号

清

川

支

所

☎0974-35-2111

緒

方

支

所

☎0974-42-2111

朝

地

支

所

☎0974-72-1111

大

野

支

所

☎0974-34-2301

千

歳

支

所

☎0974-37-2111

犬

飼

支

所

☎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。

屋外広告物適正化旬間のお知らせ
９月１日（火）から10日（木）は屋外広告物適正化旬
間です。
県では、「良好な景観の形成」「自然のおもむきの維
持」「広告物の倒壊・落下などによる危険防止」のため
に、屋外広告物条例を定め、設置場所や大きさなどを規
制しています。
良好な景観形成と事故防止のため、広告物の適正な表
示にご協力願います。
大分県豊後大野土木事務所 建設・保全課
☎0974-22-1056

講習会のお知らせ
●小型移動式クレーン運転技能講習
◆日 時 ９月23日(水)〜25日(金)
(23日・24日 ８時45分〜17時15分)
(25日 ８時10分〜17時35分)
◆場 所 市中央公民館（市役所２階）
◆受講料 玉掛資格有41,800円、玉掛資格無46,200
円とテキスト代1,705円
◆定 員 16名
●職長・安全衛生責任者教育
◆日 時 11月５日(木)・６日(金)(８時45分〜17時)
◆場 所 市中央公民館（市役所２階）
◆受講料 職長教育のみ 会員12,870円（会員外
15,620円）とテキスト代880円
職長・安全衛生責任者教育 会員14,080
円
（会員外16,830円）
とテキスト代1,540円
◆定 員 30名
･

（一社）大分県労働基準協会豊後大野支部
☎0974-26-4115 FAX0974-26-4146
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令和２年度後期技能検定試験
◆試験実施日
実技 12月４日（金）〜令和３年２月21日（日）
学科 令和３年１月24日（日）、１月31日（日）、
２月３日（水）、2月７日（日）、２月11日
(木)、２月14日(日)
◆職種
【特
級】機械加工、放電加工など13職種
【１，２級】機械検査、農業機械整備、建築大工、配管
など32職種42作業
【単一等級】バルコニー施工 １職種１作業
【３
級】機械加工、電気機器組立てなど11職種14
作業
◆申請期間 10月５日（月）〜16日（金）
※受検案内および申請書は、９月14日以降、商工観光課
（市役所４階）でも配布しています。
大分県職業能力開発協会

☎097-542-3651

『おおいたみのりフェスタ』
開催について
令和２年度大分県農林水産祭『おおいたみのりフェス
タ』が次の日程で開催されます。
【農林部門と水産部門の合同開催】
◆日
時 10月10日
（土）
９時30分〜16時30分
10月11日
（日）
９時30分〜15時30分
◆場
所 別府市 別府公園
◆主な行事 県産農林水産物の販売・食の提供、木工教
室、パンカフェコーナー、ジビエコーナー
◆そ の 他 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
行ったうえで開催しますので、来場者多数
の場合は、入場制限を行う場合があります。
大分県農林水産祭実行委員会事務局
☎097-506-3582

都市計画区域マスタープランの改訂に
かかる公聴会の開催について
都市計画区域マスタープランの改訂に当たり、皆さん
からご意見をいただくために、次の日程で素案を縦覧し
公聴会を開催します。公聴会で意見の申出を希望される
方は、縦覧期間が満了する日までに「公述申出書」を縦
覧場所宛に提出してください。
公聴会の傍聴を希望される方は、公聴会開始の１時間
前から受付を行いますので、会場までお越しください。
公述申出者がいない場合は、公聴会を中止します。
（中
止の場合は、問い合わせ先のホームページに掲載）
●縦覧期間 ９月７日（月）〜23日（水）８時30分〜17時
（平日のみ）
●縦覧場所 大分県都市・まちづくり推進課または建設
課都市計画建築係
公聴会日程
◆日時 10月13日（火） 19時から
◆場所 市中央公民館 視聴覚室（市役所２階）
大分県土木建築部 都市・まちづくり推進課
都市計画班 ☎097-506-4647
ホームページ：
http://www.pref.oita.jp/soshiki/17510/
建設課 都市計画建築係
0974-22-1001（内線2363）

都市計画道路の変更についての
説明会開催
都市計画道路３・４・５ 駅前線（県道三重停車場線）
の都市計画変更および都市計画道路３・５・12 駅前高
市線（県道三重停車場線）の都市計画決定に関する幅員変
更等の説明会を開催します。
◆日時 ９月11日
（金）19時〜
◆場所 市中央公民館 第１会議室
（市役所２階）
大分県豊後大野土木事務所 ☎0974-22-1056
建設課 都市計画建築係
0974-22-1001（内線2363）

地籍調査事業の現地調査について
地籍調査の現地調査を９月から令和３年３月までの期
間、次の地区で行います。調査期間中は、受注業者や市
職員が地区内の土地に立ち入りますので、ご理解とご協
力をお願いします。また、調査地区内で有害鳥獣駆除な
どを実施する場合は注意をお願いします。
◆調査地区
◆調査期間

三重町内田、清川町臼尾、千歳町船田
９月１日〜令和３年３月31日

農林整備課 地籍調査係
0974-22-1001（内線2332〜2334）
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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。
また、本年度から入居手続きにおける連帯保証人の要件
が緩和されています。詳細はお申込みの際にご確認くだ
さい。

県営住宅
・津留前住宅
・下自在住宅
■募集期間 随時募集中

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

・もみじケ丘住宅

・川北第二住宅・壱丁田住宅
特公賃・まちづくり促進住宅
・清川駅前下住宅

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。

・久原住宅

・フォレスタおがた

・妙見住宅

・樋掛住宅・さわやか団地千歳住宅

■募集期間

9月1日（火）〜9日（水）

※土・日・祝日は除く、8時30分〜17時

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

ぶんご大野里の旅公社だより
おかえりプロジェクト
8月8日、豊肥本線全線開通で市民の皆さんが特急「あそぼーい！」のおもてなしをしました。
市内各駅や沿線で、多くの市民の皆さんが横断幕でのお出迎えや手を振るなどしていただきました。
大変ありがとうございました。

道の駅あさじ

緒方駅

豊後清川駅

菅尾駅

菅尾踏切川沿い

犬飼駅

問い合わせ先

ぶんご大野里の旅公社

三重町駅

☎ 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。

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③)

今回は、三重総合高校の「地場企業説明会｣ という、生徒自身の人生の生活設計に直結したキャリア教育の取組についてお知ら
せします。
６月17日、市商工観光課・市商工会・ハローワーク豊後大野・豊肥経済同友会の協力の下、三重総合高校に地域の企業19社が集まっ
て、三重総合高校生と保護者の希望者を対象に「地場企業説明会」を実施しました。この企画は、高校生に「地場企業の企業説明
を聞くことを通して、身近な地域にある企業の存在や魅力に気付き、自分自身の可能性の枠をひろげ、より自分に合った将来設計
をイメージしてもらいたい｣ と願って行われました。
各企業ともに意欲的で、持ち時間が説明で終わるブースがほとんどでした。説明の中身としては、①企業活動の内容説明 ②会
社組織 ③企業の将来像(理念・ビジョン) ④報酬・待遇（休暇・福利・厚生） ⑤地場企業のメリットアピール（就職するなら地
元＝親孝行、先輩の存在、地元人材の定着率の高さ、通勤の余剰時間の有効活用） ⑥自社の将来性の高さ（需要拡大の見通し）
⑦社内教育
（資格が取れる、人間性や社会性の育成）
など、さまざまな内容でした。人として大切なこと
（相手の立場に立った行動）
、
企業人として大切なこと（報連相）
、高校生活で身に付けてほしいこと（コミュニケーションの取り方）などについて、話してくれる
企業もありました。
【参加者の声】
《生 徒》・地元の企業を知ることができたし、興味を持った企業があった。
・実際に働いている人から話が聞けた。
・三重総合の先輩が来ていて、実際の話が聞けた。
・さまざまな企業の理念が聞けた。企業による理念の違いも分かった。
・知らない会社に出会えた。・希望外の企業の話も聞けて得になった。
《保護者》・企業の方の熱意が伝わった。・コロナの中での採用の意欲に感謝。
・コロナの中、開催してくれてありがたい。・もう少し時間がほしかった。
《企 業》・知名度が低いことが分かった。参加して良かった。
・認知していただく良い機会になった。

豊後大野市子育て世代包括支援センター

掲示板

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10月5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

9月から11月は「子育て満足度日本一」推進期間です！

大分県では、昨年度から子育てに優しい環境づくりを目的に、9月から
11月までを「子育て満足度日本一」推進期間と位置付け、県民総ぐるみで
子育てを応援する環境づくりを推進しています。
結 婚・ 妊 娠・ 出 産・ 子 育 て に 関 す る 支 援 情 報 を お 知 ら せ す る 公 式
Facebookを大分県が開設しています。こちらもぜひご利用ください。

おおいた子育て満足度
日本一
公式Facebook

求 人 情 報 ハローワーク豊後大野（８月18日現在） ※黒字:フルタイム

青字:パートタイム

①訪問看護19〜42万円 ②介護職14〜17万円 ③施設管理13〜25万円 ④栽培管理16万円 ⑤農作業員14〜18万円 ⑥調
理員14万円 ⑦食品加工20万円 ⑧溶接金網製造工14〜16万円 ⑨解体作業員20〜25万円 ⑩医療事務員13〜20万円 ⑪リ
ハビリ助手900円 ⑫業務管理事務800〜850円 ⑬縫製オペレーター790円 ⑭総菜担当900円 ⑮カフェスタッフ800円〜
1,000円
※この求人情報には、掲載後に採用・内定などで取り消された求人や求人内容が変更された求人もありますのでご了承願います。
応募にはハローワークの紹介状が必要となります。お気軽にお尋ねください。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.mhlw.go.jp/index.html

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
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神楽会館一般公演
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
９月20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
浅草流黒松神楽、庄内原神楽保存会
◉演
目
綱武、日割ほか
◉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

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）。
〒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）

0974 - 35 - 2372

神楽会館

なの

令和２年度 第18回千歳ひょうたん健康マラソン大会の中止について
12月６日（日）に予定していました「第18回千歳ひょうたん健康マラソン大会」は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、誠に残念ですが開催中止することを決定しました。
ランナーの皆さまをはじめ、これまで大会を応援していただいている皆さまには、大変申し訳ございません
が、ご理解をいただきますよう、お願いします。
次回大会を盛大に開催できますよう、誠心誠意尽力してまいりますので、今後とも「千歳ひょうたん健康マ
ラソン」に変わらぬご支援を賜りますよう、お願いします。
千歳ひょうたん健康マラソン実行委員会

10066 95 85 89

・六 種︶
・臼 尾︶

・小 原︶
・野 尻︶
・原 尻︶
・ 緒方小野︶
・大 化︶

・板井迫︶
・板井迫︶
・ 揚 ︶
・下 野︶
・中尾塚︶
・ 宮生中央︶
・鳥 屋︶

・佐 代︶
・宮 迫︶

101 93 82 64 93 83 72

93 76

善意 のの窓窓

92 87 68 62 96 92 95 92 91

95100

・片 島︶
・田 代︶
・屋 原︶
・北 園︶
・北 園︶
・北 園︶
・大野原︶
・後田南︶
・後田南︶

86 83 94

・原 田︶
・中 部︶

・長 畑︶
・下 町︶
・小福手︶

楠本政俊・君子
︵三重町︶

◇現金寄付 ︻敬称略︼
●豊後大野市へ

●後藤 文信︵
おくやみ
お誕生
●黑野 壽久︵
申し上げます
おめでとう
●曽宮
太︵
●阿南
明︵
︽７ 月中届出・
﹁ ﹂内は保護者敬称略︾
︽
７
月
中
届
出
敬
称
略
︾
＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒ ＊ご家族が同意された方のみ掲載しています︒
●衞藤ミツ子︵
●後藤イチヱ︵
・又 井︶ ●後藤 澄子︵
・深 野︶ ●坂本 武男︵
︵
・川 辺 ︶ ●橋本
・西 原︶ ︻千歳︼
︵
・ 肝煎一区︶ ● 佐々木ヨシカ
・三重原︶ ●渡邉 義久︵
・下小坂︶ ︻犬飼︼
・下小坂︶ ●三浦 幸子︵
・前内田︶ ●若杉 桂子︵
●野口マサ子︵

︻三重︼
︻三重︼
●後藤 あおは
︵
● 神志那ツル子
﹁芳崇・ひとみ
︵市場一区︶﹂
●三浦喜代子︵
●後藤 琳太︵りんた︶
●安藤トヨコ︵
﹁工太・弥生
︵市原︶
﹂
●久保田幸義︵
●佐藤 亜美︵あみ︶
●伏野 宗孝︵
﹁健太・千恵
︵市原︶
﹂
●河室今朝継︵
●石丸 実祈︵みのり︶
●佐藤 幸德︵
﹁健太・円
︵三重原︶
﹂
︵
● 田
︻清川︼
●宇薄 席生︵
●岩下 里桜翔︵りおと︶
︻
清川︼
﹁幸照・亜衣
︵砂田︶
﹂
●萩原 勝吉︵
●佐藤 利星︵りほ︶
︵
● 羽田野ナツ子
﹁大剛・侑美
︵砂田︶
﹂
︻緒方︼
●村田 遥奈︵はるな︶
●衞 八枝喜︵
﹁哲平・智晴
︵砂田︶
﹂
●羽田野幸子︵
︻大野︼
●古庄 信子︵
●目黒 桃伍︵とうご︶
●
西
良子︵
﹁里志・歩美
︵大野町町︶
﹂
● 藤 文子︵
︻朝地︼
健二︵
●朝
●佐藤ナミ子︵
住江︵
●工
●工藤 浩市︵
●阿南三重子︵
●首藤スズコ︵
利子︵
●衞
︻大野︼
●谷 ミツヱ︵
●後藤 貞香︵
96 87

81 90 84 87 78 82 87 79 66
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第3回しげまつり プレゼンテーション・舞台パフォーマンス 参加者募集！！
自分 を、思いっきり表現してみませんか？
ＮＰＯ法人しげまさ子ども食堂―げんき広場―で
は、令和３年2月にエイトピアおおので実施する、プ
レゼンテーションと舞台パフォーマンスの発表会に参
加してくださる方を募集しています。事前に説明会を
実施しますので、興味のある方はぜひご参加ください。
申込方法 メールまたは電話で必要事項
（氏名・学校*・
学年*・連絡先）
をお伝えください。
（*は学生の場合）

＜プレゼンテーション説明会＞
※新型コロナウ
日時：9月27日
（日）15時〜16時
イルス感染症
場所：市中央公民館 （市役所2階）
の影響によ
対象：小学生〜一般
り、内容が変
＜舞台パフォーマンス説明会＞
更または中止
日時：10月6日
（火）19時〜20時
になる場合が
場所：市中央公民館 （市役所2階）
あります。
対象：小学生〜一般

NPO法人しげまさ子ども食堂事務局 ☎0974-22-1113 FAX 0974-22-2433
メール shigemasakodomosyokudou3@gmail.com webページはこちら➡

くらし の
カレンダー

9月

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

問 総務課総務係
0974-22-1001

公証人による相談
日時：13日
（日） 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

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

▲

市清掃センター
0974-22-4733

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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電話番号

９月６日
（日） 広瀬医院
（千歳町）

0974-37-2022

９月13日
（日） 佐藤産婦人科医院
（三重町）

0974-22-4103

９月20日
（日） 野津第一内科医院
（野津町）

0974-32-3355

９月21日
（月） 帰巖会みえ病院
（三重町）

0974-22-2222

９月22日
（火） 宇野医院
（犬飼町）

097-578-1117

９月27日
（日） 菅尾医院
（三重町）

0974-22-0378

10月４日
（日） ふじしま内科
（三重町）

0974-22-0114

※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。

救急告示施設

診療時間
９時〜17時

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

小 児 科 休 日 当 番 医
当番日

医療機関名

電話番号

９月６日
（日）
９月13日
（日）
９月20日
（日） 豊後大野市民病院
（緒方町）

0974-42-3121

９月21日
（月）
９月22日
（火）
９月27日
（日） みやわき小児科
（三重町）

0974-24-0230

10月４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/）

日時：13日
（日）
9時〜12時、13時〜16時
問

医療機関名

歯
当番日

科

休

日

当

番

医

医療機関名

電話番号

９月６日
（日） 第一歯科大塚
（三重町）

0974-22-6377

９月13日
（日） 竹下歯科医院
（竹田市）

0974-62-2662

９月20日
（日） 市場のはいしゃさん
（三重町）

0974-22-1455

９月21日
（月） 竹田市荻町歯科診療所
（荻町）

0974-68-3263

９月22日
（火） 羽田歯科医院
（三重町）

0974-22-0317

９月27日
（日） 長湯ごとう歯科
（直入町）

0974-75-3001

10月４日
（日） 久保歯科医院
（大野町）

0974-34-2577

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。

て
まっ
泊
に
地元 よう♪
し
応援

“ぶんごおおの宿泊キャンペーン”を実施します！

新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている観光関連事業者への経済支援策として、宿泊費等の助
成事業を行います。詳しくは、市ホームページをご覧ください。お得に泊まって地元を応援しましょう。
【実施期限】12月26日（土）宿泊分（予算上限に達し次第、受付終了となります）まで
【助成内容】宿泊料金2,000～4,000円の割引および商品券「せっかくや券」1,000円の進呈
【対象施設】

令和
年

２

▲ホテルますの井（三重町）

▲三国家旅館（三重町）

▲石川旅館（三重町）

▲ロッジきよかわ（清川町）

▲箱崎旅館（大野町）

▲東家旅館（大野町）

▲LAMP豊後大野（緒方町）

▲リバーパーク犬飼（犬飼町）

月号

9

※対象施設は感染症防止対策を実施しています。ご利用される方も国が推奨する「新しい旅のエチケット」をご確認の
うえ、感染防止を徹底しましょう。

問い合わせ先 商工観光課 観光振興係

まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

34,926 人 （
16,304 人 （
18,622 人 （
15,984世帯（

令和２年７月31日現在（

− 41 人 ）
− 10 人 ）
− 31 人 ）
＋ 2 世帯）

）内は前月比

豊後大野市 市民憲章
《本文》

福祉ネイルで元気な生活を！
わたなべ

渡辺

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
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）9月30日（水）
※ケーブルテレビ使用料

0974- 22- 1001（内線2456）

り

な

梨奈さん（三重町）
ネイリスト

今月号でご紹介するキラリ人は、三重町でネイリストとして活躍されている渡
辺梨奈さんです。
渡辺さんは、大分市でネイリストをしていましたが、母親が豊後大野市に住ん
でいたことをきっかけに豊後大野市に移住してきました。
豊後大野市に移り住み、農業等が盛んであるが高齢化率が高い状況に、外見的
な美しさだけでなく健康的な生活を送るために、美容業を通して何か役に立てる
ことはないか、そう考えるようになったそうです。その結果現在は、市内の高齢
者福祉施設で、ネイルを施すボランティアを月に３回ほど行っているそうです。
福祉ネイルによって、癒しや元気、希望を持って生活できればと始めたとのこ
と。95 歳で初めてネイルを体験した女性の施設利用者から、
「とても楽しい」と
喜んでいただけたことがとてもうれしかったとのことでした。
また、趣味が高じてハーバリウム認定講師の資格を取得し、要望に応じてワー
クショップも開催しているそうです。最近ではジオパークにも興味が出てきたの
で、豊後大野市の特徴的な石を使って、ネイルアートやハーバリウムに活用でき
ないか模索しているとのこと。
そのほか、ネイリストの仕事を子ど
もたちに伝え、仕事の多様性を知って
もらい、自分自身がやりたい仕事、好
きになれる仕事に巡りあえるような活
動を行っていきたいそうです。
これからの抱負をお尋ねすると「今、
巻き爪の勉強をしています。巻き爪の
ケアをすることで、自分の足で歩ける
年齢を延ばすことができればと思って
います」と笑顔で語ってくれました。
▲ハーバリウムワークショップの様子

9月28日（月）
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