〜つなぐ〜
お化けクッキー

うい ろう

まる ぼう

ろ

はまぐり

けん ちん

と

奥塚

ろく すん まめ

中津市長

ほん くず

正典

◆掲載内容は変更・中止になる場合があります。
◆自然保護のため古紙再生紙を使用しています。

発行/中津市役所 編集/秘書広報課
印刷/大洋印刷紙器株式会社
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︻第十四回︼松山棟庵

１-４５９︶

﹁中津にはおいしいお菓子が多いですね﹂と
言われます︒城下町として博多と並んで栄え
た商業都市中津︑茶の湯が盛んでお菓子の文
化も根付いていたのでしょう︒
まず︑
﹁巻蒸﹂
︒本葛︑十六寸豆︑きくらげ︑
砂糖を材料とする蒸し菓子︑全国でも珍しいものです︒幼い頃︑
祭事のお祝い折詰に入っていた記憶があります︒世にある﹁けん
ちん汁﹂からはイメージできない薬膳菓子です︒
次に﹁外郎饅頭﹂
︒黒田官兵衛が数々の戦績で大活躍し負傷し
た家来を商家に転じさせ︑その製造を命じたと言われています︒
名古屋の外郎とは違い︑花の形で茶菓子にぴったりです︒
根強い人気の﹁丸芳露﹂
︒ポルトガル語で甘い菓子を意味する﹁ボ
ーロ﹂に由来しています︒五代藩主奥平昌高公が︑カステラを食し︑
そのおいしさに感激︑菓子職人に命じ作られた中津生まれの菓子
です︒その特徴は︑必ず２枚セットの拝み合わせとなっており︑
お菓子屋さんにより︑大きさ︑やわらかさ︑味︑色に微妙な違い
があります︒中津からあげと同様に︑それぞれのお店にファンが
います︒遠方に住む幼い孫から中津の祖父母に﹁お化けクッキー
送って﹂といつも催促の電話があるそうです︒この焼き菓子のお
いしさを︑子どもならではの発想で︑面白く表現していますね︒
異 彩 を 放 つ の が︑諭 吉 先 生 の﹁壱 万 円 せ ん べ い﹂
︒お い し さ と
ともに話題性抜群︒
﹁十万円のお土産です﹂とユーモアを交えて
渡すと大うけします︒さらに︑熱湯を注ぐと紅
白の千鳥が浮き出る蛤形のしるこなどの銘菓
や最近では上品な洋菓子も中津のショーウイン
ドウを飾り︑菓子巡りを楽しめます︒
ところで︑昔︑アルマイトの弁当箱に半透明
の赤や緑の寒天を家で作ったことはありません
か︒
﹁結 構 お い し か っ た﹂は︑ 代 以 上 の ノ ス
タルジア︵郷愁︶ですかね︒

大分県中津市豊田町14番地3
TEL0979-22-1111･FAX0979-24-7522

（4月18日現在）
（前月比）

多言語で読める！
Catalog Pocket

福翁辞典
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人口と世帯

松山棟庵は天保 年︑紀伊国︵現在の和歌山県︶に
蘭方医の子として生まれました︒はじめ京都で蘭方医
学を学び︑のちに英語を学びたいと考え江戸に行き慶
応２年に慶應義塾に入学しました︒３回目の洋行で︑
福澤諭吉がアメリカから帰国した際には︑小幡篤次郎らと福澤を品川に迎えに
行き︑その後福澤が持ち帰った洋書を翻訳し出版しましたが︑売れるかどうか
もわからないその本の出版にかかる諸経費を福澤が貸したため︑非常に感謝し
たといいます︒
明治２年に和歌山に帰郷して開業し︑また和歌山藩の洋学校設立に関わりま
した︒明治３年に福澤が中津に帰省した際︑大阪に立ち寄った時には︑和歌山
げん たい てい
から福澤に会いに行き︑藤本元岱邸で面会︒その後︑福澤の斡旋で︑明治４年
に大学東校︵東京大学医学部の前身︶へ出仕︒同年 月に中津市学校が開校す
ると︑小幡とともに教員として赴任しました︒松山は１年ほど教員
を続け︑その間に中津市民の診察にもあたりました︒
東京に戻った後は︑明治６年に慶應義塾医学所の校長を務め︑明
治 年には有志共立東京病院︵のちの慈恵医科大学︑慈恵病院︶の
開設に尽力しました︒福澤家の家庭医も務め︑終生福澤との関りは
深く︑大正８年に没しました︒
新中津市学校︵☎

【和田小６年】

左が小幡篤次郎
右が松山棟庵

42,514 人 （＋36）

女

つき
み
こん どう

〒871-8501
中津市役所

40,193 人 （＋45）

男

「市報なかつ」がアプリで読める！
No.1503

近藤 美月 さん

生田門

世帯数 40,415 世帯（＋81)

10

No.1503
2022.5.15

中 津の 新 緑

■問合先

市報なかつ

中津銘菓「丸芳露」

●中津市企業合同就職説明会……………………2
●所有建物に関する各種事業補助のお知らせ…3
●健康ガイド…………………………………… 14

5/15

主な内容

2022

第二山国川橋（耶馬溪町大字栃木）

60

神護寺（三光田口）
猿飛千壺峡（山国町草本）

総人口 82,707 人 （＋81）
一目八景（耶馬溪町大字深耶馬）
青の洞門（本耶馬渓町樋田）

26

14

参加
無料

所有建物に関する各種事業補助のお知らせ
市内の対象建物の所有者などに対して、各種事業の補助を行っています。安全・安心に暮らすため、ご活用
ください。また、建物の所有者には建物を管理する責任があります。地域の環境保全や防災、防犯のため、適
正な管理をお願いします。

危険空家等除却事業補助
市内に所在する危険性の高い空き家を除却する所有者などに対して、補助を行っています。
■補助対象物件 市内所在の空き家（過去に住宅として利用）
■対象判断基準 そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれのある状態
※事前調査を行います。
■補助対象工事 敷地内の空き家と付属する門、塀、樹木をすべて除却する工事
■補助金額 経費の1/2以内（上限50万）
■補助件数 15件
■申込方法 まちづくり推進課に電話または窓口で申込み
■申込期間 5月16日㈪〜5月31日㈫
※申込み多数の場合抽選で調査順を決定します。
□抽選会場所 市役所 4階 研修室
□抽選日時 6月16日㈭ 15時〜
※詳しく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。
■問合せ・申込先

中津市企業

合同就職説明会

日時 6月11日㈯

第１部 10 時〜12時10 分（高校生以外）
第２部 13時30 分〜15時35分（高校生）

まちづくり推進課（☎62-9032）

木造住宅耐震診断・耐震改修
◎木造住宅耐震診断支援

木造住宅（昭和56年5月31日以前に建築
したものに限る）の耐震性能を診断する場合、
その診断にかかる費用を補助します。
■補助金額 対象建物の構造および床面積な
どに応じた診断費用（別途で申請者の負担
金必要）
■募集数 10件（先着順・要事前相談）
■申込期間 5月16日㈪〜10月28日㈮

◎木造住宅耐震改修支援

耐震診断によって耐震改修が必要となった木造住宅（昭
和56年5月31日以前に建築したものに限る）を改修する
場合、その工事にかかる費用の一部を補助します。
■補助金額 診断結果で、評点が1.0未満であるものを、
1.0以上とするための工事にかかる経費の2/3以内（上
限80万円）
■募集数 4件（先着順・要事前相談）
■申込期間 5月16日㈪〜10月28日㈮

危険ブロック塀等除却
一般の道路に面し、高さが1ｍ以上あるブロッ
ク塀で、ひび割れなどが認められた危険性の高
いものを除却する場合、その除却にかかる費用
の一部を補助します。
■補助金額 除却する面積1㎡あたり4,500円ま
たは経費の1/2以内（上限10万円）
■募集数 20件（先着順・要事前相談）
■申込期間 5月16日㈪〜12月9日㈮

会場 ダイハツ九州アリーナ
■対象

■問合せ・申込先

3
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建築指導課（☎62-9029）

なかつ
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※会場が変更になる場合があります

○学生（高校生、短大生、大学生 など）とその保護者、教職員
○UIJターン希望者
○一般求職者
■参加企業 市内の求人企業（40社）
※参加企業は、市ホームページに掲載しています。
■申込方法 市ホームページの申込フォームからお申し込みください。

がけ地接近等危険住宅移転

同時開催

自分にあった
仕事を探そう！

土砂災害特別警戒区域などのがけ地にある住宅
の移転などをする場合、費用の一部を補助します。
■補助内容
①危険住宅除却等事業
②代替住宅建設等事業（建設費などを借り入れた
場合の利子相当額）
※要件や補助金額は、お問い合わせください。
■募集数 ①②とも各1件（先着順・要事前相談）
■申込期間 5月16日㈪〜8月31日㈬

就職支援機関
による
相談コーナー

入退場
自由

民間建物アスベスト含有調査
吹付アスベストが使用されているおそれのあ
る建物を調査する場合、費用の一部を補助します。
■補助金額 上限25万円
■募集数 1件（先着順・要事前相談）
■申込期間 5月16日㈪〜12月9日㈮

要事前
申込

申込みや詳しい情報
はコチラから
新型コロナウイルスの影響で変更・中止する際は、市ホームページでお知らせします。

検温 ･ 消毒や「三密」回避など感染症対策にご協力ください。
■問合先

商工・雇用政策課（☎62-9044）

2022. 5. 15

市報

なかつ
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■活動時期 5月中旬〜6月中旬
■時間帯 20 時〜21時

新中津市学校 / 2022年度

市民 講 座
今年度講演テーマ /

ホタル鑑賞スポット

「小幡篤次郎」

雨があがったあとの晴れの日は、ホタルがたくさん見られるかも。

第1回
英学者としての小幡篤次郎
〜慶應義塾と英学〜

馬
渓

■問合先

三光支所地域振興課（☎43-2050）
耶馬溪支所地域振興課（☎54-3111）

目印
黒法師バス停から約200m付近
台酒店から1km奥付近
とろろの湯付近
折戸温泉付近
小瀬戸バス停付近

やすらぎの郷やまくにから
長尾野方面へ約1km

奥谷入口看板から約1km

本耶馬渓支所地域振興課（☎52-2211）
山国支所地域振興課（☎62-3111）

6 月 4 日（土）

13 時 〜14 時 30 分

※役職は2022年5月
現在のものです。

■問合せ・申込先

新中津市学校（☎26-1459）

2022. 5. 15

70 人

下記より電話でお申し込みください。

福澤記念館が人気企画の

スタンプスポット に！

JR九州がゲーム「桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番！
〜」とコラボした「駅をめぐってスタンプを集めよう！桃
鉄の旅inJR九州」桃鉄デジタルスタンプラリーが開催さ
れています。
期間中、九州各県にある対象の駅や観光施設などをめぐ
り、JR九州アプリでQRコードを読み込む
か、GPSでチェックインするとスタンプ
を集めることができます。集めたスタン
プ数に応じて抽選で素敵なプレゼントが
当たります。詳しくは専用サイトをご確 ▲専用サイト
ホームページ
認ください。

■問合先

なかつ

◇定員

※月曜日休館（月曜日が祝日の場合は翌日）

3 月 25 日㈮〜
6 月 24 日㈮

市報

※要事前申込

※12 時受付開始

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる場合があります。
※第2・3回の情報は開催時期が近付いたら、市報に掲載します。

開催期間

5

参加費無料

新中津市学校 / 2 階集会室

◇問合せ・申込先

ゆき ひろ

耶

地域
川
下郷（樋山路） 樋山路川
耶 城井（三尾母川）三尾母川
馬 山移（長谷）
長谷川
深耶馬
（折戸）
折戸川
溪
溪石園
槻木（小瀬戸） 山国川
山
藤野木
長尾野川
国
中摩（奥谷）
田野尾川

幸弘

本

目印
西秣公民館裏
大谷橋
猪山橋付近
折戸橋付近
久保橋
崩端橋
折元集会所付近
雲西寺付近
西谷温泉付近
旧東谷小学校付近

◇会場

だ

光

川
西秣川
小倉谷川
猪ノ川内川
荒田川
浪立川
屋形川
折元川
跡田川
西谷川
東谷川

いけ

三

地域
西秣
下田口
上田口
上田口
上深水
屋形
折元
落合
西谷
東谷

詳しい場所などホタルに関する情報は、
中津耶馬渓観光協会ホームページから▶

◇日時

池田

〇ホタルを見るときは、懐中電灯や車のライトをホタルに向けないでください。
また、近隣の迷惑にならないように、配慮をお願いします。
〇新型コロナウイルス感染症予防に努めましょう。

︵慶應義塾常任理事︶

◇講師

新中津市学校では、慶應義塾との共同研究の一環として、さ
まざまな市民講座を開催しています。今年度のテーマは、「小
幡篤次郎」です。
小幡篤次郎は中津の生まれで、福澤の元で学んだ後、慶應義
塾の運営や、福澤の執筆活動など多方面から福澤を支え、福澤
の代表的な著作「学問のすゝめ」初版の共著者でもあります。
ほかにも、中津の近代化に貢献し、学者として数々の本を書き
ましたが、その功績が広く知られることはありませんでした。
令和4年、「学問のすゝめ」初版が出版されてからちょうど
150 年が経ちました。本年には（一社）福澤諭吉協会と慶應義塾
の共同事業として、「小幡篤次郎著作集」が刊行される予定で
あり、この節目の年に小幡篤次郎を再考します。

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment

〜デジタルスタンプラリー賞品〜
単県制覇者 クーポン（1,000円分）
4〜15個
16個以上

特産品詰合せ

100人
10人

Nintendo Switch &
「桃鉄」ゲームソフト

15人

福澤記念館（☎25-0063）

2022. 5. 15

市報
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3/17 視野を広げる職業の話

3/13 八面山での安全を祈願して

3/6 迫力満点！伝統芸能競演会

山国中学校で、地域の人を
講師に招いた職業人講話が行
われました。生徒たちは畜産
と林業の仕事内容について学
びました。

八面山で「第 4回八面山滝開き・
山開き」が行われました。修験の
や やま
道探訪コースを経由して箭山神社
まで登山を行い、神事では八面山
での1年間の安全を祈願しました。

コアやまくにシアターで「伝統
芸能競演会」が開催されました。
山国神楽と和楽団のパフォーマン
スが披露され、大迫力のステージ
に観客は大いに賑わいました。

3/23 城井・下郷小学校の卒業式

3/18・23 遊具が新しくなったよ

3/10 きれいなまちをめざして

2/13〜3/10 やばけいの郷ひなまつり

耶 馬 溪 町 で、「第2回 や ば け
いの郷ひなまつり」が開催され
ました。約1000体のお雛様と
「さげもん」を展示し、多くの
人が楽しみました。

3/7 森を守る活動を続けよう

田尻ファミリー公園

城井小学校で 7人、下郷小学
校で6人の児童が6年間の思い
出を胸に卒業しました。母校で
の学びを忘れることなく中学校
でも頑張ってください！

7

市報

なかつ

2022. 5. 15

どんぐり公園（牛神町1丁目）
と田尻ファミリー公園（大字田
尻崎）の複合遊具が新しくなり
ました。家族や友人と一緒にお
楽しみください。

わ

どんぐり公園

だ

犬丸川をきれいにする会（和田
英三会長）と犬丸川安全協議会の
みなさんが、犬丸川護岸に桜を植
樹しました。この活動は、今年で
28年目となります。
ひで み

三郷小学校 4 年生が1年間の
森林体験学習のまとめとして、
防災や源流体験の振り返りを
し、次代につなぐドングリの植
え替えを行いました。

2022. 5. 15

市報

なかつ
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報告・寄付

3/27 第13回「諭吉かるた」大会

3/27 桜のライトアップと演奏会

3/26 お父さん、お母さん、大きくなったよ！

小楠コミュニティーセンターで、「不滅の福澤プロ
ジェクト福澤諭吉記念第13回『諭吉かるた』大会」
が行われました。低学年の部9チーム、高学年の部
15チームが参加し、福澤諭吉について詠んだ 47 枚の
諭吉かるたを取り合いました。

八坂神社（大字一ツ松）で、一ツ
まえ だ ひさ お
松自治会（前田 久男会長）と音楽サ
ークル「ストロベリーフィールズ」
が主催して桜のライトアップと電子
ピアノなどの演奏会が行われました。

深秣保育所で卒園式が行われま
した。卒園児のみなさんは、小学
校での目標や保護者へ感謝の気持
ちをしっかりと発表するなど、成
長した姿を見せていました。

3/27 桜満開の会場で音楽を楽しむ

3/27 八面山の春を満喫

八 面 山 野 外 音 楽 堂 で、「EGAFES OITA 2022 in
NAKATSU」が開催されました。シンガーソングライ
え がしら ゆう や
ターの江頭 勇哉さんらにより全16 曲が披露され、来
場者のみならず生配信を通して多くのお客さんが約2
時間のライブを楽しみました。

八面山で「八面山桜ウォーク」が行われ、市内外か
ら71人が参加しました。参加者は見頃を迎えた桜を
前に、感嘆の声を上げ、写真撮影をしながらゆっくり
とウォーキングを楽しみました。

◀下郷農業協同組合
より「下郷農協飲む
ヨーグルトS-1」15,
000本を医療施設、
福祉施設に寄付
（3/4）

◀山国町地域婦人団
体連合会里カフェ
（水
谷 トシヱ会長）が令
和3年度「大分県女
性 の チャレンジ 賞 」
受賞を報告（3/4）

9
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◀大分県農業協同組
合北部事業部のみな
さんが大分県北産
「つ
や姫」
が特Aの評価を
受けたことを報告
（3/17）

◀中津北高等学校書
道部のみなさんが「太
宰府天満宮奉納第
66回 毎 日 全 国 学 生
競書展」と「第 58 回
全国学生書道展」で
文部科学大臣賞受賞
を報告（3/14）

◀新光株式会社より
児童福祉の支援のた
め10万円を寄付
（3/29）

◀宇土クラブに所属

2022. 5. 15

なか の じゅんだい

する中野 純大さんが
「第 31回東アジアホ
ープス卓球大会 」出
場を報告（3/23）

2022. 5. 15

市報

なかつ

8

と

にんにく 完 全 主 義

推奨品﹁なかつファイブスターストーリー﹂を紹介します︒

市内の農林水産物を生かして生み出されたなかつ６次産業

輝け！なかつブランド

と

せ

蓋をあけるとにんにくのフレッシュな香りが立ち上がり
ま す︒す べ て を 手 作 り で 仕 上 げ︑新 鮮 な に ん に く の 風 味︑
辛味︑旨味を完全に引き出した一品です︒
にんにくの収穫時期は５月下旬から６月上旬︒三光のゴー
ルドファームのにんにくは出荷するとたちどころに完売す
る︑常に品薄状態の人気商品です︒それでも﹁にんにくを
おろすのは手間﹂﹁調理器具や手に付いてしまう匂いが気に
なる﹂などの声があり︑何より旬の旨味をいつでも楽しん
でいただきたいという︑山崎さん︵ゴールドファーム代表︶
の強い思いでできたのが﹁にんにく完全主義﹂です︒﹁うち
の旨いにんにくをいつでも手軽に楽しんでいただけるよう
にと︑試行錯誤を繰り返しました︒﹂と山崎さん︒
使われているにんにくは︑ゴールドファームで栽培され︑
収穫・加工まですべて山崎さんの手によって仕上げられて
います︒にんにくの他は唐辛子とわずかな塩のみ︒もちろ
んすべて国産です︒
簡単で便利︑そして安全・安心︒さまざまな料理に旨味を添えるにんに
く調味料です︒ぜひ一度お試しください︒

ひ

◎ＪＡお お い た 直 売 所﹁オ ア シ
ス春夏秋冬﹂︵道の駅なかつ内︶
などで購入できます︒

９-０４６︶

在庫は季節により変動あり
※
■問合先
農政振興課︵☎

企画展

５月

日㈯〜７月

日㈪

私の一枚
〜中津美術協会作家展〜
期間

回 目 を 迎 え る こ と を 記 念 し て︑

中 津 美 術 協 会 が 主 催 す る﹁中 津 市 美 展﹂
が今年で
美 術 協 会 会 員 が 自 ら 選 ん だ﹁私 の 一 枚﹂を

時

分まで︶

展 示 し︑中 津 の 美 術 を 牽 引 し て き た 作 家 た

木村記念美術館

ちの力作を紹介します︒
■場所
９時〜
一般２００円

火曜日

時︵入館は

■時間
■休館日
■観覧料
大学・高校生１００円
中学生以下無料

日㈰

時〜
時〜

木村記念美術館︵☎

６月

５月 日㈯

◎ギャラリートーク︵申込不要︶
日時

■問合先

７-７６７︶

ひ

と

と

せ

春夏秋冬だより
︻第９回︼

〜もっと知りたい︑中津の旬！〜

じゃがいも

▲ごみ・リサイクル
ミニ集会

５ 月 か ら ６ 月 に 収 穫 さ れ る 春 じ ゃ が い も は︑
早春から初夏にかけての温暖な気候と太陽の光を
ヘクター

たっぷり浴びて育ち︑みずみずしくなめらかな食
感が魅力です︒中津では︑水田や畑で
ルほど栽培されています︒
春 じ ゃ が い も は 品 種 が 多 く︑ほ く ほ く し た 肉
質でコロッケなどに向く﹁男爵﹂や︑粘りがあり
煮くずれしにくくカレーなどの煮込み料理に向く
﹁メ ー ク イ ン﹂な ど の 定 番 の 品 種 か ら︑皮 や 果 肉
が紫色をしている﹁シャドークイーン﹂などさま
ざまです︒中津では︑山国地域を
中心にフランス生まれの﹁シンシ
ア﹂という品種を︑堆肥センター
やまくにの完熟堆肥を使って栽培
しています︒メークインに近くな
めらかな食感で︑保存性がよく貯
蔵することで甘味が増すのが特徴
です︒
直売所などでさまざまな品種
のじゃがいもが販売されていま
す︒今年は品種を選んで︑味や食
感の違いを楽しんでみてくださ

農政振興課︵☎

９-０４７︶

い︒おすすめはじゃがバターです︒

■問合先

10
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中津からあげにも使われ
ている、丹精こめてつくっ
た三光のにんにく。秘密
の調味料として料理の世
界を広げてほしい。

農事組合法人
ゴールドファーム

5

清掃管理課（中津市クリーンプラザ内・☎24-5374）
■問合先
【基本情報】
【事業内容】 射出成形機 8 機、塗装および自動溶接
場所：中津市大字大新田300番地3
設備などを保有しています。主にインストルメン
電話：26-0955
トパネルにおいては、本社の技術を受け継ぎ、成
【企業PR】 当社は、群馬県に本社を置く「しげ
形から付随部品の組付けまでを一貫して手掛けて
る工業㈱」のグループ会社として、2003年9月
います。一緒に働いて頂ける方を随時募集してい
に設立しました。私たちの生活に欠かせない自
ますので、興味のある方はぜひご連絡ください。
動車の内装部品を製造・販売している会社です。
自動車の快適空間を創るため、お客様に求めら
れる品質の向上に日々精進しております。また、
「あなたと共に」を創造する をフィロソフィー
に掲げ、社会への貢献、会社と社員の繁栄、地
域社会との共存共栄をめざしています。

生産者

▲電子申請

シーゲル
株式会社

環境学習に「ごみ・リサイクルミニ集会」をご活用ください

中津市クリーンプラザでは、自治会や各種団体向けに「ごみ・リサイクルミニ集会」
を実施しています。ごみ・リサイクルミニ集会では、家庭ごみ袋有料化制度、中津市
のごみ事情、分別方法、減量方法など、主催者のご要望に合わせて説明します。
また、令和4年9月から始まる「ごみ袋有料化制度」に向けて、小さなごみ袋で済む
「かしこいごみ出し方法」なども説明しています。
10

11
30

22

【ごみ・リサイクルミニ集会の申込み】
電話受付や電子申請などで申込みすることができます。少人数での申込みや土・日曜日
の開催もできます。申込みをお待ちしています。

なかつの産業力

16

14 14

月

62

28
17

26 28

シリーズ「あなたが主役 リサイクル」 第32話
62

70

街角の年金相談センター中津（要予約）
予約専用電話（☎0570-05-4890）

別府年金事務所（☎0977-22-5111）

年金の振込通知書（はがき）をお送りします
厚生年金・国民年金を受給しているみなさんに、
6月上旬に日本年金機構から「年金振込通知書・年
金額改定通知書」をお送りします。来年4月までの
支払日（原則偶数月の15日）の支払予定額が記載
されています。また、年金生活者支援給付金を受
給している場合は、「年金生活者支援給付金振込通
知書・年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」
もお送りします。通知書は、年1回しか送付されな
いので、大切に保管してください。
■問合先 別府年金事務所（☎0977-22-5111）、
保険年金課（☎62-9069）、各支所総務・住民課

特設人権なんでも相談所（無料・事前申込不要）
■日時
■場所

6月1日㈬ 10時〜15時
市役所 3階 教育委員会室、鶴居文化センター、
本耶馬渓支所 1階 多目的集会室
■内容 金銭、相続、家庭内の問題、そのほか人権に関
する問題全般
◎大分地方法務局中津支局では、毎週木曜日9時〜16
時に人権擁護委員による常駐相談を行っています。
■問合先

消費税のインボイス制度説明会・インボイス登録申請
相談会のご案内（要事前申込）

■測定結果

ムーズになります。

■採取日

令和3年12月17日

A系焼却炉

ごみ焼却炉の排ガス（1㎥Nあたり）
1.1ng−TEQ

（規制値は5ng−TEQ）
0.070ng−TEQ

B系焼却炉
ナノグラム

※１ngは10億分の1g、TEQは毒性等価濃度

※中津市クリーンプラザでは、焼却炉をA系とB系の2つ
に分けています。

■問合先

地元産品の野菜・果物や手作り豆腐、パンなど魅力的

市場へお越しください。出店者も随時募集中です。
10時〜14時

やまくに山村塾 第87回
6月5日㈰

■開催場所

挿し木実習と農具観察

13時15分〜16時45分

コアやまくに駐車場（バス便あり）

榎鶴 賢治氏(塾員)

■申込方法
■申込期限

飲料、野外活動可能な服装

はがきまたはFAX

■問合せ・申込先

〒871-0432 耶馬溪町大字金吉668

やまくに山村塾（☎・FAX 56-2291）

介護支援専門員(ケアマネージャー )
エクセル基礎
エクセル応用
パワーポイント

■問合先・申込先

13
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豊前地域職業訓練センター（☎82-1511、FAX 82-1526）

なかつ

2022. 5. 15

317（−16)
2（−3)

ご遺族の心のケアを目的として、つどいを開催します。

■対象

大切な人を自死で亡くされたご遺族

■場所

大分県こころとからだの相談支援センター

14時〜16時（受付13時30分〜)

5月26日㈭ (電話でお申し込みください)

■問合せ・申込先 大分県こころとからだの相談支援セ
ンター（☎097-541-6290）

定員
20人
20人
20人

受講料 ※別途テキスト代
7,330円
15,700円
7,330円

30人

26,180円

20人

8,370円

20人

8,370円

20人

8,370円

1〜3月累計（前年比）
14（＋2)
1040（＋58)
5（−3)

火の取り扱いに十分注意し、火災予防に努めましょう。

■問合先

中津市消防署（☎22-0001）

自動車税種別割の納期限は5月31日㈫です

スマートフォン決済アプリやクレジットカード、コン

ビニエンスストアなどで支払いすることができます。納

税通知書が届かない場合や納期限までに納付が困難な場
合など、納税について詳しくはお問い合わせください。
■問合先

中津県税事務所（☎22-2920）

市有地を売却します
■参加資格
■申込方法

個人でも法人でも参加できます。ただし、市税に滞納がある場合は参加できません。
窓口で申込書を提出 ※電話・郵送による申込みは不可
■申込場所 市役所 3階 財政課管財係

①市が保有している下記の市有地を一般競争入札で売却します。

豊前地域職業訓練センター（豊前市大字八屋1926番地）
訓練期間
6月25日㈯・26日㈰
6月6日㈪〜8日㈬
6月16日㈭・17 日㈮
6月29日㈬〜9月14日㈬
〈水曜日開講 計12回〉
6月6日㈪〜17日㈮
〈月・水・金曜日開講 計6回〉
6月20日㈪〜7月1日㈮
〈月・水・金曜日開講 計6回〉
6月4日㈯〜18日㈯
〈土曜日開講 計3回〉

3月分（前年比）
3（−1)

火災
救急

令和4年度 第1回 自死遺族のつどい（無料・要事前申込)

6月1日㈬

20人

大分地方法務局中津支局（☎22-0584）

講座名
ガス溶接技能講習
アーク溶接特別教育
研削砥石取扱い作業特別教育

個人課税部門（☎22-3113）

救助

6月2日㈭

・軽自動車税 全期
・国民健康保険税 2期
【口座振替が便利です】

消防車・救急車の出動件数（令和4年3月）

中津税務署

法人課税部門（☎22-3114）

■日時

月の
納期

お 知 ら せ

する情報を掲載しています。

（氏名・住所・生年月日・電話番号を記載）

豊前地域職業訓練センター職業訓練のご案内
■場所

制度の概要、Q＆Aや申請手続に関
■問合先・申込先

・中津市役所本庁 代表（☎22-1111）
・三光支所
（☎43-2050）
・本耶馬渓支所
（☎52-2211）
・耶馬溪支所
（☎54-3111）
・山国支所
（☎62-3111）

5

の「インボイス制度特設サイト」に

■申込期限

成人400円、高校生以下200円

■持ち物・服装

■定員

各12人

中津合同庁舎 3階 共用会議室(大字中殿)

催 し 物

山国町槻木

■集合・解散場所
■料金

■定員

■場所

新博多町商店街振興組合（☎23-4485）

講座・教室・講習会

■講師

10時 〜11時30分、13時〜14時30分

新博多町アーケード周辺

■問合先

■日時

6月22日㈬・23日㈭

■時間

◎国税庁ホームページ（右QRコード）

な店舗が商店街に並びます。毎月第4日曜日は南部自由

■場所

5月25日㈬・26日㈭

い。定員になり次第、締切りとなります。

南部自由市場（毎月第4日曜日開催）

5月22日㈰

■開催日

※各開催日の前日16時までにお電話でお申し込みくださ

清掃施設課（☎23-3329）

募 集

■日時

情報ボックス

早めの登録を受けることで、取引先へのお知らせがス

問合先

■日時 平日の9時〜17時（年末年始除く）
■場所 市役所 別棟2階
■内容 厚生年金･国民年金の制度、加入記録、年
金見込額の相談や年金請求、諸変更届の受付など
【街角の年金相談センター中津からのお願い】
街角の年金相談センター中津では、電話での相
談は受け付けていません。予約専用電話で相談日
をご予約ください。なお、市役所からはおつなぎ
できません。ご協力をお願いします。
■問合先

◎中津市クリーンプラザ（焼却能力100t /日）

排ガス中のダイオキシン類測定結果

相 談

土地の表示

地目

地積(㎡)

用途地域

最低売却価格

山国町宇曽字市場1235番1 外5筆

雑種地

6967.09

無指定地域

13,380,000円

■入札方法 公開入札(上記表示の最低売却価格以上の価格で最高価格で入札した人を落札者とします。)
■申込期間 5月16日㈪〜5月31日㈫ 9時〜17 時(土日祝日を除く)
■入札日時 6月13日㈪ 10時〜
■入札場所 市役所 4階 研修室
※入札当日は、各自が入札する金額の100分の5以上の入札保証金の納付が必要です。落札者以外が納付した入札保
証金は落札者決定後、お返しします。
②市が保有している下記の市有地を先着順で売却します。
土地の表示

地目

地積(㎡)

大字大塚字塩浜541番4

宅地

163.18

■申込期間

5月16日㈪〜9月30日㈮

用途地域

非線引都市計画区域、
第一種住居地域

最低売却価格

3,296,236円

9時〜17時(土日祝日を除く)

※申込書など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

■問合先

財政課（☎62-9873）
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乳がん検診・子宮頸がん検診・大腸がん検診・骨密度検診（要予約）
■日時・時間・場所・予約期間
日時

時間

場所

6月28日㈫

9時〜10時30分

7月5日㈫

10時〜10時20分

上秣営農集団研修センター

7月6日㈬

9時〜11時

三光コミュニティーセンター

三保交流センター

9時〜9時20分

6月6日㈪〜6月10日㈮

上深水多目的集会所

11時10分〜12時

■検診内容

予約期間

6月13日㈪〜6月17日㈮

真坂活性化センター

対象

乳がん検診

30歳以上の
女性

子宮頸がん
検診

20歳以上の
女性

子宮頸部の細胞診・内診による検査

【69歳以下】1,000円
【70歳以上】無料

大腸がん
検診

40歳以上の
男女

便潜血検査

【69歳以下】500円
【70歳以上】無料

骨密度検診

20歳以上の
男女

かかとの骨の超音波検査

検査

料金

【30〜39歳】乳房超音波検査
【40歳以上で偶数年齢】マンモグラフィー検査
【40歳以上で奇数年齢】乳房超音波検査

【69歳以下】1,000円
【70歳以上】無料

1,650円

電話または電子申請

▲電子申請

送迎付きの特定健診・がん検診(日帰り・要予約)
健診当日の午後に検査結果がわかり、無料の昼食や温泉も利用できます。健診機関に直接連絡し、案内に従っ
て受診してください。検査内容・料金など、詳しくは予約時にお問い合わせください。
■健診実施機関 大分県厚生連健康管理センター（別府市）
■予約先 大分県厚生連健康管理センター（☎0977-23-7112 ※10時〜17時）
■6月〜7月の送迎日程
(定員各日30人)
※希望日の3週間前までに電話でご予約ください。
健診日
送迎場所
※送迎を利用しない場合は、令和5年3月31日㈮ま
本耶馬渓支所
6 月10日㈮
で受診できます。
6月6日㈪
※8月以降の送迎日程は、後日お知らせします。
耶馬溪支所
7月8日㈮
6月21日㈫
7月19日㈫
7月1日㈮

□特定健診

□胃がん検診

□前立腺がん検診

□肝炎ウイルス検診
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山国支所
三光コミュニティーセンター

◎問診時、オプション検査(有料)追加・変更を
相談できます(胃カメラ検査は事前希望制のた
め、健診日の1週間前までにご連絡ください)。

《下記の項目を受けられます》

□後期高齢者健診

□大腸がん検診

□ 20 代 30 代健診

□子宮頸がん検診

□結核・肺がん検診

□乳がん検診

□骨粗鬆症検診 (40・45・50・55・60・65・70 歳の女性 )

□胃がんリスク検診 (40・45・50・55・60・65・70・75 歳 )

2022. 5. 15

離乳食のすすめ方や作り方などについての教室で
す。栄養士との講話と試食があります(試食は保護者
のみ)。
■対象 5か月〜8か月児
■日時 6月17日㈮ 14時〜15時
■場所 三光コミュニティーセンター
■予約開始日 5月16日㈪
▲電子申請
■予約方法 電話または電子申請

※ 令和5年3月31日時点の年齢です。

検診名

■予約方法

離乳食講習会(無料・要予約)

健康ガイド
■問合せ・予約先
地域医療対策課（☎22 -1170）
◆健診の日程については、市ホーム
ページをご覧ください。
中津市

歯周病検診(要予約)

歯周病は、糖尿病や心疾患など、全身に影響を及ぼ
す病気です。歯周病検診を受けて、歯と健康を守りま
しょう。
■対象 40歳以上の中津市民
※令和5年3月31日時点の年齢です。
■日程・予約期間
日程

歯科医院名

予約期間

5月16日㈪
〜 6月9日㈭

6月12日㈰

池部歯科
(下池永)

6月19日㈰

ゆうだ歯科クリニック
(大悟法)

5月23日㈪
〜 6月16日㈭

6月26日㈰

森田歯科クリニック
(永添)

5月30日㈪
〜 6月23日㈭

■料金 【40〜69歳】500円【70歳以上】無料
■定員 1日4人(10時、11時、14時、15時)
■持参物 本人確認ができるもの(運転免許証など)
■予約方法 電話または電子申請

▲電子申請

検索

健診日程表

乳幼児健診
健診日程

健診の対象児

6月7日㈫

4か月児

6月21日㈫

1歳6か月児
（令和2年12月生まれ）

6月28日㈫

3歳6か月児
（平成30年12月生まれ）

6月14日㈫

7か月児

■受付時間 12時30分〜14時
対象者は個別に郵送で通知します。
■場所 三光コミュニティーセンター
※体調不良などで当日受けられない場合は、2〜3か
月以内に受けてください。

妊婦・赤ちゃん健康相談

■日時 6月23日㈭ 13時30分〜14時30分
■場所 鶴居コミュニティーセンター
■内容 妊婦相談、赤ちゃんの身長・体重測定、育児
相談、栄養相談
■持参物 母子健康手帳・バスタオル
※校区に関係なくお越しください。

6 月1日〜7日は「HIV 検査普及週間」です
近年、全国の新規HIV感染者とエイズ患者数は、年間約1,000 件程度で推移しています。現在では
HIVに感染しても、早期発見・早期治療によりエイズ発症を遅らせることができるようになりました。
感染しているかどうか判断できるのは検査だけです。一度検査を受けてみませんか？
◎北部保健所では「HIV夜間検査（匿名検査）」を実施します（無料・要事前申込）。
■対象 HIV感染の心配がある人
■日時 6月7日㈫ 17時〜19時
■場所 県北部保健所
■定員 10人
問合せ・申込先

県北部保健所 地域保健課（☎22-2210）
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