2016

４月２日～15日まで、チューリップフェスタ2016が開催されました。
100種類40万本の色鮮やかなチューリップが訪れた人をお迎えしました。
今年はチューリップ畑のライトアップも行われ、昼間とは違った幻想的
な世界も楽しむことができました。（緒方町原尻の滝周辺）
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平成28年度の当初予算をお知らせします
一般会計予算
歳 入 内 訳

⑤

⑥

240億5,000万円
①
②

④

③

⑦

35億8,287万円（14.9％）
80億4,774万円（33.5％）
（8.3％）
19億9,595万円  
（7.9％）
19億1,144万円  
（6.6％）
15億8,858万円  
9億6,511万円  （4.0％）
（7.1％）
17億1,302万円  
32億2,852万円（13.4％）
10億1,677万円  （4.3％）

⑧

◇依存財源（78.6％）
③地方交付税
④国・県支出金
⑤市債
⑥その他の依存財源

103億4,939万円（43.0％）
56億7,797万円（23.6％）
（7.3％）
17億4,410万円  
11億3,425万円  （4.7％）

目 的 別

⑨
⑧

①

⑦
⑥
②

⑤
④

③

性 質 別
①

⑥

②

⑤
④

29億1,248万円（12.1％）
22億3,181万円  
（9.3％）

③

特別会計予算

国民健康保険特別会計 60億5,372万円
後期高齢者医療特別会計 5億6,030万円
介護保険特別会計
63億4,134万円
農業集落排水特別会計
2億2,263万円
公共下水道特別会計
8,234万円
浄化槽施設特別会計
4,874万円
簡易水道特別会計
6億2,795万円
太陽光発電事業特別会計
1億円

◇義務的経費
（52.5％）
①人件費
②扶助費
③公債費
④普通建設事業費
⑤物件費
⑥補助費等
⑦繰出金
⑧その他の歳出

上水道特別会計
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

歳 出 内 訳

①総務費
②民生費
③衛生費
④農林水産業費
⑤土木費
⑥消防費
⑦教育費
⑧公債費
⑨その他の歳出

◇自主財源（21.4％）
①市税
②その他の自主財源

50億3,857万円（21.0％）
43億4,343万円（18.1％）
32億2,852万円（13.4％）
28億1,607万円（11.7％）
30億4,841万円（12.7％）
28億9,752万円（12.0％）
18億5,629万円  （7.7％）
（3.4％）
8億2,119万円  

2億6,748万円
3億23万円
467万円
8,918万円

病院事業特別会計
収益的収入 37億1,211万円
収益的支出 38億7,658万円
資本的収入
1億5,334万円
資本的支出
2億4,238万円
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平成28年度の事業を紹介します
豊かな生活を支えるしごとがあるまち

豊かな福祉社会の実現を目指すまち

多様な担い手の育成
◇インキュベーションファーム事業 15,855千円
新規就農者を全国から募集・確保し
（UIJターン等）
、
次代の農業起業者を育成します。平成28年度は地
方創生推進交付金及び担い手確保育成基金を活用
し、効果の高い首都圏で募集を行い、担い手確保の
さらなる促進と、併せて移住定住対策を行います。

高齢者福祉の充実
◇地域包括ケアシステム構築事業 2,346千円
高齢者が自立した日常生活や地域活動を持続でき
るよう、各種サービスを切れ目なく提供できる体制の構
築を目指します。平成28年度は各町の空き公共スペー
スを活用した介護予防拠点を整備します。

観光の振興
◇体験連続型観光プログラム事業 8,207千円
豊かな自然やそこから生み出される農林産物、歴
史ある郷土芸能など、本市特有の地域資源を活かした
「豊後大野らしい観光推進」を行い、交流人口の増
加及び地域内経済活動の活性化を図ります。

結婚・出産・子育て支援の充実
◇放課後子どもプラン推進事業 61,320千円
労働等の理由により昼間保護者が家庭にいない小
学生に対し、適切な遊びや生活の場を提供し、児童
の健全な育成を図ります。平成28年度は運営環境の
改善に力を入れ、障がいのある児童への支援強化や、
支援員の処遇改善を図ります。

豊かなくらしと安心を実感できるまち

豊かさをつなぐ協働によるまちづくり

移住・定住の促進
◇オリジナル住宅構想事業 275,550千円
市独自の住宅構想の調査・研究を進めます。平成
28年度はオリジナル住宅を設計し、大野高校跡地に
分譲宅地の造成を行います。
防災対策の充実
◇防災のしおり作成事業 15,500千円
市民の防災意識の向上のため、ハザードマップ等
を含んだ防災のしおりを作成し、全戸配布します。こ
のしおりを活用し、市内における土砂災害緊急個所
や浸水想定区域の周知、災害発生時の初動対応等
についての認識を広めます。

地域コミュニティ活動の推進
◇地域活動推進事業 14,688千円
「協働によるまちづくり」を推進するため、地域によ
る創意工夫に富んだ地域づくり事業を支援します。ま
た、地域おこし協力隊として三大都市圏等から住民
を受け入れ、地域の活性化を図ります。
◇地域リーダー育成事業 5,071千円
【平成27年度からの繰越予算】
地方創生を推進し、人口減少や高齢化等、本市
の抱える様々な課題を解決に導く地域リーダーを育成
します。平成28年度は朝地町と大野町の市民にそれ
ぞれ10名程度の募集を行います。

豊かな心と学ぶ意欲を育むまち

豊かな自然を未来に残し伝えるまち

学校教育の充実
◇特色ある学校づくり推進事業 2,970千円
ジオサイトとリンクした「ふるさと学習」を計画的に
展開し、子どもたちの「生きる力」を育むための学校
づくりを目指します。
そのほか、
町ごとにコーディネーター
を配置し小中学校連携教育を推進します。
◇教育振興特別奨学金事業 3,600千円
三重総合高等学校に通う生徒のうち、大学進学を
目指し、学業・人物ともに優秀な生徒に対し奨学金を
給付することで、学業への支援及び地域の将来を担
う人材の育成を図ります。

ジオ・自然との共生
◇ジオプロジェクト推進事業 7,600千円
平成29年度に予定されているジオパーク再認定審
査に向け、関係機関・団体・地域との連携を強化し、
ジオサイトの解説板等の計画的な設置に取り組みます。
環境保全の推進
◇新エネルギー導入促進事業 11,201千円
本市の豊かな自然環境を後世へと引き継いでいくため
に、地球温暖化対策や新エネルギーの導入促進に取り組
みます。平成28年度は、再生可能エネルギーの賦存量
や利用状況等を調査し、今後のエネルギー政策の柱となる
「豊後大野市新エネルギービジョン
（仮称）
」を策定します。

※財政の詳しい内容は、ホームページでも公開しています。
市のホームページ（トップページ）▶分野別 ▶政策・財政・管財・各種計画・人事・その他 ▶財政
22-1001【内線：2424】
（問い合わせ先）財政課 財政係
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子ども医療費助成事業のご案内
豊後大野市では、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上を図るとともに
保護者へ子育て支援をするため、乳幼児から中学生までの医療費を助成しています。

受給資格者証の交付申請
医療費の助成を受けるには、市に登録申請が必要です。登録完了後、
「子ども医療費受給資格者証」
を交付します。出生、就学および転入の際は登録をお願いします。
（申請に必要なもの）

⃝健康保険証
（お子さんの名前が記載されたもの）
⃝印鑑
（スタンプ印不可）
⃝保護者の口座が確認できるもの
（通帳・キャッシュカード）

助成対象および助成方法等
現物給付と償還払いの２つの助成方法があります。
対象者の年齢や助成対象の医療費、受診した医療機関等によって、助成方法や資格者証の使用方
法が異なります。
年

齢

助

成

対

象

助

乳幼児

成

方

法

⃝入 院・通院・歯科・調剤、の一部 現物給付
入院中の食事代および治療用装具の費用は償還払い（注 2）
負担金（保険診療の自己負担額）
⃝入院中の食事代
入 院：現物給付（注 1）
児 童
他 ：償還払い（注 2）
（小学生～中学生） （食事療養費標準負担金）
（注 1）

（未就学児）

現物給付 （注１）
医療機関で毎回、受給資格者証（緑色）と保険証を提示
することにより、窓口での支払いはありません。（医療
機関から市に医療費が請求されます）
【注意】
●入院等で医療費が高額になることが予想される場合
は、「限度額適用認定証」を提示しましょう。自己負
担までの適切な助成ができます。
（問い合わせ先）
市 国 保：市民生活課国保年金係
社会保険：保険証に記載されている各保険者（保険
者名称）
●保険診療対象外の診療費および入院中の食事代などは
別にお支払いいただくことになります。
●県外医療機関での医療費、受給資格者証（緑色）を提示

せず保険証のみ提示し受診した医療費は償還払いとな
ります。

償還払い （注２）
医療機関等で一部負担金（医療費の２割または３割）等
を支払った後、申請書に必要事項を記入のうえ、同月分
をまとめて市に交付申請してください。審査後、助成
額を指定口座に振り込みます。（毎月10日までに申請が
あった分を月末に振り込みします）
【注意】
●申請期間は診療を受けた月の翌月から１年です。
（例）４月受診分は、翌月５月から来年の４月末日まで。
●桃色（児童：通院）の資格者証は医療機関等に提示せず、
市に申請するときに提示してください。

助成の対象とならないもの
保険診療外
（自費分）
や、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の給付対象となる医療費
など。（学校行事・部活動・登下校中のケガなどは、別途学校経由で災害共済給付金の申請をしてください）。

次のようなときは、手続きが必要です
⑴出生、転入、転出したとき
⑵小学１年生になったとき（対象者には切り替え手続きの通知を送付します）
⑶健康保険証が変わったとき
⑷振込口座を変えるとき ⑸氏名、住所、連絡先等が変わったとき
⑹受給資格者証を紛失したとき ⑺生活保護を受けるようになったとき
⑻市外へ転出するとき（市外転出後は受給資格者証を使用できません）

問い合わせ先 社会福祉課 こども支援係

0974 - 22-1001（内線2157）

日頃からかかりつけ医を持ち、診療時間内に受診するようにしましょう。
2016.5
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ケーブルテレビ加入のご案内
豊後大野市ケーブルテレビでは、ケーブルテレビ、市内無料電話、音声告知放送等のサービスを提供しています。

ケーブルテレビ
豊後大野市全域をサービスエリアとして、９チャンネル（自主放送
１ch、大分県内波５ch、福岡波３ch）を提供します。

市民チャンネル

市民チャンネルとは、市が市民の皆さまとつくるチャンネルです。
地域の情報、お知らせ、台風・地震等の防災情報、また議会の一般
質問の中継などを放送しています。

市内無料電話

放送局
NHK 総合（大分）
NHK Eテレ（大分）
OBS 大分放送
TOS テレビ大分
OAB 大分朝日放送
FBS 福岡放送
TVQ TVQ九州放送
TNC テレビ西日本
市民チャンネル

チャンネル
１
２
３
４
５
６
７
８
11

市内無料電話サービスは、市内のケーブルテレビ加入者同士の通話料が無料になるサービスです。
（加入者間同士の通話以外は、ＮＴＴ等の基本料と通話料が必要です。）

音声告知放送
音声お知らせ端末は、市が行政・防災情報をお知らせする目的で設置するものです。

市民の皆さまの費用負担はございません。音声お知らせ端末のみの加入
（加入金工事費不要・加入申込書の提出が必要）もできます。

○市全域の一般放送の放送時間………18時40分～
その他のサービス

※ 地震や火災などの緊急放送等は随時放送。

音声お知らせ端末

上記サービス以外に、
【多チャンネルサービス】【ケーブルインターネット】【ケーブルプラス電話】等の
付加サービスが、大分ケーブルテレコム㈱の提供により受けられます。（有料）
詳しくは、大分ケーブルテレコム㈱までお問い合わせください。

ケーブルテレビをご利用になるには『加入手続き』が必要です。
◆費用負担 加入金：40,000円【法人はプラス50,000円（工事負担金）】基本使用料：毎月1,000円
※基本使用料の徴収は市が委託する収納代行会社 大分ケーブルテレコム株式会社にて行います。

■宅内工事費（市が設置した機器からテレビまでの配線）は『加入者負担
（実費）
』となります。
■音声お知らせ端末のみのご利用については加入金・工事費ともに『無料』です。

※設置工事については、申請から３週間前後の日数を要します。電柱等の許可申請や工事内容により、これ以
上の日数を要する場合がございますのでご了承ください。

申
込
方
法
◆減

１．加入に必要な書類（３種類）は次のとおりです。（市役所及び各支所に備え付けています。）

○加入申込書

○口座振替依頼書

○宅内工事店希望調書

２．各書類に必要事項を記入・押印し、加入金40,000円【法人はプラス50,000円】とともに
市役所または各支所にご提出ください。
○貸家やアパートにお住まいの方は、必ず所有者からの設置の承諾が必要です。
○加入時に【多チャンネル】
【インターネット】
【ケーブルプラス電話】の付加サービスをご
希望された方には、後日改めて大分ケーブルテレコム㈱より申込書等を送付いたします。
免 身体障がい者

（１・２級）
・知的障がい者（A判定）・精神障がい者（１級）を構成員に有する市民
税非課税世帯、満80歳以上の一人暮らしで、かつ市民税非課税者および災害により被害を受
けた世帯については、加入金や使用料の減免制度があります。
詳細については下記までお問い合わせください。

各種お問い合わせ先
○加入申込についてのお問い合わせ ⇒ 豊後大野市ケーブルテレビセンター【情報推進課】 0974-34-3334
○機器の故障や多チャンネル・インターネット等のお問い合わせ ⇒ 大分ケーブルテレコム（株）☎0974-24-5023
5
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移住者を募る新しい制度が始まりました。
豊後大野市では、
人口減少による様々な影響が生じています。
そこで地方創生事業を活用して移住者を募る新しい事業を行います。
項

目

（新）
Ｕターン促進
多世代住宅改修事業

内

容

対象者

Ｕターン者が、豊後大野市にある実家等にＵターンし、住居を改修する際の補助
※三世代以上の同居の場合に限る
※豊後大野市へ転入する20歳以上65歳未満のもの
※施工業者が市内業者の場合に限る

Ｕターン者

金

額

補助上限額
120万円
150万円（小規模集落）
補助率２⁄３

不動産仲介手数料
補助

空き家バンク制度や持家取得助成金制度において不動産に係る契約を 所有者
行った際の手数料についての補助
転入者等

補助上限５万円

空き家成約奨励金

空き家バンク登録物件所有者が、賃貸借契約及び売買契約を行うことに対しての奨励金 所有者

定額10万円

空き家家財道具等
処分補助

空き家バンク登録物件が、賃貸借契約または、売買契約が成立したとき 所有者
に空き家の家財道具を処分する経費の補助
転入者等

補助上限10万円
補助率１⁄２

持家取得助成金

Ｕターン、Ｉターン者が、新築または、住宅購入を行う際の助成金

転入者等

等

市内業者新築：150万円
市外業者新築： 50万円
中 古 購 入： 80万円

※その他小規模集落加算あり

空き家改修補助金

Ｕターン、Ｉターン者が、空き家バンク登録物件に入居し空き家を改修す
転入者等
る際の補助

補助上限額
購入（小規模集落）150万円
購入
120万円
賃貸（小規模集落） 80万円
賃貸
60万円
補助率２⁄３

引越費用補助

空き家バンク制度や持家取得助成金制度を利用して転入する際の引越に
転入者等
係る経費の補助

補助上限20万円
補助率２⁄３

移住奨励金

空き家バンク制度や持家取得助成金制度を利用して転入する際の奨励金

定額10万円（１世帯あたり）

転入者等

詳しい内容については、下記の担当課までお問い合わせください。豊後大野市のホームページでも紹介しています。
※市では空き家バンク事業を行っています。豊後大野市空き家バンクへ登録し、空き家の利用を希望する方への売買や賃貸を考えて
問い合わせ先：まちづくり推進課 地域振興係
みませんか。
0974-22-1001

軽自動車税の減免について
次に該当する軽自動車は、軽自動車税の減免を受け
ることができます。
・障がいのある方が所有する軽自動車
・身体に障がいのある18歳未満の方と生計を
同一にする方が所有する軽自動車
・精神に障がいのある方と生計を同一にする方が
所有する軽自動車
※減免ができるのは、障がい者１
人につき１台ですので、自動車
税（県税）と軽自動車税（市税）の
減免を同時に受けることはでき
ません。
【申請に必要なもの】
１.障 害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳、戦傷病者手帳のいずれか
２.対象となる軽自動車等を運転する方の免許証
３.自動車検査証
  
（125cc以下の原動機付自転車は必要なし）

４.減免を申請する方の印鑑
【申請受付期限】
５月31日
（火）
まで
【申請受付窓口】
本庁税務課及び各支所市民係
【問い合わせ先】
0974–22–1001（内線2104）
税務課民税係

「高齢者向け給付金」のお知らせ
≪年金生活者等支援臨時福祉給付金≫

一億総活躍社会の実現に向け、賃金引
上げの恩恵が及びにくい高齢者の方を支
援し、個人消費の下支えにも資するよう
高齢者向けの給付金を実施します。

の
お早め ！
申請を

対 象 者
平成27年度臨時福祉給付金（6,000円）の給付対
象者のうち、平成29年３月31日までに65歳以上にな
られる方（昭和27年４月１日以前に生まれた方）
給 付 額
１人につき３万円
（１回限り）
申請期間
５月12日
（木）～８月12日
（金）
給付方法・時期
申請された方から順次、指定された口座へ６月よ
り給付します。
申請手続
対象と思われる方には、申請書等を同封してお送
りしますので、申請期間内手続きをお願いします。
申請書には対象と思われる方を印字しておりますの
で、押印・添付書類等不備がないようにしてください。
提出方法
（同封の返信用封筒）
  ⃝窓口
（本庁及び各支所）
⃝郵送
問い合わせ先
社会福祉課 総務監査係

（内線2144,2145）
0974-22-1001
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木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助について
木造住宅の耐震診断補助事業
市では地震に対する住宅の安全性を図るため、
木造住宅の耐震診断を受ける費用の一部を補助し
ます。
大分県が登録した専門家の耐震診断を受け、自
宅の耐震性能を確認しましょう。
登録者については市役所建設課にて閲覧できます。
象 昭和56年５月31日以前に建築された
木造一戸建て住宅（一定の条件を満
たす建築物）
◎補助金額 かかった費用の２/３かつ上限３万円
◎募集戸数 ５戸
◎募集期間 11月30日（水）
まで
◎対

平成28年

経済センサス‒ 活動調査を実施します！
● 平
 成28年６月１日現在で、経済センサス－活動調査
を実施します。
● この調査は、
「統計法」という法律に基づいて実施す
る、基幹統計調査です。
● 支 社等のない事業所には、調査員が直接伺い、調査
票をお配りします。
● 支 社等を有する企業には、国、県及び市が、民間事
業者を通じて本社等に調査票を郵送します。
● 調査票は、平成28年５月末日までにお届けしますの
で、６月１日以降に提出してください。
調査の趣旨・必要性を御理解いただき、
御回答をよろしくお願いいたします。
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）

申し込み・問い合わせ先 建設課 都市計画建築係
0974－22－1001（内線2361）
市内無料電話 9－22－1001（内線2361）

木造住宅の耐震改修補助事業
あなたの家の耐震改修工事の費用の一部を市が
補助します。
◎対

象

昭 和56年５月31日以前に建築され
た木造一戸建て住宅（一定の条件を
満たす建築物）で、耐震診断の結果、
評点が1.0未満であるもの
詳細についてはお問い合わせください。
◎補助金額 かかった費用の２/３かつ上限80万円
◎募集戸数 ５戸
◎募集期間 11月30日（水）
まで

★ 転入女性のための交流会 ★
「あなたのＨＯっとタイム」
新天地での生活は不安がたくさん。
おしゃべりしながら仲間づくりをしませんか。
日 時
場 所
内 容
対 象
材料費
申込み

５月26日（木） 10時～13時
中央公民館調理室（市役所２階）
ピザ作りとおしゃべりタイム
転入女性（転入概ね３年以内の方）
一家族300円
５月19日（木）
※託児あり（無料 ・ 要申込み）
共催

わ

みまもりたい○

問い合わせ ・ 申込み
人権推進同和対策課 男女共同参画係
0974-22-1001 （内2491）
FAX 0974-22-3361
メール d103060@bungo-ohno.jp

ジオパークロゴマークの利用促進について
おおいた豊後大野ジオパークは認定より２年半が過ぎ、来年は認定より
厳しいともいわれる４年に１度の再認定審査が控えています。再認定には
行政だけの力では不足であり、一般市民の皆さんや企業・商店等のご協力
が不可欠となります。２期目を目指したジオパーク活動に、さらなる力を
お貸しください。
また、現在ロゴマークの利用促進を行っています。ジオパークオリジナ
ル商品開発はもちろん、既存商品へのシール付けや自動車のステッカー、
ポスター・チラシ・メニュー表・資料・名刺等に掲示のご協力ができるも
のがあれば、下記窓口にご相談ください。
商工観光課ジオパーク推進室
7
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0974-22-1001（内線2452,2455,2456）

ロゴの詳細：美しい滝と地層をイメージ
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１００歳のお誕生日おめでとうございます
こ

ぎ

く

好きなことを十分させてもらった 板井 幸喜久

さん（緒方町）

３月30日、緒方町馬場の板井幸喜久さんが100歳のお誕生日を迎え
られました。 幸喜久さんは福井県のご出身で、結婚後は御主人の仕
事の都合により上海で生活されていました。 終戦後は御主人の実家
のある同地区に御主人とともに帰郷され、専業主婦として御主人を支
え３人の娘さんを育て上げられました。
３歳の頃から描き始めた絵画は、東京の女子美術大学を卒業後も
続けられ、現在も続けられています。88歳までは県美術協会の会員
で県美展等に出展されていました。現在も町美展や市美展等に出展
されています。100歳になられた感想をお尋ねすると、「年齢がいくつ
になっただとか考えたこともなかった。目標というものも立てたことが
なく、十分好きなことをさせてきてもらった。これからは、この幸運をお分けしていこうと思います」としっかりとし
た口調で答えていただきました。

日本消防協会第68回定例表彰及び
平成27年度消防功労者消防庁長官表彰

受

章

報

告

３月30日、上記表彰を受けられ
た、近藤光文消防団長他４人が、
橋本市長に受章の報告に来庁さ
れました。 受章されました皆さん、
おめでとうございます。 表彰内容
は右のとおりです。〔敬称略〕

日本消防協会第68回定例表彰
特別功労章 団長
近藤光文
功績章
副団長 麻生秀次
平成27年度
消防功労者消防庁長官表彰
永年勤続功労章
副団長 穴見眞児
副団長 河野一秀
副団長 加藤俊範

環境保全型農業推進コンクール 九州農政局長賞受賞
３月15日、九州農政局で開催された九州地域環境保全型農業推進コンクー
ル表彰式において、緒方町天神の有機農業者 森岡雄平さんが、九州農政局長
賞を受賞されました。
森岡さんは神奈川県出身で、大学卒業後４年間、青年海外協力隊に参加し、
タンザニアで稲の試験栽培を行い、その後10年間、静岡県で有機農業に従事
して、平成９年に緒方町にＩターンで入植しました。
豊後大野市と竹田市の有機農業者からなる農業生産組織「むぎわらぼうし」
での農産物販売や消費者との交流、アイガモを使った水稲の無農薬栽培、保育
園における生ごみを使った土づくり、中学生の職場体験の受入など、地域の活
性化に大きく貢献されていることが高く評価され、今回の受賞となりました。

平成27年度

九州地区スポーツ推進委員功労者表彰
１月30、31日に長崎県大村市で行われた第58回九州地区スポーツ推進
委員研究大会において、市スポーツ推進委員の曲敏光さん（三重町）が上
記の表彰を受けました。
曲さんは平成14年に三重町体育指導員に委嘱され、現在まで14年間ス
ポーツの普及・技術の向上に努められ、地域のスポーツ振興にご尽力い
ただいています。今後もご活躍が期待されます。
2016.5
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第６回緑の奨学金贈呈式ならびに奨学生激励会
３月20日、市教育会館にて上記式典が開催されました。この奨学金は平
成23年に市内を中心とした現退職教員の有志により始められ、今年で６年
目になります。
会長より「この大地と太陽の恵みを受け頑張っていこうとする若者を応
援したい。楽しいことばかりではないがやりがいがある。高校生活を充実
して過ごし、将来は農業で頑張ってほしい」と激励があると、奨学生たち
から、
「小さい頃から農業に興味があった。安全安心な野菜を作り、一人
前の農家として自立したい」、「農業の技術や知識を習得し、豊かな水や土
地を利用して農業に取り組みたい」など、今後の決意が述べられました。

「農事組合法人おおそう」設立総会
３月13日、犬飼町下山奥地区に豊後大野市で36
番目となる農事組合法人の設立総会が行われまし
た。組合員は13人です。
下山奥地区は国道326号沿いに位置し、後継者不
足や有害鳥獣の被害の増加が地区の課題になっています。
今回、これらの問題に対応していくために、協議や視察を重ね「農
事組合法人おおそう」を設立することになりました。
阿南和美組合長は「法人が地域の信頼を得られるよう、みんなで力
を合わせ頑張って地域を元気にしたい」と話していました。

平成27年度 後期ジオガイド認定証書交付式
３月16日、市中央公民館にて上記交付式が行われ、おおいた豊後大
野ジオパーク推進協議会長である橋本市長より一人ひとりに認定証書
が手渡されました。
これは毎年行われているジオガイド養成講座で、定期講座15回以上
（年間全18回）を聴講し、かつ特別講座の聴講、さらには最終講座であ
るガイド実践においてガイドを行った方が対象で、今回新たに12人が
認定ジオガイドとなりました。
認定ジオガイドは合計50人となり、今後のジオガイド皆様の活躍が
期待されます。

福祉避難所 指定書交付式

指定書を手にする辛島理事長と市長
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４月14日、介護老人保健施設ニコニコ銘水苑において上記交付式
が開催され、医療法人 ニコニコ診療所 辛島篤吉理事長に市長から
福祉避難所指定書が交付されました。
福祉避難所とは、大規模災害発生時に、一般の避難所では生活に支
障をきたすことが予想される高齢者や障がい者などの何らかの配慮を
必要とする方が避難する二次的な避難所のことです。今回、同法人の
積極的な賛同を得られ、福祉避難所の指定を行うこととなりました。
本市においては、既に６法人19施設が指定されており、今回ニコ
ニコ銘水苑・ニコニコ診療所・にこにこ保育園の３施設を加え７法人
22施設となりました。

ぶんごおおのトピックス

第11回豊後大野市剣道祭
３月20日、千歳中学校体育館で上記大会が開催されました。結果は次のとおりです。
（敬称略）

小学生低学年の部（１・２年生）

中学生男子の部

小学生中学年の部（３・４年生）

中学生女子の部

小学生高学年の部（５・６年生）

一般の部（紅白試合）

優 勝
準優勝
第３位

優 勝
準優勝
第３位

優 勝
準優勝
第３位

後藤 史憲（緒方少剣）
田﨑 璃音（犬飼少剣）
羽田野琥太郎（朝地少剣）
羽田野喜明（朝地少剣）
羽田野俊助（朝地少剣）
吉武 将吾（緒方少剣）
赤峰 拓海（犬飼少剣）
佐藤 優哉（緒方少剣）
豊田
佐田
佐田
兒玉

海翔（剣連大野）
奏太（剣連大野）
柊音（剣連大野）
威龍（緒方少剣）

優 勝
準優勝
第３位

田嶋 祐輔（千歳中）
後藤 優太（緒方中）
大島 拓人（大野中）
田原爽之朗（千歳中）

※リーグ戦により３位１名表彰
優 勝
一宮 陽香（千歳中）
準優勝
豊田 綾菜（大野中）
第３位
大島
楓（大野中）

赤組 ４勝３敗１引き分け
白組 ３勝４敗１引き分け
【赤組勝利】

三重レッドソックスが有終の美を飾る！

第22回豊後大野市学童野球大会
上記大会が３月19日、20日、千歳総合運動公園野球場などで
開催されました。６年生にとっては最後となる大会で10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、
有終の美を飾りました。
また、開会式では平成27年度のベストプレーヤーが表彰され
ました。

【大会結果】
優 勝／三重レッドソックス
準優勝／朝地はやぶさ
３ 位／緒方野球スポーツ少年団、
三重サンライズ
【ベストプレーヤー】（敬称略）
深田 悠真（三重サンライズ）
神品
匠（三重サンライズ）
伊藤 大晃（三重レッドソックス）
朝倉 月輝（朝地はやぶさ）
安藤 音羽（犬飼野球少年団）
浦松 恵吾（千歳野球スポーツ少年団）
矢野
稜（新田ニューボーイズ）
伊東 宏龍（大野ファイターズ）
鞭目 直仁（清川野球スポーツ少年団）
三代 祥貴（緒方野球スポーツ少年団）
衞本 歩樹（百枝若あゆ野球少年団）

第59回三重町さくらロードレース大会
三重町さくらロードレース実行委員会は、平成28年
３月27日に第59回三重町さくらロードレース大会を開
催しました。
桜の木の下、県内外から参加した400人のランナーが
快走、力走を見せました。
大会結果につきましては、市ホームページに記載し
てありますのでご覧ください。

2016.5
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三重陸、優勝報告会

３月９日、三重町陸上クラブが来庁し、第24回大分県スポー
ツ少年団駅伝交流大会の優勝報告が行われました。
大分県タスキリレー大会高学年男子の部優勝、低学年女子
の部優勝、OBS学童駅伝大会男子優勝、大分県スポーツ少年
団交流駅伝大会男子優勝（３連覇）の外、各種大会で好成績を
収めています。久保田教育長（スポーツ少年団本部長）より「毎
年すばらしい成績を報告していただき、うれしく思っていま
す。これからもがんばってください。」とあいさつ。男子キャ
プテンの玉田康誠さんから「これからも陸上でが
んばっていきます。本日はありがとうございまし
た」とお礼の言葉がありました。

緒方町スポーツ振興会テニス教室＆大会
３月21日に緒方町スポーツ振興会主催（主管 緒方テニス
クラブ）で「テニス体験教室」と「会長杯テニス大会」を
絶好のテニス日和の中、教室は子どもから大人まで24人の
参加、大会は10人が参加し、総勢34人参加のもと開催し
ました。
教室は初心者の方もいましたが、最後
には全員がラケットの真ん中で玉を打て
るようになり、来年は大会に出たいとの
声も出て、充実した半日となりました。

上手くなって、来年は大会に出るぞー！

清川町なかよしミニバレーボール大会
３月９日、清川中学校体育館で上記大会が開催されました。
町内外からなかよしグループや職場グループ、若人グループなど14チームが真剣パート、交流パートに分かれ
熱戦を繰り広げた結果、真剣パートでは「あしたこよみ」チームが、交流パートでは「ももたろう」チームが見事
優勝を果たしました。
ナイスプレー、お笑いプレーも多くあり大い
に盛り上がりました。結果は次のとおりです。

【大会結果】
真剣パート優勝
交流パート優勝

あしたこよみ
ももたろう

真剣パート優勝

あしたこよみ

交流パート優勝

平成27年度

ももたろう

すこやか杯ミニバレーボール大会

３月20日、犬飼体育館で上記大会が開催されました。
熱戦を繰り広げた結果、アースチームが見事優勝し
ました。
結果は以下のとおりです。

優勝 アース

11
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2位 犬飼クラブ

3位 下野

みんなで築こう 人権の世紀

時
場

６月１日（水）10時～15時
三重会場 ● 中央公民館（豊後大野市役所２階）
緒方会場 ● 緒方支所２階
朝地会場 ● 朝地支所会議室
千歳会場 ● 千歳公民館
■相談内容 金銭、登記、相続、家庭内や隣近所の問題、借地・借家、

いじめ、名誉毀損、その他の人権問題
※秘密は固く守られます。相談は無料です。
■問合せ先 竹田人権擁護委員協議会（大分地方法務局竹田支局内） 電話 0974–62–2315
■日
■会

市長発

熊本地震対応について

４ 月 日 時 分に 発 生し た 熊 本 県
熊本地方を中心とする最大震度７の地震
発生からの推移についてご報告します。
豊後大野市では清川町で震度４、ほか
の６町は震度３でした。
市では 時 分に災 害 対 策 連 絡 室 を
設置しました。
４月 日１時 分ごろに熊本県熊本地
方を震源とする最大震度７の地震が発生
し、豊後大野市では震度５強の揺れとな
り本市での最大震度を記録しました。た
だちに１ 時 分に 災 害 対 策 本 部 を 設 置
し、 時 分に市内７か所で避難所を開
設し、市民に対して自主避難所開設情報
を流して防災体制の強化を行ないました。
また、深夜から大雨が予想されたこと
から、 時 分には避難準備情報を市内
全域の約１６，
４００世帯、３８，
４００人
に発令するとともに、自主避難所を か
所に拡大しました。その際の最大避難者
数は３５８世帯、５７６人となりました。
翌日の４月 日には天候の回復に伴い、
９時に避難準備情報の解除を行なうとと
もに、自主避難所を７か所としました。
また、市内の自治委員と民生委員、そ
して災害福祉避難所に指定している市内
７つの法 人に情 報 共 有のお願いをしたと
ころです。
この間の主な被害としては住宅被害が
１件、道路被害が６件ありましたが、市
道２件（小原湯ノ迫線、高畑細長線）につ
いては一時 通 行 止めになりましたが、 程
なく復 旧しています。 水 道 施 設について

は緒方町の３簡易水道において濁度が生
じたため、市の給水車にて給水を開始し
ました。その後２施設は復旧しましたが、
中野簡易水道のみ検査結果待ちとなって
います。
４ 月 日 時 分に 熊 本 県 阿 蘇 地 方
を震源とする最大震度５強の地震が発生
し、豊後大野市では清川町で震度４でし
た。これを受けて市内７か所の避難所を
か所に増設し、避難者数は１５４人と
なりました。
また、豊後大野市民病院では被災地の
病院からの要請で人工透析患者７人の受
け入れをしています。 今 後さらに要 援 護
者受け入れの要請があれば、市内の災害
福祉避難所等にもご協力をお願いするこ
ととなります。
また、被災地からの避難による住宅提
供についても現 在のところ市 営 住 宅 戸
を確保しています。
なお、地震の発生から今日まで、多く
の皆さまからお見 舞いやご心 配の声をか
けていただきました。ありがとうござい
ました。特に本市と友好交流都市であり
ます東京都台東区からは、随時被害状況
と 救 援 物 資 等についての問い合わせをい
ただきました。服部征夫区長からも直接
応援の申し出もいただいたところです。こ
の場をお借りして心からお礼申し上げま
す。
私も 日以来庁舎に詰めておりますが、
幸い今のところ大きな被 害がないことに
安どしています。この先どのようになって
いくのかめどは立ちませんが、何とか収
束の方向に向かってほしいと願っています。
不 安な日々が続いていますが、 市 民 全
員で協力しあって乗り切りましょう。
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0974－22－1001（内線2492）
人権推進同和対策係
人権推進同和対策課
問い合わせ先

違いを認め合う心～
未来へつなげよう
相手の気持ち
～考えよう

「人権の世紀」といわれる21世紀に入って既に15年以上が経過しました。
この間、法務省の人権擁護機関及び地方公共団体は、人権尊重思想の普及高揚のため人権擁護活動に積極的
に取り組んできました。
しかし、いまだに、物質的な豊かさの追求に重きを置き、心の豊かさが大切にされない風潮、あるいは、他人への思
いやりの心が希薄で、自己の権利のみを主張する傾向が見受けられ、このような状況が、様々な人権侵害を発生させる
大きな要因の一つとなっています。特に、最近では、いじめや体罰、児童虐待などといった子どもに関する人権問題、イ
ンターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害といった人権問題に加え、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言
動がヘイトスピーチであるとして取り上げられ、差別意識を生じさせかねない言動として、社会的な関心を集めています。
21世紀が「人権の世紀」であることを改めて思い起こし、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、
これを前提として他人の人権にも十分配慮した行動をとることができるよう、相手の気持ちを考えることの大切さをもって、
違いを認め合う心を育み、これを未来へつなげていきましょう。

「人権特設なんでも相談所」開設のお知らせ
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みんなの力でまちを元気に！

「ぶんごおおの 未来カフェ」第 2 章始動
〜まちづくりの仲間を募集します〜

「ぶんごおおの未来カフェ」は、ＪＲ三重町駅周辺のまちづくりを市民が協働して検討・提案し、実践
を試みることと、活動の仲間づくりを目的に、平成 26 年に世代や立場を超えて気軽に話し合える場とし
て立ち上げられたものです。これまで、13 回のワークショップと社会実験（昨年11月）
「まちを元気に
プロジェクト（三重町駅前通り歩行者天国等）
」を経て、28 年３月に「ぶんごおおの未来まちづくり構想（以
下、
「未来まち構想」
）
」を市長に提案しました。
今年度は、昨年に引き続き「まちを元気にプロジェクト」を開催するなど実践的まちづくりを展開・発
展させるとともに、
「未来まち構想」の中より、駅前広場や駅、自由通路、駅へのアクセス道路、駅前通
りなど主要施設とその活用方策について具体的な検討をおこないます。
また、現在、活動をしている方、今後継続的に展開したい方、活動のための組織・ネットワークづくり、
企画・戦略づくりをしませんか？そのモデル・プロジェクトも募集します。

【募集内容】
◆募集人員
◆募集期間
◆対
象
◆期間・回数
◆応募方法

50名程度 ＊応募者多数の場合は、選考させて頂く場合があります。
５月27日
（金）
まで
まちづくり活動に理解と協力が頂ける方で、以下の会議・活動に参加できる方。
平成28年６月～平成29年３月 概ね８回程度 土曜 or 日曜の13時～16時30分
（予定）

（kentiku@bungo-ohno.jp）または
所定の応募用紙に必要事項を記入し、メール
FAX等でご応募ください。
※応募用紙は、建設課都市計画建築係または、各支所に用意しています。ホームページか
らもダウンロードできます。また、
「ぶんごおおの未来まちづくり構想」は、建設課にて
閲覧できます。

問い合わせ先

建設課 都市計画建築係

き だん

０９７４ ４ｰ２ ４ｰ１４１

前の覆屋

2016.5
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「菅尾磨崖仏」
平成の修理

文化財係

23

ふるさと
歴史探訪

おおいや

むなふだ

社会教育課

三重町浅瀬にある「菅尾磨崖仏」は、平成 年から平成 年の３月まで、
大掛かりな修理工事を行っていました。（４月から拝観が可能になっていま
す。）
修理工事といっても磨崖仏本体の工事ではなく、磨崖仏を守るためにあ
る覆屋の架け替えや、拝観所と呼ばれる平場の整備が中心です。磨崖仏本
体は、表面に貼りついた藻類と呼ばれる植物を取り除く作業を行いました。
今回、覆屋を架け替えるにあたり、いくつかの発見があったので、みな
さんに紹介したいと思います。
ま ず 一 つ め は、 覆 屋 の 歴 史 で す。 新 し い 今 の 覆 屋 が で き る 前 の 覆 屋 は、
昭和 年に造られたものでした。このことは、「前の覆屋」に貼ってあった
棟札からわかったことです。棟札には当時の三重町長や、地区の役員や工
事関係者の名前も入っていました。そして、覆屋がのる基壇をつくるため、
地元の人が川原石を協力して運び上げたという当時のエピソードも聞くこ
とができました。
二つめは、大正時代に京都大学が研究した報告書に掲載された写真から
「前の前の覆屋」があることがわかりました。そしてこの「前の前の覆屋」が、
「前の覆屋」や「今の覆屋」のような、基礎の上に建っているのではなく、掘っ
建て柱の建物であったこと
がわかりました。
「今の覆屋」建設の事前調
査として基壇内部の発掘調
査 を 行 っ た と こ ろ、 基 壇 の
下、 つ ま り 基 壇 が 造 り あ げ
られた地面のさらに下から、
柱穴の跡をたくさん確認す
ることができたのです。
（つづく）

問い合わせ先

35

今の覆屋
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0974-22-1001（内線2363） FAX 0974-22-1426

集団健診
（特定健診・各種がん検診）が始まります。
『健康寿命』（日常生活に制限のない期間）を伸ばすに
は、若い頃からの健康管理が鍵ですが、豊後大野市国民
健康保険加入の40歳代では、４人に１人、50歳代では３
人に１人しか特定健診を受診していません。まずは年に１
回、健康診断をうけることから、健康づくりを始めましょう。

健康スケジュール

※18歳以上39歳以下の方も、無料で基本健診が受けられます。

☆精神保健相談日☆

●地域巡回健診
【三重町】5月23日～11月15日の間の、15日間
【清川町】8月28日・8月29日・9月15日の3日間
【緒方町】7月 6日～7月13日の間の、6日間
【朝地町】6月23日・6月24日・6月26日の3日間
【大野町】6月13日～6月19日の間の、5日間
【千歳町】7月 1日・7月3日の2日間
【犬飼町】9月 1日・9月2日・9月4日の3日間
※各町の健診日程・内容等を記載したチラシは、
健診の約1か月前に全戸配布します。
●レディース健診は、8月20日
（土）、10月19日
（水）、
12月17日（土）、平成29年2月5日（日）を予定し
ています。市報でお知らせします。

日 時 ５月26日（木） 14時～16時
場 所 豊肥保健所（豊後大野市三重町市場934–2）

対象者 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相談をしたい方
＊要事前予約：0974－22－0162 保健師まで

★今年度の【がん検診無料クーポン券】の対象は下記の方です。

子宮頚がん検診 昭和60年４月２日～昭和61年４月１日生まれ
乳がん検診
昭和50年４月２日～昭和51年４月１日生まれ
対象となる方へは、無料クーポン券を５月上旬にご自宅へ
郵送します。
【問い合わせ先】市民生活課 健康推進室 保健師
22ｰ1001（内線2138・2140）

サ ロン

ぴぉ～ね

ん患者さんやご家族・サポーターの交
流会
地域が
肥
）
（豊

♪
「出かけてみませんか？」♪

がん体験を分かち合い、お互いに励まし合える、そんな
場ができました。体験者とその家族ならではの気持ちを受
け入れてもらえる場です。どこに住んでいても、どこの病
院にかかっていても参加できます。病気の話だけでなく趣
味や日常の話もでき、ホッとできる場です！

《年間の開催予定》
開 催 日
平成28年 ５月15日（日）
平成28年 ７月 ３日（日）
平成28年 ９月 ４日（日）
平成28年11月13日（日）
平成29年 １月15日（日）
平成29年 ３月 ５日（日）

場 所
豊肥保健所
大久保病院
豊肥保健所
大久保病院
豊肥保健所
大久保病院

時 間
10時～12時
10時～12時
10時～12時
10時～12時
10時～12時
10時～12時

豊肥保健所 １階会議室（豊後大野市三重町市場934-2）
大久保病院 ３階ホール（竹田市久住町大字栢木6020-1）

★お待ちしています★

参加希望の方は事前にご連絡ください。
当日の参加も受け付けております。
《問い合わせ先》
豊肥保健所 地域保健課 三浦 電話 0974（22）0162

☆ひまわり会☆
アルコール依存症に悩むご家族の方の会です。
日 時 ５月１日（日）/６月５日（日）
９時30分～11時30分
場 所 中央公民館応接室（市役所２階）

☆パパママひろば（両親学級）☆
日
場
内

時 ６月８日（水） 受付9時30分～9時50分
所 市役所1階 保健センター
容 お産の経過と呼吸法、妊娠中の栄養と口腔

ケアなど
講 師 助産師、栄養士、歯科衛生士
対 象 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 ５月19日（木） 受付９時30分～10時00分
場 所 市役所１階 保健センター
内 容 離乳食と歯の手入れ
対象児 ４～５か月の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、ちょっとした子育て
に関する疑問等なんでもご相談ください。
実施日
時 間
５月 ６日
（金）10時～12時
５月12日
（木）10時30分～11時30分
５月18日
（水）10時～11時
５月25日
（水）10時30分～11時30分

☆幼児健診☆
健診内容
日
時
対 象 児
会

場

会 場
朝地旧母子センター
千歳保健センター
緒方保育所内子育て支援センター
三重ふれあい児童館
○受付時間：12時50分～
13時20分

１歳６か月児健診
３歳６か月児健診
５月26日
（木）
５月18日（水）
H26年９月１日～
Ｈ24年10月１日～
９月30日生まれ
10月31日生まれ
市役所・保健センター

〔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。

市民生活課

健康推進室

0974-22-1001
2016.5
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食生活改善指導者講習会受講生募集のお知らせ！
栄養の基本や生活習慣病予防等、食生活に関する講習会を６月より毎月１回（計10回）開催します。毎回
参加できる方を募集します。
講習会終了後は、食生活改善推進協議会に入会をし、ボランティア活動をしていただきます。
◆募
◆日

集

数
時

（募集人数に達した場合は締切ます）
25名
基本の時間は９時30分～13時
6月21日
（火）・ 7月27日（水）・８月30日（火）・９月28日（水）・10月25日（火）
11月15日（火）・12月14日（水）・１月25日（水）・２月21日（火）・ 3月15日（水）
市役所１階保健センター
健康についての学習・調理実習
無料
（調理実習の時は材料代を徴収します）
６月14日（火）まで
0974ｰ22ｰ1001（内線2182）栄養士または保健師まで
市民生活課健康推進係

◆場
所
◆内
容
◆受 講 料
◆ 申し込み期限
◆ 申し込み先

第23回高齢者のよい歯の

コンクール

あなたの町の
担当保健師です。
よろしくお願いします。
４月より、全保健師が本庁に配置されま
した。これからも従来どおり保健師が各町
を担当し、地域に出向いて健診や教室等の
健康づくり業務を行っていきます。
名

主担当保健師氏名
さ とう

三重町

佐藤

とも え

か

智恵・甲斐

しょう じ

なお み

あ そう

庄司

ひろ み

弘美
ち

か

直美・麻生 千佳

ほり

え

り

清川町

堀

緒方町

畑

朝地町

志賀

大野町

楢木野

千歳町

河面

かわ も

文

犬飼町

朝見

あさ み

由佳

こ

恵理子

はた

し

い

りょう こ

良子

が

なら ぎ

ゆ

み

由美
の

めぐみ
あや

ゆ

か

連絡先：市民生活課健康推進室
０９７４－２２－１００１
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健康で活力のある人生を送るため、80歳で20本自分の歯
を保つこと【8020】は食べ物の咀嚼を容易にするとともに、
健康の保持増進と、生活の質の向上にとても重要です。今回、
高齢者で口腔の健康づくりに取り組んできた方で以下の方を
募集します。
また、市では独自に60歳で28本の歯を保つ【6028】コン
クールも合わせて開催します。年に１度のこのコンクールに
ぜひ参加してみてください。
そしゃく

地域の皆さま、

町

参加者募集

【対 象 者】
8020：平成28年３月31日現在で満80歳以上（昭和11
年３月31日以前に生まれた方）で自分の歯を20
本以上保持している方。
（これまでのコンクー
ルで県表彰された方は除きます。
）

6028：満60歳以上（昭和31年３月31日以前に生まれ
た方）で自分の歯を28本以上保持している方
※6028のコンクールには歯科医院の推薦が必
要になります。市内の歯科医院を受診し、本コン
クールに申し込みをしたい旨を伝えてください。
※市
 の選考会の日程については応募いただいた方に別途連絡します。
※8
 020において市の選考会で優良とされた者は、県審査に推薦い
たします。

応募締め切り

５月13日（金）

（申し込み先・問い合わせ先）
市民生活課 健康推進室
0974-22-1001（内線2139）
まで

「おはなしひろば」始まります！

平成28年 5月

５月より、第２土曜日の11時から幼児を対象としたおは
なし会を行います。どなたでも参加できますが、内容は３
～６歳くらいが対象です。
絵本の読み聞かせなどで楽しい時間を過ごしませんか？

図書館カレンダー

豊後大野市図書館
0974-22-7733

５月14日（土）※毎月第２土曜日
時
場
対

間：11時～12時
所：図書館研修室
象：３～６歳くらいの子ども・保護者
事前申込不要です。親子で、
おじいちゃ
んやおばあちゃんと一緒に、また、お友
だちを誘って、ぜひご参加ください！

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

←検索はこちらから！
（携帯サイト）

移動図書館

赤ちゃんのためのおはなし会

にじいろ号 が 走ります！
にじいろ号は、
市内の７町を虹色
にイメージして
つけられました。

５月28日（土）

絵本とわらべうた
０歳
10時30分～
１･２歳 11時 ５分～
わらべうたには育児を楽しむヒントが隠され
ています。赤ちゃんと一緒にわらべうたを歌っ
たり、絵本を見たりして楽しみませんか？
★事前申込不要 ★きょうだい参加ＯＫ
★動きやすい服装でご参加ください
★年４回開催予定

買い替えのため巡回を休止していました移動図書館が、
５月より巡回を再開します。
貸出カードは図書館が作成しお預かりしていますので、
皆さんどうぞ借りに来てくださいね。

わらべうたに興味のある方、ボランティアで一緒に
わらべうたを覚えて赤ちゃんたちと楽しみませんか？
ぜひ見学においでください。

ふれあいコーナー
す

み

■は休館日です

５月

５月巡回予定表
日

巡回ステーション 巡回時間

17日 ひがしこども園
（火）東幼稚園
どんぐり幼稚園
三重東小学校
19日 すがおこども園
（木）菅尾小学校
朝地小学校
24日 ももえだこども園
（火）百枝小学校
清川小学校
26日 大野小学校
（木）おおのさくら幼稚園

隆起絵

こ

足立朱美子さん（犬飼町）
イラストレーターや画家として活動している
足立さん。今回展示していただいたのは、日
本古来の技法を使い独自の手法で描く隆起
絵です。絵が盛り上がって描かれています。
とても珍しいので、ぜひ見に来てくださいね。

日

巡回ステーション

  9：30 18日 通山幼稚園
10：00 （水）いぬかいこども園
千歳保育園
10：40
新田小学校・新田幼稚園
12：50
  9：15 20日 緒方保育園
10：15 （金）緒方小学校
12：55 25日 あさじルンビニこども園
  9：30 （水）おおのルンビニこども園
千歳小学校
10：10
千歳幼稚園
12：50
12：55 27日 三重幼稚園
13：30 （金）犬飼小学校

巡回時間

  9：10
  9：45
10：30
12：45
  9：20
12：50
  9：15
10：20
12：50
12：50
  9：20
12：40

新刊案内

朝井まかて

鼠、地獄を巡る

眩（くらら）

天野純希

赤川次郎

宇江佐真理

荻原浩

加藤幸子

下村敦史

東郷隆

原田マハ

村山由佳

川上未映子

佐藤初女

イヒョンソ

枻出版社

倉山満

右馬埜節子

幕末！疾風伝

擬宝珠のある橋
髪結い伊三次捕物余話

海の見える理髪店

十三匹の犬

真実の檻

真説真田名刀伝

暗幕のゲルニカ

ワンダフル・ワールド

おめかしの引力

いのちをむすぶ

７つの名前を持つ少女
ある脱北者の物語

地獄と極楽浄土
至宝の絵図で解き明かす！

日本史の英雄

認知症の人がスッと
落ち着く言葉かけ

一宮茂子

ＮＨＫ出版

移植と家族
生体肝移植ドナーのその後

日陰をいかす美しい庭

江利川春雄

ＮＨＫ出版

英語と日本軍
知られざる外国語教育史

おいしくできる！トマト
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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
千
犬

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

自治公民館の建築や改修に補助があります
各地区で自治公民館の新築、増改築及び補修を行う場合、経費の一部を補助する制度があります。予算に限りが
ありますので新築等を計画されている場合はお早めに中央公民館、または各町の公民館にご相談ください。
●補 助 金：事業費の100分の20に相当する額（ただし、新築の場合の上限は300万円とし、改築、増築及び
補修の場合の上限は100万円）
●対象経費：建築物に係る費用（ただし、用地取得費、設計料、造成費及び附帯設備に係る費用を除いたもの）
●そ の 他：①増改築及び補修については、事業費が50万円以上のものを対象としています。
②コミュニティセンター助成事業など他の補助金を受ける場合、事業費から当該補助金等の額
を控除した額を交付対象経費としています。

子どもたちの体験や学びをサポート！ ～放課後チャレンジ事業～

楽しく大正琴を
習ったよ♪

市では小学校区単位に校区コーディネーター（三重地区以外は地域コーディネー
ター）を配置し、地域の方々のご協力のもと、子どもたちの体験活動や学びをサポー
トする「放課後チャレンジ事業」を開催します。
小学校1年生から6年生までの希望者を対象に、放課後や土曜日などを利用して、
学校や公民館等で「おもしろ科学体験」や「竹を使った工作」
「郷土料理づくり」
、
「昔
、
の遊び」
、スポーツなどの体験活動や宿題の見守りなどを実施。地域の方々とのふれ
あいを通じて、子どもたちの安心・安全な居場所づくりを目指しています。
詳しくは各小学校でプリントが配布されますのでご覧ください。
（三重地区は配布済）
（三重地区）

地域コーディネーター
清川公民館
緒方公民館
朝地公民館
大野公民館
千歳公民館
犬飼公民館

校区コーディネーター

羽田野恭子さん
麻生 綾子さん
森下 郁代さん
阿南 益郎さん
清松 誠治さん
羽田野光江さん

地域コーディネーターの
みなさん

校区コーディネーターの
みなさん

新田小学校区
三重第一小学校区
百枝小学校区
三重東小学校区
菅尾小学校区

安部幸代さん
深田幹男さん
羽田賢一さん
赤嶺照明さん
髙橋廣貴さん

「付加年金」をご存知ですか
付加年金額＝200円×付加保険料納付月数
加入できるのは、国民年金の第１号被保険者の方だけです
（65歳未満の任意加入被保険者を含む）
。
国民年金基金に加入されている方は、国民年金基金が付加年金を取り入れた制度となっているた
め、同時に加入することはできません。また、保険料を免除されている方も対象とはなりません。
加入の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
５月10日
（火） 市隣保館
（大野町） ５月12日（木） 市商工会（三重町）
５月18日
（水） 竹田市総合社会福祉センター
相談時間：10時～14時30分
※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付けています。

問い合わせ先：市民生活課
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国 保 年 金 係
0974-22-1001（内線2129）
大分年金事務所 ℡097-552-1211

年金係からのお知らせ

付加年金は、老後により高い年金を受けたいと考えている方が、毎月の保険料のほかに付加保険
料として月額400円を上乗せして納めることにより、老齢基礎年金に加算されます。

ご利用ください 無料相談会
◆日

時

5月18日（水）13時～16時
毎月第3水曜日
（大分市城崎町1-2-3
◆場
所 大
 分県行政書士会
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・不動産関連の行政手続き・自
動車の登録・各種許認可申請・その他
問大分県行政書士会事務局
097-535-0622
☎097-537-7089

5月の認知症相談日のお知らせ
認知症に関する心配ごとや困りごとについて、ご本
人やご家族・関係者からのご相談に相談員が応じます。
お気軽にお問い合わせください。
日 時：5月11日（水）10時～12時
5月16日（月）10時～12時
5月20日（金）14時～16時
場 所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
問高齢者福祉課 地域包括支援係
☎0974-22-1001（内線2175）
問豊後大野市地域包括支援センター
☎0974-22-0505
問地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
☎0974-22-8181（水・土のみ）

ホームスタート
ボランティア養成講座のお知らせ
豊後大野市とみえまち子育て支援センターやしの実
ひろばでは、子育て支援の一環として「訪問型子育
て支援 ホームスタート」の活動を行っています。
就学前までのお子さんのいる家庭に訪問型子育て
支援をするボランティア（ホームビジター）を育成する
ための研修を開催します。
ホームスタートに興味があり、全講座8回の全日程
に参加出来る方を募集します。受講料は無料です。
◆対 象 者
子育て支援に興味があり、子育て経験がある方
◆実施期間 6月22日（水）～
8月12日（金）
の間の8日間（全8回）
◆場
所 市役所本庁舎 会議室
申・問ホームスタートやしの実事務局
☎0974-22-3003
申・問すがおこども園 ☎0974-22-6454

今年度の自動車税の納期限は、5月
31日
（火）
です。忘れずに納めましょう。
●自 動車税は、4月1日現在の登録上の所有者（割
賦販売の場合は使用者）
に課税されます。
●納
 付が納期限を過ぎた場合は、延滞金が加算されます。
※納税についてのご相談は下記までお願いします。
問大分県豊後大野県税事務所 ☎0974-22-7501

講習会のお知らせ
安全衛生推進者養成講習を下記日程で開催します。
日

時

6月29日（水）
  8時50分～17時
6月30日（木）
  8時50分～12時
場 所 豊後大野市役所2階（中央公民館）
受講料 10800円とテキスト代1296円
申 〒879-7131
豊後大野市三重町市場1280
（一社）大分県労働基準協会
豊後大野支部
☎0974-26-4115
0974-26-4146

平成28年度銃砲刀剣類登録
審査会のお知らせ
銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませ
んが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、
美術品もしくは骨董品として価値のある物品は、大分
県教育委員会で登録することにより所持することがで
きます。
また、新たに銃砲刀剣類を発見した場合、発見地
を管轄する警察署へ銃砲刀剣類発見届出書を提出し
なければなりません。所持を希望しない場合は、そ
の旨を申し出て「任意提出」の手続きをして処分して
もらいますが、所持を希望する場合は大分県教育委
員会で登録審査を受け、銃砲刀剣類登録証（法第15
条）の交付を受けなければ所持できません。平成28
年度は以下の日程で行われますのでお知らせします。
◦時 間
◦審査日

13時～17時（受付は16時30分まで）
5月11日（水）、 7月13日（水）、
9月14日（水）、11月  9日（水）、
1月11日（水）、 3月  8日（水）
◦場 所 大分県庁舎別館8階 84会議室
問大分県教育庁文化課  ☎097-506-5498

検察審査会にご相談を！
「交通事故、詐欺などの被害にあって、警察や検
察庁に訴えたが、検察官がその事件を裁判にかけて
くれない」このような不満をお持ちの方は、検察審
査会にお気軽にご相談ください。相談は無料ですし、
秘密は固く守られます。
問大分検察審査会事務局 ☎097-532-7161
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5月は「赤十字運動月間」です。
○日赤の活動資金にご協力ください。
みなさんからご協力いただいた資金は、国内外の
災害救護活動や災害用資機材の整備などに活用され
ます。ぜひご協力をお願いします。
また、日本赤十字社では、毎年、
「九州八県赤十
字大会」を開催し赤十字事業に功績のあった個人や
団体を表彰しています。今年は11月中旬に熊本県熊
本市にて開催される予定です。本大会にて有功章等
を受章されます方を募集していますので、ご協力をお
願いします。
参考 日本赤十字社への寄付に対する主な表彰制度
種 類
表彰基準額
銀色有功章 20万円以上50万円未満
金色有功章

50万円以上

有功章募集期間：平成28年7月29日（金）
まで

○平成28年熊本地震災害義援金の受付について
受付場所：本庁社会福祉課及び各支所
受付期間：平成28年6月30日（木）
まで

○東日本大震災義援金の受付期間延長について
日本赤十字社では、東日本大震災義援金の受付期
間を平成29年3月31日まで延長します。今後もイベント
時の募金活動等皆さまのご協力をお願いいたします。
問日本赤十字社豊後大野市地区
（社会福祉課 総務監査係内）及び各支所
0974-22-1001（内線2144）

○「赤十字体験パーク」を開催します
赤十字の活動を知り、身近に感じていただくため
のイベントが開催されます。お子さんから大人まで赤
十字の活動を楽しく体験できるコーナーやステージ企
画、スタンプラリー等でお楽しみいただけます。
日時：5月14日
（土）
10時30分～15時30分（少雨決行）
場所：トキハわさだタウン フェスタ広場（大分市）
問日本赤十字社大分県支部 ☎097-534-2237

ＨＩ
Ｖ検査
6月1日（水）～6月7日（火）は「HIV（エイズ）検査
普及週間」です。
この週間に合わせてHIV夜間検査を６月７日（火）に
実施します。
HIV
（エイズ）
は誰もがかかる可能性のある、
身近な病気です。予防のためにも検査を受けましょう。

HIV夜間検査について
日 時：6月7日
（火）17時～19時
場 所：豊肥保健所
・無料、匿名で受けることができます。
・検査にかかる時間は１時間程度です。
・事前予約制ですので、検査を希望され
る方は、前日（6日）までに下記までお
問い合わせください。当日の予約はできません。
問・予 ：☎0974-22-0162（代）
豊肥保健所  地域保健課  保健師
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国税だより 確定申告が間違っていたとき
確定申告書を提出した後で、計算誤りなど申告し
た内容に間違いがあることに気付いた場合には、
「更
正の請求」や「修正申告」を行い、税額を訂正して
ください。
また、確定申告をしなければならないのに、確定
申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申
告するようにしてください。
詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp又は
国税庁   検 索 ）をご覧いただくか、最寄りの税務署に
お尋ねください。
問三重税務署（☎0974-22-1015）※自動音声案内

大分県交通事故相談（無料）
被害者・加害者・人身事故・物損事故、何でも
相談してください。電話はもちろん、面接相談も受け
付けています。
◆相談日／平日（土・日・祝日を除く）
8時30分～12時、13時～17時15分
※面接時間は、9時～12時、13時～16時です。
◆場 所／大分県庁 別館５階
問大分県生活環境部 生活環境企画課
交通事故相談所 ☎097-506-2166

自死遺族のつどい
ご遺族の心のケアを目的として、つどいを開催しま
す。参加を希望される方はお申し込みください。
●対 象 大切な方を、自死で亡くされたご遺族
●日 時 6月2日（木）
14時～16時（受付13時30分～）
●場 所 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）
●内 容 参加者の気持ちの分かち合いをします。
●参加料 無料（事前に申込が必要）
●申込締切日 5月25日（水）
申・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）

里親になりませんか
里親とは、様々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族の一員として迎え、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
健やかに育ててくださる方のことです。
養育をお願いする期間は数日から数年間まで様々です。
県では、広く里親を募集しています。以下の日程で
里親募集説明会を開催しますので、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 5月25日（水）10時～12時
場 所 市役所 102会議室
参加費 無料（申込み不要です）
問大分県中央児童相談所
☎097-544-2016 里親担当

くらし・行政なんでも相談所の開設

～その困りごと、
相談してみませんか！～

「土地の名義変更手続はどうすれば？」
、
「相続税のしくみってどう変わったの？」
、
「相続の手続はどのよう
に進めたらいい？」、
「年金受給中に働き始めたらどうなるの？」
、
「この困りごとをどこに相談したらいいの？」
など、暮らしの中で困っていることはありませんか？
相談には、市や国、県の行政機関の担当者のほか、弁護士・司法書士・税理士等が対応します。
【秘密厳守・
相談無料・予約不要】（※申込多数の場合は、他の相談日等をご案内することもあります。
）
１日
時：５月12日（木）
午前９時～12時（受付は11時45分まで）
２場
所：豊後大野市役所 ２階 中央公民館
３ 相  談  担  当：年金事務所、大分県豊後大野土木事務所、豊後大野市、弁護士、
司法書士、税理士、行政相談委員、行政評価事務所
４ 問い合わせ先：総務省大分行政評価事務所 行政相談課
（☎097-532-3715）

地球温暖化防止に努めましょう！（家庭でできる取組91）
私たちの生活を見直し、少しでも温室効果ガス（CO₂）の排出を減らすために、家庭でできる取組を紹介
します。温暖化防止のためにできることから始めてみましょう。

緑のカーテンで「エコ『花』ライフ」
夏の強い日射しに備えて「緑のカーテン」の植付けを始めてみませんか。
「緑のカーテン」は、
つる性の植物
（ア
サガオ、ゴーヤ、ヘチマなど）をネットなどにはわせて、窓の外や外壁を覆ってつくる「生きた植物のカーテン」
です。日陰をつくるだけでなく、植物の葉の蒸散作用によって周辺の気温も下げてくれることから、打ち水を
したような涼やかな風を窓辺で楽しむことができます。生きた植物ですので、水やりが肝心です。特に鉢植え
で設置される場合は、水切れし易いので梅雨明け後からは、朝・昼・夕の水やりをお薦めします。今年も市役
所では、本庁舎（裏手駐車場側）に緑のカーテンを設置して、夏季の冷房使用料金の削減に努めます。
大分県では「緑のカーテンフォトコンテスト」を実施します。緑のカーテンができたら、写真を撮ってフォ
トコンテストに応募しましょう！ 詳しくは大分県うつくし作戦推進課のＨＰをご覧ください。
（http://www.pref.oita.jp/site/gomi0/photocon.html）
身近なことからCO₂削減。マイバッグを利用しましょう！
問い合わせ先／環境衛生課 環境係
0974-22-1001（内線2303・2304）

豊後大野市チャレンジデー2016 5月25日 開催
健康な体づくりに適度な運動はかかせません。日常に運動を取り入れるきっかけづくりのこの事業、今年は５月
25日に開催されます。
さあ、みんなで15分以上の運動をして今年も勝利と参加率52％をめざしましょう！
チャレンジデーは住民のみなさんに参加いただくスポーツ
イベントです。みなさんの報告で勝敗が決まります。
今年の対戦
相手は長野県
東御市です
強敵です！

今年も
ワールド
チャレンジ
にも挑戦！

ワールドチャ
レンジ対戦相
手はマルーシ
（ギリシャ）

たくさんの
イベントが
あります

運動参加
報告が
大事です

報告は当日
午後９時まで

（過ぎるとカウント
できません）

いつでも、
市内どこでも、
誰でも参加
できます

みなさんの
参加報告で
今年も勝利を！

対戦に勝ったらいいことあるの？
●みなさんがスポーツで元気に健康に！
これを機会にスポーツを続けて心も体も健
康に！継続は力なりです。
●豊後大野市が勝利したら、東御市のメイン
ポールに豊後大野市の旗が掲揚されます！

あなたの けんこう
あなた じしんで

問い合わせ先
社会教育課 スポーツ推進係
0974-22-1001（内線2222）
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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下記の要領で募集します。
なお、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。
■市営住宅
・東営住宅：３戸
・菅尾住宅：１戸
・もみじケ丘住宅：１戸

（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）

・柳井田住宅：２戸
・川北第二住宅：１戸（単身入居可能）
・東営住宅：１戸
・朝地住宅：１戸
・妙見第一住宅：１戸
■特定公共賃貸住宅
・牧口住宅：１戸
・百合丘住宅：１戸
・さわやか団地千歳：２戸
■市営住宅
（随時募集）
上記とは別の物件を随時募集しています。
・向田住宅：１戸
・柳井田住宅：１戸
・黒峰住宅：１戸
・中原住宅：１戸
・壱丁田住宅：１戸
・上津尾住宅：１戸
・久原住宅：３戸

■申込資格
・現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
（持ち家がないこと）
・市税等の滞納がないこと（介護保険料、上下水道料、保育料、給
食費等も含む）
・入居者・同居する親族が、暴力団員でないこと
・市営住宅については世帯全員の合計所得が月額15万８千円以下で
あること
・特定公共賃貸住宅、まちづくり促進住宅については世帯全員の合
計所得が月額15万８千円を超え48万７千円以下であること
・単身入居可能などの指定がある場合を除き、同居する親族（婚約
者を含む）
がいること
■申込方法
・豊後大野市営住宅管理センター（本庁建設課内）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
５月２日
（月）
～５月13日
（金）
※土・日・祝日は除く、８時30分～17時00分
■抽
選
５月16日
（月）13時30分～ 豊後大野市役所 ３階 302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）
２名必要です。
■次回は８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
（http://www.oita-jkk.jp/）
で詳細を公開しています。

特公賃・まちづくり促進住宅
・そよかぜ田園住宅：１戸
・フォレスタおがた：２戸

求人情報

問い合わせ先
豊後大野市営住宅管理センター
（本庁建設課内）

☎ 0974－24－0366

ハローワーク豊後大野

（4月18日 現在）

①店内販売員（豊後大野市）15万円～23万円 ②歯科衛生士（豊後大野市）16万円～17万円 ③医療事務（豊後大野市）12万円～
20万円 ④製造作業員（豊後大野市）12万円 ⑤林業作業員
（豊後大野市）17万円～22万円 ⑥交通警備員
（豊後大野市）13万円～
14万円 ⑦大型ダンプ運転手（豊後大野市）21万円～30万円 ⑧正・准看護師（豊後大野市）16万円～24万円 ⑨調理師（豊後大
野市）13万円～14万円 ⑩介護福祉士（豊後大野市）14万円～16万円 ⑪清掃係
（パート・豊後大野市）720円～800円 ⑫保育士
助手（パート・豊後大野市）750円 ⑬パック詰め作業員（パート・豊後大野市）700円 ⑭生活支援員（パート・豊後大野市）700
円～750円 ⑮送迎運転手（パート・豊後大野市）750円～800円
※平成１９年１０月１日から雇用対策法が改正され、求人募集における年齢制限が原則禁止されました。
応募にはハローワークの紹介状が必要となります。お気軽におたずねください。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/

平成28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 15,420 円（月額）
1枠 5,140 円（月額）
1台 5,140 円（月額）
1枠 5,140 円（月額）
包装紙1枚 0.514 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 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４回、４人の外国人講師）。
書き方（硬筆）・ヒップホップのダンス 。
休日は保育園に準ずる。
月曜日〜土曜日（7時〜19時）
水曜日に園を開放・詳しくは☎097-578-0149
なお、外国人講師による英会話教室を開いています。
費用は月5,000円（小学生対象）
広告

神楽会館一般公演

みん

・日
時 ５月15日（日）
・開場時間 12時 ・公演時間 13時～16時
・場
所 豊後大野市神楽会館
・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 岡倉神楽社、上田原伝統芸能保存会
・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

アルテヴィーヴァコンサート

エイトピアおおの大ホール

お誕生
おめでとう
「進・真亜沙（下自在）
」

●中村光梨子（ ひかりこ）

こうのすけ）

「晃宏・真弓（下野）
」

【朝地】
●山口幸之助（

「政道・美紀（大野町町）」

大和（やまと）

「右輝・佳代（佐代）
」

●釘宮

璃夢（りむ）

【大野】
●後藤 直樹（なおき）

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。

《３月中届出・
「 」内は保護者敬称略》

「康将・絵理奈（浅水）」

【三重】
●有田 優月（ゆづき）

翔磨（とうま）

「博樹・文恵（浅水）
」

旬一（ しゅんいち） ●長峰

●首藤
要（
●森田
實（
●成水 隆二（
●後藤 至弘（
●土谷 惟文（
●小野 義彦（
●姫野
茂（
●大石 盛幸（
●阿部 昭生（
●玉田サトミ（
●清田 政明（

玉）
尾）

・芦 刈）
・入 北）
・三重原）
・内 田）
・松 尾）
・上鷲谷）
・中玉田）
・深 田）
・久 部）
・芦 刈）
・紫雲荘）

【清川】
●甲斐スヱコ（ ・三
●羽田野行則（ ・臼

92 94

●松本

●阿南

「和弘・智加（妙勝庵）
」

甲季（こうき）

「鉄也・千幸（津留）
」

●小林

【緒方】
●渡邉 涼子（ ・冬 原）
●原田一二三（ ・下自在）
●霜田 重高（ ・越 生）

89 93 89

「三善・理都（市場五区）
」

志穏（しおん）

堅思（けんし）

「元気・なぎさ（下町）
」

隼斗（はやと）

【犬飼】
●阿部 柊真（とうま）

「洋三・かおり（下赤嶺東）
」

●麻生

●森

鷹裕（たかひろ）

●遠矢

82 86

「亮太・里菜（三重原）」

●中尾

「裕之・寛子（三重原）」

【朝地】
●首藤八重子（ ・ 宮生中央）
信之（ ・宮生浦）

「光太郎・佳菜恵（ 久原住宅）
」 ●甲斐

・佐 代）
・田 代）
・酒井寺）
・桑 原）
・北 園）
・ 大野大原）
・中土師）

・柴 山）
・横 尾）

・黒 松）
・黒 松）
・上六区）
・長 谷）
・久原上）

97 99 94 84 95 81 82

悠志（ゆうし）

「晋太郎・由佳（三重原）
」

【大野】
●沓掛エツ子（
おくやみ
●岩本 龍男（
申し上げます
●戸崎 智弘（
●衞藤 良明（
《３月中届出 敬称略》
●甲斐チヱコ（
＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。
●衞藤 英子（
●三宮 一郎（
・菅 生）
・浅 水） 【千歳】
・浅 水） ●尾石 治敏（
（
・百 枝） ● 羽田野スミ子
・ 三重大原） 【犬飼】
・ 市場一区） ●宮成タマエ（
・ 市場三区） ●後藤チズ子（
・ 市場三区） ●矢田奈良彦（
・市 原） ●麻生
茂（
・芦 刈） ●三宮トミ子（

【三重】
●芦刈 寿幸（
●渡邊
隆（
●堀
重幸（
●広瀬みのり（
●神田 幸一（
●金丸八重子（
雄（
●佐籘
●德丸 義浩（
●竹之下健一（
●小野ケサヨ（
83 85

●後藤

）

きょうしろう

「和俊・恵子（三重原）」

●足立京士朗（

莉央真（りおな）

藍吏（あいり）

「健吾・翌佳（三重原）」

●関

●佐藤

「寿将・彩子（下小坂）」

樹（いつき）

「航・香織（上小坂）
」

●波津久

拍（はく）

「祐介・憂妃（前内田）」

●後藤

瑠極（るきわ）

「惇朗・香織（深田）
」

●中島

「大樹・理恵（草深野）」

【緒方】
●児玉 優陽（ひなた）

また、今年はオペラ公演前に日本の歌を歌います。
こちらの合唱隊も同時に募集します。
大きなステージを体験したい方、こどもと一緒の
ステージで歌ってみたい方など……。
こちらは、年齢性別問いません。どなたでも参加
できます。たくさんの参加お待ちしております。
◎参加費1,000円
問い合わせ先：エイトピアおおの ℡0974-22-8000

95 81 96 76 92

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）
。

日 時：平成28年６月11日
（土）
   10時～14時30分（9時30分受付）
問〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地
場 所：大
 分県立農業大学校水田圃場
豊後大野市役所 総務課 秘書広報係
実施内容：水 田を活用したレクリエー
0974-22-1001（内線 2006）
ション（どろんこバレー、田
んぼdeフラッグ）
参加費：１人500円
（昼食代、お茶代、イベント共済加入費）
申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送、FAXま
たはEメールで５月23日（月）までにお申し込みください。
（必着）
※申込用紙は大分県立農業大学校ホームページからダウンロー
ドできます。インターネット環境等をお持ちでない方は、お問
い合わせください。
問い合わせ先：大分県立農業大学校農学部 講師 渡邊高文
   TEL：0974（22）7582  FAX：0974（22）6387
   Email：watanabe-takafumi@pref.oita.lg.jp

今年のオペラは、ヴェルディ作曲「椿姫」です。
このオペラ合唱隊を募集しています。
◎中学生以上。 ◎男女問わず。
◎練習は６月からの日曜日午後予定。
◎参加費5,000円
（衣装代込）

94 79 77 79 93 60 26 84 99 91

ひろば

第23回農大CUP参加者募集

合唱隊募集

コンサート日時・場所
８月28日（日）15時開演

なの

95 91 89 85 92 92 87 76 42 73 87
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第5回

元気いっぱい ～地域の輪～

人生楽しく ふれあいチャリティーショー

第30回 記念 三重町チャリティーショー

出演団体グループ募集

感動あふれるチャリティーショーです。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご観覧ください。大好きなふる
さと、元気いっぱいの地域、私たちはそんなふるさとを応援します。
※このチャリティーショーを実施するにあたり、経費を除いたすべ
ての益金を福祉活動へ寄付させていただきます。

開 催 日： 11月27日（日）
開催場所： エイトピアおおの大ホール
応募資格：三重町内で活動の団体･グループ
「団体･代表者、
応募方法：
電話番号」
を郵便･ファクス・
メールにて下記にお申し込みください。
応募締め切り 5月22日
（日）
問い合わせ先
三重町チャリティーショー実行委員会
〒879-7154 三重町川辺854
事務局 平井庸夫まで TEL／FAX 22-4768
ｅ-mail：tsu-mana@oct-net.ne.jp

◆日 時 ５月29日 ㈰ 開場 ９時 開演 ９時30分 終了 15時
◆場 所 エイトピアおおの 小ホール
◆入場料 500円
◆内 容 子どもフラダンス／琉球三味線／落語／寸劇／舞踊／社交ダンス

／豊勇会／三重スイングファミリー／豊後のチンドン屋／他
問い合わせ先 人生楽しくふれあいチャリティーショー
実行委員会 委員長 野仲 愛子 ☎0974-22-3913

くらし の カレンダー

５月
野犬の捕獲日
２日
（月）
９日
（月）
11日
（水）
16日
（月）
豊肥保健所

▲

問

18日（水）
23日（月）
25日（水）
30日（月）

日時：18日
（水） 14時～15時
24日
（火） 11時～12時
豊肥保健所

▲

☎0974-22-0162

無料相談のご案内
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：26日
（木） ９時～12時
場所：市中央公民館
（市役所２階）
0974-22-1001

▲

問 総務課総務係

市清掃センターごみ持ち込み
日時：８日
（日）
９時～12時、13時～16時
市清掃センター

▲

問
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0974-22-4733
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医療機関名
菅尾医院
（三重町）
福島病院
（三重町）
みえ記念病院
（三重町）
帰巖会 みえ病院
（三重町）
後藤耳鼻咽喉科医院
（三重町）
あさじ町クリニック
（朝地町）
土生病院
（三重町）
いぬかい児玉医院
（犬飼町）
児玉医院
（大野町）

電話番号
0974-22-0378
0974-22-3321
0974-22-7280
0974-22-2222
0974-22-2088
0974-64-1234
0974-22-0444
097-578-5015
0974-34-2215

※当番医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、 診療時間
受診の際は事前に電話等でお確かめください。
９時～17時

救急告示施設

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

☎0974-22-0162

猫の引取日

問

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
５月１日
（日）
５月３日
（火）
５月４日
（水）
５月５日
（木）
５月８日
（日）
５月15日
（日）
５月22日
（日）
５月29日
（日）
６月５日
（日）

当番日
医療機関名
５月１日
（日）
５月３日
（火）
５月４日
（水）
豊後大野市民病院
（緒方町）
５月５日
（木）
５月８日
（日）
５月15日
（日）
５月22日
（日） みやわき小児科
（三重町）
５月29日
（日）
豊後大野市民病院
（緒方町）
６月５日
（日）

電話番号

0974-42-3121

0974-24-0230
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、
豊肥保健所ホームページ
（http://www.pref.oita.jp/site/houhi/）のお知らせ欄に記載しています。

歯
当番日
５月１日
（日）
５月３日
（火）
５月４日
（水）
５月５日
（木）
５月８日
（日）
５月15日
（日）
５月22日
（日）
５月29日
（日）
６月５日
（日）

科

休

日

当

番

医療機関名
羽田歯科医院
（三重町）
市場のはいしゃさん
（三重町）
つばさ歯科
（三重町）
岩田歯科クリニック
（野津町）
みどり歯科クリニック
（緒方町）
大塚歯科医院
（緒方町）
第一歯科大塚
（三重町）
杉山歯科医院
（野津町）
アルファ歯科医院
（朝地町）

医
電話番号
0974-22-0317
0974-22-1455
0974-22-6262
0974-32-7220
0974-42-3031
0974-42-3343
0974-22-6377
0974-32-2167
0974-72-1032

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

「椿窯 佐藤珠幸陶展 ～JAZZと茶の器たち～」開催！

平成

陶芸家 佐藤珠幸さん（朝地町在住）の個展。今回はジャズが流れる会場で「茶の器」をテーマにした作品を
約80点展示します。
会 期 5月28日（土）～6月12日（日） 9時～17時 ※月曜日休館
会 場 朝倉文夫記念文化ホール（朝地町）
入館料 大人200円、小中高生100円（記念館入館者は無料）
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている方とその介護者1人は無料

28

年５月号

豊後大野市あさじアマチュア美術展
休展のお知らせ
例年９月に開催のアマチュア美術展は、朝
倉文夫記念文化ホール改修工事のため、今年
度は休展いたします。

問 朝倉文夫記念館
まちのうごき

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

37,832 人（ －138 人 ）
17,559 人（ － 69 人 ）
20,273 人（ － 69 人 ）
16,389世帯（ － 30世帯）

平成28年３月31日現在（

）内は前月比

ミエスイングファミリー

結成30周年記念
コンサート
日

0974-72-1300

時

平成28年５月21日（土）
開場 17時30分
開演 18時 入場無料
場 所 エイトピアおおの
小ホール
主 催 ミエスイングファミリー
問い合わせ先
090-2585-5062（井形）
※初心者、経験者問わず随時、団員
募集中です。

『市報 ぶんごおおの』は古紙再生紙を使用しています

納税等のご案内
軽自動車税、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、ケーブルテレビ使用料、養護老人
ホーム入所負担金、やすらぎ団地土地使用料、
市営駐車場使用料、市有地貸付料
納期限（口座振替日）５月31日（火）
※ケーブルテレビ使用料

５月26日（木）

豊後大野市の
魅力をＰＲ！

伊井光正さん（三重町出身）
おおいた豊後大野ジオパークガイドの会  会長

今月号でご紹介するキラリ人は、
「おおいた豊後大野ジオパークガイドの会」
会長である伊井光正さんです。
伊井さんは17歳の時に郷里の三重町を離れ、運輸省勤務などを経て50年
ぶりに三重町へ帰ってきました。
運輸省に勤務する傍ら、日本大学理工学部で勉学に励み仲間と共に山登り
にも熱中しました。山登りの経験から、自然を愛するようになり、自然豊か
な豊後大野市が恋しくなったとのことです。
ジオパークガイド養成講座に参加することで、今まで眺めていただけの風
景がどのようにしてできたのかが分かり、益々豊後大野市の魅力にのめり込ん
だそうです。
平成26年に長野県で開催された第５回日本ジオパーク全国大会南アルプス
大会に参加した折、学生時代に登った南アルプスを見て若い頃の思い出が蘇
り、
「ジオパークはネットワーク、豊後大野市だけでなく素晴らしい活動を繋
げていかなければ」とジオガイドとして決意を新たにしたと語ってくれました。
そして、平成27年11月、おおいた豊後大野ジオパークガイドの会が発足し、
現在30名のガイドが参加しています。
最後に「私たちはジオパークを通し
て豊後大野市の観光産業・教育振興
に少しでも貢献できるように頑張ってい
きます。そして、様々なツアーや研修
を計画して市内外におおいた豊後大野
ジオパークをＰＲしていきたいと考えて
いますので、よろしくお願いします」と
熱く語ってくれました。
▲日本ジオパーク南アルプス大会にて
（長野県）

発行／豊後大野市
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