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【4月末日現在】

大分市の面積と人口

男

229,921人（＋317）

開館から20年を迎える大分市美術館は、大分ゆかりの作家による

※（

数多の芸術作品にふれられる、“アートの源泉”。

市報クイズ

その所蔵品の中から、市にゆかりのある作品や芸術家を
シリーズで紹介します。

）は前月比

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
大分市美術館
の
所蔵品

単純ながらも
洗練された、美しい鮎の姿

第１回

福田 平八郎「鮎」〈1958 年〉
泳いでいる５匹の鮎。右上の２匹は、まるで何

美しさが特徴です。

かを話し合っているようです。この作品を描い

「写生の虫」と呼ばれ、常日頃からデッサンの

たのは、市出身の日本画家、福田平八郎（1892年

修練を怠ることがなかった福田は、特に釣り好

～1974年）
です。

きで知られ、水辺の草花や魚をはじめとするさ

福田は、1961年に文化勲章を受章し、郷土大
分の名誉市民第１号となった人物。翌年に福田

まざまな生き物の様子を丹念に描写し、対象を
客観的に捉え、作品に結実させていきました。

が、市に寄付金を贈ったことがきっかけで、現在

釣り好きの福田らしいこの作品は、描く対

の “ ｢福田平八郎賞｣大分市小 ･ 中、特別支援学校

象の色彩や形態を単純化して、独自の視線で

図画展 ” が始まりました。

画 面 に 再 構 成 し、写 実 と 装 飾 を 融 合 さ せ て

青の淡彩のみで水を表現した背景と、写生に

いった時期の特徴がよく表れており、1950年

基づきながらも、デフォルメされた５匹の鮎が

代の代表作に位置付けられるものだといわれ

描かれており、洗練された鮎の姿と、清流の青の

ています。

肥後藩の参勤交代に用いられ、
海舟・龍馬が通った街道は
「● ● 街道」
▪応募方法
はがきに、答え、住所、氏名、年齢、
電話番号、市報の感想を記入し、
6月
15日㈮〈消印有効〉までに広聴広報課
（〒870-8504 荷揚町2-31 ☎5375713）へ。正解者の中から抽選で、おお
ばを使った特産品セットを3人にプレ
ゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。
5月1日号「市報クイズ」の答え
高崎山自然動物園の入り口と
サル寄せ場を結ぶモノレールは
「 さ る っ こ レール」

○○○○

善意の泉

敬
称
略

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪婦人ゼミナール・コレジオ
▪幾留勲
（北下郡）

社会福祉協議会へ
篤志寄付
▪山田美津枝(田川市)

香典返し寄付
▪大分地区

半澤久美子(大津町)/小倉栄

治(下郡北)/遠塚伴明(庄の原)/友豊(寺
崎町)/清水英美(岡)/安部公敏(西春日町)/
佐藤サツキ(羽田)
▪鶴崎地区

佐々木彰子(常行)/筒井三友

(松岡)/牧靖祐(猪野)/山村公任(葛木)/

この作品は、コレクション展会場で７月８日㈰まで展示しています。

杉島都子(鶴崎)/佐土原正博(森町)/山本
昇(西鶴崎)
▪大在地区

月岡芳年
《風俗三十二相 うるささう 寛政年間 処女之風俗》
１８８８年
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姫野公代(大在浜)

▪坂ノ市地区
開催中の展覧会

特別展

▪大南地区

7月1日㈰まで

アートになった猫たち展

現代アートから江戸の浮世絵、海外作家にいたるまで幅広く登場する猫の
ひ

作品を展示。今も昔も、人を惹きつける猫の魅力をご堪能ください。

☎554-5800
午前 10 時～午後 6 時

（入館は午後 5 時 30 分まで）

休館日
観覧料

一般

800円

高校生・大学生

600円

中学生以下

無料

毎週月曜日

（祝日・休日の場合はその翌日）
※第１月曜日は開館し、
翌日が休館。
ただし６月５日㈫は開館。

瀨

二(佐野)

後藤ミツ子(中戸次)/中山祐

治郎(上判田)/朝來浩三(下戸次)
▪稙田地区

東島佐智子(ふじが丘)/堤静

雄(宮苑)/渡邉隆義(廻栖野)/薬師寺喜代
子(田尻)/佐藤博文(岡川)
▪佐賀関地区

中村悟(佐賀関)/白石茂雄

(志生木)
▪野津原地区

人

積 502.38㎢

面

村上良一(野津原)
以上4月15日受付分まで

〈住民基本台帳人口〉
口 478,678人（＋456）

女

248,757人（＋139） 世帯数 219,631世帯（＋988）

新規大卒者等向け
合同企業面接会

無料

▪日時：6月3日㈰ 午後1時～4時（受
付は正午～）
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワ
ー5階 孔雀の間（高砂町）
▪対象：大学などの31年3月卒業予定者
問 （公財）県総合雇用推進協会（☎
548-5771）

第13回食育推進全国大会
in おおいた
▪日時：6月23日㈯・24日㈰ 午前10時
～午後5時 ※24日㈰は午後4時まで
▪場所：J：COM ホルトホール大分お
よびその周辺
▪内容：食に関するシンポジウム、郷土
料理などの販売、体験コーナーなど
問 県食品・生活衛生課
（☎506-3058）

甲種防火管理再講習
▪日時：7月11日㈬ 午後1時～4時
▪場所：県教育会館（大字下郡）
▪内容：防火管理対策や防火管理に関
する消防法令などの改正概要
▪対象：収容人員300人以上の特定用
途防火対象物の防火管理者
▪定員：80人（先着順）
▪受講料：6,500円（テキスト代など）
▪申込み・問 直接またはファクスで、
6月11日㈪～18日㈪に（一財）県消
防設備安全協会（長浜町二丁目 ☎
537-3125
537-3139）
へ。

ハッピーファミリー応援教室
無料
「孫育て応援教室」
▪日時：7月14日㈯ 午後1時～4時
▪場所：稙田市民行政センター
▪内容：昔と今の子育て、遊びとおもち
ゃ、子どもの事故と対処法など
▪定員：25人（先着順）
▪申込み・問 電話で、6月4日㈪から
県助産師会（☎534-0753）
へ。

生活の不安や心配ごとの相談は
自立生活支援センターへ
（☎547-8319）
自立生活支援センター（J：COM ホル
トホール大分4階 市社会福祉協議会
内）では、市内居住の生活困窮者（生活
保護受給者は除く）
を対象に、専門の支
援員が相談に応じます。一人で悩みを
抱え込まずに、
まずはご相談ください。

講座＆教室
Ｕ-40建築家展2018ワークショップ
親子で星のドームをつくろう！
▪日時：7月8日㈰ 午前10時～正午
▪場所：アートプラザ2階 研修室
▪対象：小学生とその保護者
▪定員：20組（多数時は抽選）
▪参加料：500円（材料費）
▪申込み・問 電話で、6月22日㈮ 午
後6時までにアートプラザ（☎5385000）へ。

情報学習センターの教室
はじめてのiPad
▪日時：8月3日㈮ 午後2時～4時
▪対象：iPadを使ったことがない人
▪定員：10人（多数時は抽選）
▪受講料：300円
▪申込み・場所・問 直接または電話、
はがき、ファクス、Eメールで、住所、
氏名、電話番号、教室名を記入し、7
月20日㈮〈必着〉までに情報学習セ
ンター（〒870-0851 大石町一丁
目3組 ☎545-8616
545-5065
omc@hyper.or.jp）へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

国民年金保険料は
口座振替が便利です
国民年金保険料は、口座振替で納める
ことができ、まとめて前納すると、割引が
適用されます。手続きは、金融機関、郵便
局、
大分年金事務所で受け付けています。
▪持参するもの：年金手帳、通帳、金融
機関届出印
問 大分年金事務所（☎552-1211）

衛生管理者試験受験準備講習会
月

日

二種 6月28日㈭・29日㈮
一種 7月7日㈯・8日㈰

時

間

午前9時～
午後5時

▪その他：受講料や申込方法など詳し
くは、県労働基準協会（由布市挾間町
☎583-4686）
へ。
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