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大分市の面積と人口
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愛媛・大分両県の自治体同士でお互いの地域の魅力を紹
介し合う取り組みを行っています。豊予海峡を挟んだ海の向
こうに目を向けてみましょう！ ( 次号は愛南町です )
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229,434人（－399）

市報クイズ

○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
愛媛・大分交流 市町村コラボ企画
豊予交流 今回の市町村は、
鬼をテー
マにしたまちづくりに取り組んでいる
「●●●」

鬼北町の概要
鬼北町は、愛媛県西南地域の内陸部に位置する、人口約9,900

人の自然豊かなまちです。西部を除き標高1,000ｍ級の山岳に囲
まれており、古来より鬼ヶ城山系の北に面する一帯を「鬼北」と呼

鬼北町

ばれていたことから、平成17年に広見町と日吉村の合併により

「鬼北町」が誕生しました。全国で唯一、自治体名に「鬼」の字が使
われている鬼北町は、鬼の巨大モニュメントの設置や鬼嫁コンテ
ストなど鬼をテーマにしたまちづくりに取り組んでいます。

鬼のまちづくり

鬼北町の特産品
愛媛県一の生産量を誇る鬼北町の柚子。ポン酢や焼

き菓子などゆずを使った加工品も豊富にあり、秋の収
穫時期には、柚子の爽やかな香りがまちに漂います。

▪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、
5月15日㈯
〈消
印有効〉
までに広聴広報課
（〒870-8504
荷揚町2-31 ☎537-5713）へ。正解
者 の 中から抽 選 で、市 美 術 館 特 別 展
「MINIATURE LIFE展2 田中達也 見立
ての世界」
ペアチケットを3組にプレゼン
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。
4月1日号「市報クイズ」の答え
2月14日～26日に、
市内で合宿、
市民との交流事業を行ったのは？
ン ○
シ ○
ン ○
グ
エ ○
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「 フ

1,000ｍ級の山岳に囲まれた鬼北町は、原木生しいた

（サーブル競技）
日本代表」

けの栽培も盛ん。原木で育てられたしいたけは、肉厚で

ジューシー。
菌床しいたけよりも豊かな風味を持ちます。
鬼北熟成雉は、野趣あふれる濃厚な旨味が特徴。町内

の８軒の農家がキジを育てており、低温熟成、急速冷凍

などを行い、きじ肉の旨味を最大限に引き出した上で
販売しています。
© 竹谷隆之 / 鬼北町
おにおうまる

▲鬼王丸

き ひめ

▲柚鬼媛

香典返し寄付

にいるのは、筋骨隆々で凄みをきかせた表情の鬼王丸。
学業成就、恋愛成就、金運アップの願いを叶えるとさ
れ、道の駅内の宝くじ売り場では高額当選が続出して

▲きじ肉

います。

もう１つの巨大モニュメントは、道の駅「日吉夢産

地」にいる「柚鬼媛」。抱きかかえる子どもは、幼きころ
の鬼王丸です。家内安全、縁結び、安産祈願の願いを叶
えるとされています。

そのほかにも店舗や倉庫などの外壁にユニークな鬼

が描かれた「鬼のウォールアート」など、町内の至るとこ

鬼北町企画振興課

▲しいたけ

地域活力創出係

▲ゆず

☎ 0895- 45 -1111

※上記の記事は鬼北町が作成しました。内容の詳細については鬼北町企画振興課までお問い合わせください。
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善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ

▪宮﨑惠美子(寒田北町)

大モニュメントがあります。道の駅「森の三角ぼうし」

お問い合わせ

敬称略

◎社会福祉協議会へ
篤志寄付

鬼北町にある２つの道の駅には、それぞれに鬼の巨

ろで、
さまざまな表情をした鬼と出会うことができます。

善意の泉

▪明治安田生命保険相互会社 大分支社
▪キクチ種苗株式会社
▪原優梨子

© 海洋堂 / 鬼北町
ゆ

06

人

▪大分地区 神野順子(長谷町)/後藤 美
子(曲)/安部眞(日岡)/稲垣忠信(生石港
町)/吉本征子(明野高尾)/齊藤岳志(明野
東)/上田美智(中津留)/三重野隆(椎迫)
▪鶴崎地区 佐藤國廣(松岡)/津田政史(横
尾)/渡邊久美子(宮河内)/三藤伸尚(西鶴
崎)/竹下行恵(松岡)/村瀬勇(三佐)/篠田
哲也(森町)
▪大在地区 梅田吉人(汐見)
▪坂ノ市地区 明年勝(丹川)/白石邦男(佐
野)/上野国彦(久原中央)/平山洋子(久土)/
小手川誠一(佐野)/阿部里子(坂ノ市南)/上
田徳太郎(一木)
▪大南地区 後藤政見(河原内)
▪稙田地区 瀬崎義則(高瀬)/佐藤栄一郎
(寒田)/麻生理(国分)/鹿野礁(寒田)/森
芳子(松が丘)
▪佐賀関地区 渡邊誠(志生木)/石﨑忠重
(一尺屋)/久々宮浩之(本神崎)
▪野津原地区 和田敏文(野津原)/佐藤政子
(下原)
▪市外 髙野俊男(臼杵市)/三浦久子(臼杵
市)
以上3月15日受付分まで

〈住民基本台帳人口〉
口 477,448人（－745）

女

248,014人（－346） 世帯数 225,511世帯（+444）

2021OITA さつき就職フェア
▪日時：5月12日㈬ 午前10時30分～
午後5時30分
▪場所：トキハ会館5階 ローズ・カト
レアの間（府内町二丁目）
▪内容：ブース形式による企業面談会
▪対象：4年3月大学等卒業予定者、既
卒3年以内求職者
▪その他・問 事前予約優先。申込方
法など詳しくは、
（公財）県総合雇用
推進協会（☎532-8486）
へ。

要約筆記者養成講座
（手書き・
パソコンコース）
受講者募集
▪日時：5月22日～12月25日（土曜日、
全21回） 午前10時～午後3時
（初回
のみ午前9時30分～）
▪定員：20人（先着順）
▪その他：申込方法、受講料など詳しく
は、お問い合わせください。
▪場所・問 県聴覚障害者協会（大津町
一丁目 ☎551-2152）

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
▪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
▪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
▪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
▪日時・場所：① 5月 22日㈯ 午後 1時
～3時30分 鶴崎市民行政センター、
6月 10日㈭ 午後 1時～3時 30分
大分西部公民館 ②5月22日㈯ 午
後 1時～3時 30分 鶴崎市民行政セ
ンター ③ 5月 29日㈯ 午後 1時～
4時 いきいき健康館（大手町）
▪定員：①各6組 ②12組 ③17人
※いずれも先着順
▪申込み・問 電話で、5月6日㈭から
県助産師会（☎534-0753）
へ。

2021年度銃砲刀剣類登録審査会
▪日時：5月～4年3月の奇数月第2水曜
日（1月のみ第3水曜日） 午後1時～
4時30分受付
▪場所：県庁舎別館8階 84会議室
問 県文化課（☎506-5498）
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講座＆教室

海部古墳資料館
「勾玉作りに挑戦」
▪日時：5月30日㈰ 午前10時～正午
▪定員：12人 ( 先着順 )
▪参加料：300円（材料費）
▪その他：小学4年生以下は要保護者
同伴
▪申込み・場所・問 電話で、5月1日㈯
～29日㈯に海部古墳資料館（大字里
☎524-2300）
へ。

04 街のホット情報
自死遺族のつどい
▪日時：6月3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、5月28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 ☎5 4 1 6290）
へ。

第32回豊の国ねんりんピック
ミニバレーボール大会
無料
チーム募集
▪日時：6月6日㈰ 午前9時30分
▪場所：こうざき小学校 体育館
▪対象：◦男性…昭和37年4月1日以前
に生まれた人 ◦女性…昭和39年4
月1日以前に生まれた人
※昭和43年4月1日以前に生まれた
女性は1チーム3人まで可
▪申込期限：5月25日㈫
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
県ミニバレーボ ール 連 盟 加 藤（☎
090-8918-3306）
へ。

中途失明者自立生活のための
無料
生活訓練受講者募集
▪日時：6月～4年3月（月2回） 午前
10時～午後3時
▪内容：点字・パソコン講習、歩行訓練、
福祉用具の使用法、日常生活動作訓
練など
▪対象：市内居住の20歳以上で、中途
失明者および視覚を失う恐れのある
人
▪申込み・問 電話で、5月31日㈪まで
にむくどり文庫（J:COM ホルトホー
ル大分内 ☎543-2033）
へ。
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