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昨年度の創業実績の
約４分の１は女性起業家 !!

センター長
櫻木 祐宏さん

おおいたスタートアップセンター
～あなたの創業をサポートします～
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おおいたスタートアップセンターの紹介

充実したセミナー・イベント

利用者にとって、居心地よく刺激し合える空間となっています。

※おおいたスタートアップセンターの利用とセミナーの参加には、会員登録と負担金が必要です。

地域に雇用を生み出し、新たな経済活力の源となる“創業”。
県では、平成27年度から３年間で1500の企業を立ち上げようと、昨年６月、大分市に創業支援の拠点として

「おおいたスタートアップセンター」を開設しました。
昨年度は、金融機関や商工団体等と連携した支援により513件の創業が実現しました。
魅力ある仕事づくりを進め、仕事が人を呼び、人が仕事を呼ぶ循環を生むことでまちの賑わいや地域の元気につ
なげます！

自分の店を持ちたい、起業した会社をもっと成長させたい等それぞれのニーズに合わせた
セミナーやイベントを開催しています。
昨年度は県内各地で155回開催し、延べ2,573人が参加！ 今年度も更なる充実を図ります。

県民ひろば県民ひろば

机１つから始
める個人起業
家、起業準備
者向けブース。

民間・市町村・商工団体等と連携し、それぞれが得意とする
ノウハウやアイディアを活用したセミナーを実施しました。
一般・若者・女性を対象にしたセミナーを県内各地で開催し

たほか、創業の基礎知識について学ぶ ｢ロングランセミナー｣を
毎週火曜日に行いました。今年のロングランセミナーは、約１年
にわたって40回実施する予定です。

創業支援の専門家を養成する
「ＩＭ（インキュベーション・マネ
ジャー）研修」を大分県で初めて実
施しました。
昨年度は、計21名が研修を修
了し、創業希望者をサポートする
身近な相談窓口として県内各地で
活躍しています。

起業家のビジネスプランをさらに磨く場とし
て約３カ月の集中セミナー「スタートアップ道
場」を開催しました。大学教授による講義や先
輩起業家による講話、合宿や交流会等を行いま
した。
道場修了者の中から、ビジネスコンテストで

表彰された方や、県外、世界に挑戦する力強い
起業家が続々と出てきています。 問　 おおいたスタートアップセンター

☎097－534－2755

❶❶

創業したい！創業したい！

創業したい人を応援したい！創業したい人を応援したい！ 会社をもっと成長させたい！会社をもっと成長させたい！

わたしたちは、
県内どこからで
も、いつもいつ
も起業家が湧き
出してくるよう
な状態を作り出
したいと考えて
います。
スタッフ一同、

今後も大分県と
いう地域の未来を大きく明るくデザ
インしていく活動をしていきます。
皆様のご支援とお力添えを引き続

きお願いします！

所 在 地／大分市東春日町17－20
大分第２ソフィアプラザビル5Ｆ

受付時間／平日９：00～19：00
　　　　　（土・日・祝祭日は閉館）

ブース

セミナーやワー
クショップを定
期的に開催。

セミナールーム

３～４人程度
の小規模な企
業用の貸しオ
フィス。

個　室

仲間とのディスカッション
や相談対応スペース。

交流スペース
４名のスタッフが
あなたの挑戦と情
熱を応援します。
創業のあれこれ、
お気軽にご相談く
ださい。

事務室

ロングランセミナー

温泉も創業も日本一の
大分県　 を目指します！ !!
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その他のワークショップ・イベントについては｢OPAM　イベント｣で検索！

５月13日㈮ 九重町・玖珠町・日田市 ６月14日㈫ 宇佐市・中津市

OPAMで　 みんなの土曜アトリエ
～ワクワク・ドキドキがいっぱい～

！

問

問

県政ふれあいトーク　知事通信 検索

びび友の会 検索

　大分県立美術館  ☎097－533－4500

　（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団  ☎097－533－4025

大分県立美術館OPAMでは、作品を見るだけ、話を聞くだけではなく身体を動かしてアートに親しむ体験型
ワークショップを開催しています。
未就学児から一般の方を対象に開催される “みんなの土曜アトリエ・体験から鑑賞まで”は、身近な題材を使った
遊びや作品制作と、展示室の作品を見て楽しむことを組み合わせたワクワク・ドキドキのワークショップです。

そのほかにも、学芸員が解説する鑑賞ツアーやより深く学びたい人のための
美術講座、誰でも気軽に参加できるオープンアトリエ等を開催しています。
夏休みは、子どもも大人も楽しめる大分県立美術館へ

大分県の芸術文化をもっと楽しんでもらうため、びびメン
バーを募集しています。
大分県立美術館OPAMやiichiko総合文化センターで開催

されるイベントなどの情報を定期的に提供するほか、有料会
員にはメンバーステージに応じて企画展鑑賞割引、チケット
先行・割引販売、限定イベントの開催などの特典があります。

県民ひろば県民ひろば❷❷

クトークあい県政ふれあ県政ふれ県県政ふ政ふれあいトークあいトーククあいトーク県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク

問 広報広聴課　☎097－506－2096

知事は、下記の地域で県民の皆さんと意見交換を行いました。

みずめぐりみずめぐり ５月28日㈯５月28日㈯ ころころっちころころっち 6月11日㈯6月11日㈯
テーマは ｢水｣。ガラス板
に垂らした水に息をかけたり、
触ったり、食紅で色をつけた
りして水の様々な動きを観察
しました。ガラス瓶に注がれ
て泡になってはじける水や、

ゆっくりと動いていく水に子どもたちは興味津々。
展示室では、描かれた水の表現に注目するだけでな
く、絵の中に隠れた虫を探したり、感想を言ったりし
ながら作品を見てまわりました。

この日は、積み木を部屋いっぱいに並べ、工夫を凝らしてビー
玉の通る道やトンネルを作りました。完成した道にビー玉を転が
すと、あっちにころころ、こっちにころころ。目が離せません。
展示室では、夏をテーマにした作品を楽しみました。近い位置

から絵の具の質感を味わったり、離れて全体を眺めるなど様々な
角度から観察しました。

子育て交流拠点を
核に活動する皆さん

東奥山七福堂
保勝会の皆さん

玖珠町立
八幡小学校・中学校
の皆さん

製材業の振興に
取り組む
企業の皆さん

下恵良食育サロン
に集う皆さん

中津市ロケツーリズム
推進協議会の皆さん

大分県芸術文化友の会  びびメンバー募集８月のワークショップについて
みんなの土曜アトリエ・

体験から鑑賞まで
タ イ ト ル：GYOGYOっと水族館
内　　　容：魚の絵をたくさん描きま

しょう！ 大きく映して、
アトリエを水族館にします。

日時と対象：８月13日㈯
 午前の部：10：30～12：00
 　４歳以上の未就学児と

その保護者
 午後の部：14：00～15：30
 　小学生から一般
※いずれも当日受付、15名程度、参加費無料

夜のおとなの金曜講座・
お話から体験まで

日常の中にある美術や美術作品のお話会です。
ひとときを美術館ですごしてみませんか。

タ イ ト ル：大分県から絵の具をつくる
 「イカ墨、届きました」
内　　　容：魚屋さんにもらった大分県産の

イカ墨からつくるセピア・インク
の色で、何か描いてみませんか？ 

日時と対象：８月12日㈮　18：30～19：30
 　中学生から一般（15名程度）

※当日受付、15名程度、参加費無料

※メンバー期間は入会日から１年を経過した日の属する月の末日まで
　（MEJIROは無期限）
※MEJIROメンバーの特典は
メールマガジンのみ

メンバーステージ

年会費

KOTOBUKI

10,000円

TAKASAGO

5,000円

UME

2,500円

MEJIRO

無　料

!!
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『うみじじい』
菅　瞭三／作
福音館書店
（こどものとも　1999年8月号）
380円

８月１日㈪13時30分～

コンパルホール・文化ホール
　●講演会　　●映画上映

障がい者の理解・差別解消のための講座

まっ暗な空間を体験するイベント

８月29日㈪～31日㈬

いいちこ総合文化センター・
県民ギャラリー

子どもの人権について理解を深める

怒りの感情と上手く付き合えるように
なるための講座

８月25日㈭、26日㈮

ホルトホール大分
　●アンガーマネジメント講座
　●映画「みんなの学校」

県民講座

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

アンガーマネジメント講座

くじゅうフェス2016
開催日／８月１１日㈭  １０時～１６時
場　所／長者原園地
■問九重町　商工観光・自然環境課
☎0973－76－3150

第９回
  由布市はさま子ども夏祭り
第３８回
  由布市はさま花火大会
開催日／８月２０日㈯ 
場　所／挾間中州賀グラウンド
■問はさまこども祭り実行委員会
☎097－583－0235

リバーフェスタ in みくま川
開催日／８月２８日㈰
場　所／三隈川中の島～亀山公園周辺
■問リバーフェスタ inみくま川
　実行委員会
☎0973－24－7150

菅 瞭三は、佐伯市出身の画家・絵

本作家です。『うみじじい』は、佐伯

の海辺で過ごした子ども時代の思い

出と、子どもの頃に聞いた大分県の

民話を題材に創作されたお話です。

夏休みのある日、「サザエを捕りす

ぎたらうみじじいが怒る」というじ

いちゃんの言いつけを忘れ、夢中で

サザエ捕りを楽しむ幼い兄弟は怪物

うみじじいに遭遇します。自然の化

身らしき怪物と少年たちの姿を通し

て、自然と触れ合う感動やふと感じ

る恐れが生き生きと描かれています。

だれもが、自分らしく幸せに暮らしていけ
る社会を望んでいるはずなのに、そんな社会
づくりを阻むものが差別です。

部落差別とは、生まれた場所や住んでいる所を
理由としていわれのない差別を受け、日本国憲法

で保障された基本的人権が脅かされるという深刻な人権問題です。
「私には関係ないこと」と無関心にならず、出会うかもしれない問題、自分
の意識が問われる問題として、一人ひとりが同和問題を正しく理解しましょう。

おおいたゆかりの図書
まずは自分から

認知症サポーターに
なりませんか？
認知症は誰にでも起こりうる病気で、
65歳以上の７人に１人は発症すると
言われています。
正しい知識を持って、地域や職域で
認知症の人や家族を支援する「認知症
サポーター」の
養成講座を開催
します。
受講した方に
はオレンジリン
グを交付します。

開催日／
 ８月３日㈬ １０時～１２時
　９月１４日㈬ １９時～２０時３０分
　９月２１日㈬ １９時～２０時３０分
場　所／大分銀行宗麟館
申込方法／電話にて予約（先着80名）
問高齢者福祉課
☎097－506－2694

平成２８年度障害者就職面接会
障がいのある方を対象に県内企業と
の就職面接会を開催します。
手話通訳をつけることも可能です。
就職活動をする上で効果的なセミナー
や職業、職業訓練、職場定着援助、各
種助成金制度などの相談コーナーもあ
ります。
また、参加企業も募集しています。

開催日／９月２７日㈫
　午前の部／１０時～１２時
　午後の部／１３時３０分～１５時３０分
※午前と午後で参加企業が入れ替わります。

場　所／レンブラントホテル大分２階
二豊の間

障がい者申込方法／管轄のハローワーク
企業申込方法／
　ハローワーク大分・求人第２部門
　☎097－534－8609
問雇用労働政策課
☎097－506－3345

かん　りょう ぞう
８月は差別をなくす運動月間です。

「誰かがなくしてくれる」と思っていても差別はなくなりません。「私」自身が差別をな
くすためにどう行動するのかが大切です。まずは自分にできることから始めましょう。

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん

こころちゃんの部屋においでよ！

http://www.pref.oita.jp/site/kokoro/

市 町 村 の 催 し

こころちゃんの部屋 検索
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県 か ら の お 知 ら せ

案 内

紹介状なしで県立病院を
受診した場合の料金が
変更になります
軽い病気や小さいケガは「かかりつ
け医」が診察し、かかりつけ医が高度
な医療が必要と診断した場合は大病院
を紹介するという医療機関の役割分担
を進めるため、健康保険法等の改正が
行われました。
医療機関の機能分化を進め、質が高
く効率的な医療を実現するため、診療
所と病院を適切に使い分けましょう。

〈改正前〉
非紹介患者初診加算料　1,620円

〈平成２８年１０月１日改正〉
（初診）医科  5,000円、歯科  3,000円
（再診）医科  2,500円、歯科  1,500円

問大分県立病院医事・相談課医事班
☎097－546－7122

パスポートの申請が便利に！
県内に住民登録のある方、県外に住
民登録がある方で県内にお住まいの方
は、県内全ての市町村でパスポートの
申請ができるようになりました。
なお、大分県パスポートセンターは
業務を終了し、大分市役所本庁舎地下
１階に大分市パスポートセンターが開
設されています。

■問国際政策課
☎097－536－1786

蜜蜂を飼育している方は
飼育届の提出が必要です！
養蜂振興法により、蜜蜂を飼育して
いる方は、毎年１月末までに飼育して
いる場所や期間等を記載した飼育届の
提出が必要です。
養蜂業者や趣味で飼育されている方、
また、飼育されている蜜蜂の種類（セ
イヨウやニホンミツバチに限る）や群
の大きさに関係なく必要です。
届出をされていない方は、速やかに
飼育届の提出をお願いします。

【申請用紙】

【届出提出先】
住所を所管する各振興局

農山（漁）村振興部
問大分県畜産技術室
☎097－506－3684
各振興局 （東部） 0978－72－0409
 （中部） 097－506－5732
 （南部） 0972－22－9174
 （豊肥） 0974－63－1172
 （西部） 0973－22－2585
 （北部） 0978－32－0622

 ｢おおいた消防団応援の店｣
を募集します！
地域防災の要である消防団員に食事
の割引やドリンク一杯無料サービスな
どを提供していただける｢消防団応援
の店｣を募集しています。
消防団は日頃の消火活動だけでなく、
地震や風水災害といった大規模災害発
生時の救助・救出や警戒巡視など様々
な現場で活躍しています。大切な人・
まちを守る消防団を地域ぐるみで応援
しましょう！

応募方法／申請用紙をホームページから
ダウンロードしFAX、Ｅメールで送付。
【申請用紙】

【FAX】097－533－0930
【Ｅメール】a13560@pref.oita.lg.jp
問消防保安室
☎097－506－3158

橋の名前を募集します
平成29年度開通予定の庄の原佐野

線新大分川架橋（仮称）の名前を募集
します。
応募内容／①氏名 ②年齢 ③住所
④電話番号 ⑤橋梁名称（ふりがな） ⑥理由

※様式自由
応募締切／８月３１日㈬まで
応募方法／【郵送】
　〒８７０－８５０１
　大分市大手町３丁目１番１号
　大分県　都市・まちづくり推進課
【FAX】097－506－1778
【ＱＲコード】

問都市・まちづくり推進課
☎097－506－4648

大分県立歴史博物館特集展示
「ボヘミアングラスの輝き」
ヨーロッパを中心と
したワイングラスコレ
クションからボヘミア
ングラスなど繊細で美
しいガラス工芸の魅力
を紹介します。

会期／７月２６日㈫～１０月２３日㈰

問大分県立歴史博物館
☎0978－37－2100

募 集 催 し

大分県　養蜂振興 検索

大分県　消防保安室 検索

大分県立歴史博物館 検索

大分県　庄の原佐野線 検索
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大分県庁 ☎０９７－５３６－１１１１（代表）
http：//www.pref.oita.jp/

日田市では、毎年５月に鮎漁が解禁され、多くの釣り人で賑わいます。漁獲量も
全国有数で、７月には夏の風物詩である日田鮎やな場もオープン。伝統漁法の継承
や観光の振興を図っています。
今回は、そば馳走庵草八さんに教えていただいた「鮎の一夜干し」を紹介します。
鮎は時間をかけてゆっくりカリっと焼けば、骨までおいしく食べられるそうです。
お好みで肝醤油をつけてお召し上がりください。

鮎の一夜干し【日田市】

材　　料（一人前）
鮎…１匹、塩…少々、煮きり酒…少々、濃口醤油…少々

調理方法

1.鮎の内臓とえらを取り、腹開きにする
2.薄めの塩水に開いた鮎を30分浸す
3.水分をよく拭きとり、一晩冷蔵庫で乾かす
4.鮎を焼く
　～肝醤油の作り方～
1.取り出した鮎の内臓を湯煎した後、裏ごしする
2.煮きり酒、濃口醤油を少々入れて混ぜる

7月・8月号  クイズ＆プレゼント
本紙を参考に●○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかインター
ネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に日田市
の特産品詰め合わせ（2,000円分）をプレゼントします。

大分県が目指す３つの日本一は
子育て●○●○●○、健康●○●●○、障がい者●○●○●○

問
題

〒870─8501

大分県庁
広報広聴課
7月・8月号
クイズ係行

①クイズの答え
②郵便番号、住所
③氏名　　④年齢
⑤職業
⑥電話番号
⑦興味を持った
　内容・感想
⑧広報紙に対する
　ご意見

【締め切り】
8月31日㈬

応募ページのアドレス
http://www.pref.oita.jp/site/sinzidai/

当日消印有効

当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。
5月・6月号のクイズの答
えは、Ⓐ6092、Ⓑ土砂災害
でした。たくさんのご応募
をありがとうございました。

▼テレビ
TOS 「ほっとはーとOITA」 土曜日／午前11：30～11：45
OAB 「お！」 日曜日／午後 5：55～ 5：59
OBS 「オオイタコレクション」 月曜日／午後 ６：55～ ６：59

▼インターネット
動画配信サイト 「おんせん県おおいた！ちゃんねる」
  （http://www.onsenkenoita-ch.com/）
　　　　　　県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

OBS 「くらしのたより」（2分10秒）  月～金曜日／午前 ９：10～
  土曜日／午前 ６：57～、日曜日／午前 ６：55～

OBS 「たんねるけん！」
 毎月 第１・第３土曜日 ／午前10：40～54（14分間）
 翌日曜日 ／午前 ５：30～44（再放送）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」　（ホワッツニューオオイタ　4分間）
  月～金曜日／午前 ９：00～、土曜日／午前 ９：25～
  日曜日／午前 ８：55～

▼ラジオ

県
政
番
組
ガ
イ
ド

 取材協力：そば馳走庵草八
☎0973－24－6337

※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。 再生紙を使用しています。

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪
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