【12月末日現在】

Oita×Art

大分市の面積と人口

男

230,079人（＋30）

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

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！

シリーズで紹介します。

滝尾小学校の床材で利用された木材は
「● ● ● 」

大分市美術館
の
所蔵品

雪が降り積もった奥深い山中の
冬景色。寒々とした川沿いの道を、
くち

「豊後南画」の正統を伝える
気力あふれる充実作

ロバに乗った旅の一行が詩句を口

ずさみながら、対岸に見える友人の

第５回

家へと歩を進める情景が描かれて
います。

ぶ

作 者 の 帆 足 杏 雨（1810－1884）

ん

は、臼杵藩領戸次市村（現大分市）の
大庄屋 帆足家の出身で、江戸時代を
た の む ら ちくでん

ご

代表する南画家 田 能村竹 田（1777

な

－1835）に直接指導を受けた数少な

ん

い画人です。師の柔らかく繊細な墨
線を受け継ぐ一方、中国画の学習を

が

通し、力強い画面構成と明るく澄ん
だ彩色による、独自の画風を確立し
ました。そしてウィーン万博に作品
を出品するなど、幕末から明治期に
ちくでん

その名声は高まり、竹田の時代から
近代へと続く、大分地方で栄えた「豊
後南画」の展開に大きな影響を与え
ました。

ちくでん

本作は師の竹 田が没した2年後、
結婚し本家から独立した頃の作品
で、元は六曲屏風の一部として仕立
ごふん

てられていたもの。紙の白地と胡粉
を巧みにあやつり、見事に雪景色を
表した筆速のあるダイナミックな山
ちくでん

水画で、竹田の正統な後継者として
活躍を始めた杏雨の気力の充実を感
じさせる秀作です。

ほ あ し きょうう

せっけい ぎ ん べ ん ず

帆足 杏雨「雪渓吟鞭図」〈1837 年頃〉

開催中の展覧会

２月24日㈰まで

開館20周年記念特別展

を感じ取り、表現の場を限定することなく活躍し続ける
“蜷川実花”の作品世界を体感することができます。
earthly flowers,heavenly colors(2017)
©mika ninagawa,Courtesy of Tomio Koyama Gallery
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観覧料

一般

1,200円

高校生・大学生

900円

中学生以下

無料

1月1日号「市報クイズ」の答え
新春企画のゲスト、高橋尚子さんが
2000年シドニーオリンピックで
獲得したメダルの色は

○

「 金 メダル」

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

☎554-5800
午前10時～午後6時

（入館は午後5時30分まで）

２月の休館日

12日㈫・18日㈪・25日㈪

女

249,018人（±0）

世帯数 220,516世帯（＋57）

大分年金事務所からのお知らせ
（☎552-1211 自動音声案内2→2）
◎30年10月2日以降に国民年金保険料
を初めて納付された人へ
日本年金機構から社会保険料控除証
明書が2月上旬に送付されます。証明
書が届かない人は、大分年金事務所へ
ご連絡ください。
◎国民年金保険料は前納制度を利用す
ると割引が適用されます
前納制度は、
口座振替、
現金、
クレジット
カード納付から選べ、
2年間で1万5,000円
程度の割引になる2年前納の他に、1年
前納、6カ月前納もできます。口座振替
とクレジットカード納付の翌年度分の
申込期限は、2月28日㈭までです。

各司法書士事務所で、遺産分割や遺
言などの相談を受け付けます。
▪期間：2月1日㈮～28日㈭ 午前9時～
午後4時 ※11日㈪、
土･日曜日を除く
問 県司法書士会（☎532-7579）

大分トリニータ試合運営
ボランティア募集

▪菱甲産業株式会社
▪府内城を復元する会
▪鬼塚電気工事株式会社
▪三信産業株式会社

社会福祉協議会へ
篤志寄付

▪宮﨑惠美子(寒田北町)

香典返し寄付

▪大分地区 村山正子(浜町東)/奥田陽子
(今津留)/工藤章英(錦町)/稲葉孝博(田
ノ浦)
▪鶴崎地区 穴井誠(松岡)/戸髙猛夫(森)/
澁谷義人(松岡)/後藤末子(乙津)/竹村弘
子(常行)
▪大在地区 姫野かおる(角子原)
▪大南地区 三浦伯明(竹中)
▪稙田地区 相澤弘己(田原)/久下房子(小
野鶴)/古賀道夫(ふじが丘)/許斐艶子(星
和台)
▪佐賀関地区 若林靖(一尺屋)/佐藤礼子
(本神崎)/山﨑清治(志生木)

2019.9.20
開幕まであと

〈住民基本台帳人口〉
口 479,097人（＋30）

2月は
「相続登記はお済みですか
無料
月間」
です

ラグビーワールドカップ 2019™

本展では、「虚構と現実」というテーマを切り口に、多様
な方向から表現・制作された作品を紹介。時代の最先端

▪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、
2月15日㈮
〈消印有効〉までに広聴広報課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5713）
へ。
正解者の中から抽選で、
南蛮菓子詰め合
わせセットを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。

以上12月13日受付分まで

蜷川実花展 －虚構と現実の間に－

15

）は前月比

人

積 502.38㎢

面

Fri.

（２月１日現在）

231日

™© Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved.

▪活動日：大分トリニータホームゲーム
当日
▪活動場所：主に大分銀行ドーム
▪活動内容：チケットもぎり、観客誘
導、会場設営作業・美化活動など
▪対象：高校生以上で、年間5試合以上
活動できる人（高校生は保護者の同
意が必要）
▪説明会：⃝日時…2月17日㈰ 午後1
時～ ⃝場所…大分銀行ドーム
▪申込み・問 はがきまたは電話、ファ
クス、
Eメールで、住所、氏名、年齢、電
話番号、メールアドレスを、大分トリ
ニータボランティア事務局（〒8700126 大字横尾1629 ☎554-2250
554-2280
vol@oita-trinita.co.
jp）
へ。

日曜園芸教室

▪日時：3月～7月の原則第1または第2
日曜日（全5回） 午前9時～正午
▪場所：大分南部公民館（大字曲）
▪内容：朝顔・菊・盆栽の作り方
▪会費：4,000円（テキスト代含む）
▪申込み・問 電話で、市花卉同好会
後藤（☎569-5257）
へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

ハッピーファミリー応援教室

無料

①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
もく
方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
よく
浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
③孫育て応援教室
▪時間：午後1時～4時
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐浴の
させ方、子どもの事故と対処法など
▪月日・場所：①②2月9日㈯ 大分西
部公民館 ③3月16日㈯ 鶴崎市民
行政センター ※①②は教室参加者
の交流会もあります。
▪定員：①12組 ②17組 ③25人（い
ずれも先着順）
▪申込み・問 電話で、①②は2月4日
㈪から、③は2月7日㈭から県助産師
会（☎534-0753）
へ。
無料
経済講演会
「大分の新時代に向けて－産業活力
創造と"OITA4.0"の加速について－」

▪日時：2月21日㈭ 午後4時～5時
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワー
3階 紅梅の間
（高砂町）
▪講師：高濱 航氏（県商工労働部長）
▪定員：100人（先着順）
▪申込み・問 電話で、
2月1日㈮～20日
㈬に市工業連合会
（☎569-1234）
へ。

自死遺族のつどい

無料

▪日時：3月1日㈮ 午後2時～4時
（午後1時30分受付開始）
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問 電話で、
2月22日㈮
までに県こころとからだの相談支援セ
ンター
（大字玉沢 ☎541-6290）
へ。

県立農業大学校就農準備研修生募集
▪研修期間：4月5日㈮～2020年3月4日㈬
▪対象：県内で就農を希望する人
▪定員：20人
▪申込期限：2月18日㈪
問 県中部振興局(☎506-5796）
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