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県では、シニア世代（おおむね60歳以上）が、生きがいを持って活躍し続
けることができる社会の実現を目指し、それぞれの状況に応じた就職支援や
企業・団体への啓発活動を行っています。働く意欲のある経験豊富なシニア
世代が活躍することで、労働力不足の緩和や若い世代への技能の継承が期待
されています。

株式会社ロジコム大分センター（大分市一木）　センター長　 佐藤  光治さん　
職歴や経験を問わず、60歳以上の新規採用を積極的に行っています。
健康面や体力面などで働くまでに不安を抱えるシニア世代が多くいるなかで、採用時に勤務時

間帯などの希望調査を行い、勤務シフトを作成しています。また、本人の申し出による部署替え
を行うなど働きやすい環境作りに努めています。
経験豊富なシニア世代は、まじめに丁寧に工夫して仕事をこなしてくれます。これからも、誰

もが生き生きと働ける会社を目指したいですね。

退職後、ゆっくりしようと思いましたが、働きながら
規則正しい生活を送りたいと思い、再就職を決意しました。

仕事が終わってからのごはんとお酒はおいしい！ 何歳になっても、やる気があれば
働くことは可能です！ これまでの経験を生かし、新しい業種に就けたことが自信にな
りました。現在の仕事が私の生きがいです。 

問　 雇用労働政策課　　 ☎097－506－3341　 雇用労働政策課　　 ☎097－506－3341

施設の紹介

所 在 地／大分市都町４丁目２番29号

受付時間／月曜～金曜日　８時30分～17時15分
（祝日、年末年始を除く）

問い合わせ／大分県中高年齢者就業支援センター 
☎097－538－8640

　　　　　シニア雇用推進オフィス 
☎097－576－7385

（不在の場合　☎097－506－3345）

大分県中高年齢者就業支援センター
県とハローワーク大分が共同で運営する施設です。おお
むね40歳以上の方を対象に、ハローワークが受理した求
人をもとに職業相談や職業紹介を行っています。
また、「退職後、もう一度働きたい！」、「自分に合った

新しい仕事を見つけたい！」、「久しぶりの求職活動に不安」
などの相談に応じるキャリア・コンサルティング（要予約）
を行っています。

〈キャリア・コンサルティングの内容（例）〉
〇自己分析のお手伝い

職業への興味・関心や価値観、これまでの仕事で得た
経験などを整理しながら自己分析を行い、一人ひとりに
適した仕事について相談に応じます。

〇応募書類の作成支援や面接指導
自分の意欲や能力をアピールできる履歴書や職務経歴

書の記載方法をアドバイスします。
面接指導では、服装や態度、質疑応答で気をつける点

などについて助言します。

シニア雇用推進オフィス
今年７月に大分県中高年齢者就業支援セ
ンター内に開設しました。
スタッフが企業を訪問し、高齢者も働き
やすい職場環境づくりの提案や、企業が求
める人材の聞き取りなどを行っています。
また、シニア世代の雇用で職場活力が向上
した事例を集め、好事例企業として紹介する
ことでシニア雇用の普及を進めています。

財津孝一さん（69歳）

シニア世代の「働きたい」を応援します　 県民ひろば県民ひろば❶❶！

シニア雇用実践企業の紹介

もう一度働きたい　もう一度働きたい　！！

大分県中高年齢者就業支援センター大分県中高年齢者就業支援センター シニア雇用推進オフィスシニア雇用推進オフィス
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食べ物を選ぶ力

地域の食文化を生かした
　　　　　　  料理ができる力

食べ物のいのちを感じる力

地域素材や旬の味がわかる力

元気な体がわかる力 食卓でマナーを学ぶ力

生涯にわたって健康で豊かな生活を送るために、「食」は欠かすことができない大切な要素です。一人ひとりが、
自然の恵みと「食」に関わる人に感謝し、「食」の正しい知識と選ぶ力を身につけることが重要です。
そこで、県では、「うまい、楽しい、元気な大分」を目指して「大分県食育推進条例」を制定し、食育に大切な

６つの力を育む取組を進めています。

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

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。

はざこ渚の交番協議会 西日本Ｂ－1グランプリ in 佐伯実行委員会 佐伯市大越区の皆さん

会場：
海辺の村交流館

会場：
佐伯文化会館

会場：
グリーンピア大越

問　 食品安全・衛生課　☎097－506－3058　 食品安全・衛生課　☎097－506－3058

現在、パック詰めされた肉や魚を目にする機会が多く、食べ
物の「いのち」をいただくという感覚が薄れつつあります。
野菜や畜水産物の生産の場を知り、
流通を経てその「いのち」を食べている
ことを実感し、感謝の気持ちを育てる
ことが大切です。大切な「いのち」を残
さず食べきるように調理しましょう。

自分の身体に必要なものをバランスよく選ぶことができる力です。
各地で開催される減塩料理の調理教室や親

子食育教室などに積極的に参加しましょう。
また、「食」の品質や安全性がわかること

も重要です。買い物の際は、食品表示に注目
しましょう。

昔から受け継がれてきた郷土料理を作ること
は、その土地の農林水産業や料理に込められた
歴史・文化、先人の知恵や調理法などの理解に
繋がります。
自分で調理できるようになるために、まずは

身近な弁当づくりなどから始めてみませんか。

スーパーなどの食料品店には、季節を問
わずさまざまな生鮮食品が並んでいます。
中でも、地元で採れた旬の食材は新鮮で味
もよく、栄養も豊富です。
野菜や魚など地場産の季節の食材を選び、
旬の味を堪能できる力を身につけましょう。

生活習慣や食習慣が乱れ、子ども
世代では欠食や偏食、働き盛り世代
では生活習慣病、高齢期では低栄養な
どが問題になっています。
食生活を自己管理するために「早

寝・早起き・朝ごはん」や、よく噛んで
食べることを日頃から心がけ、元気
な体を作りましょう。

ライフスタイルの変化で、家族
そろって食卓を囲む家庭が減少し
ていると言われています。
時には地域のイベントなどに参

加し、親子、地域間の交流を図り
ながら食事マナーや礼儀作法を学
んだり、食事づくりに参加したり
して、食事を楽しみましょう。

10月４日㈫ 佐伯市

食育でうまい　 楽しい　 元気な大分を　 県民ひろば県民ひろば❷❷

問

！！！

1

3 4

2

5 6

11月19日「おおいた食（ごはん）の日」
みんなで食卓を囲んで食事する
“ロングテーブルおおいた”の様子

食育の６つの力

県政ふれあいトーク　知事通信 検索

検索大分県食育
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第13回ふれあい歴史体験講座
「和凧作り」
開催日／12月１０日㈯
　　　　９時30分～14時
場　所／大分市歴史資料館
■問大分市歴史資料館
☎097－549－0880

べっぷクリスマス
ＨＡＮＡＢＩファンタジア
開催日／12月23日㈮～24日㈯
場　所／スパビーチ（別府市）
■問冬の祭典実行委員会
☎0977－24－2828

豊後二見ヶ浦
大しめ縄張替え＆ライトアップ
開催日／張替え：12月１１日㈰８時～
　ライトアップ：12月２４日㈯

～１月４日㈬
場　所／佐伯市上浦大字津井浦
■問佐伯市上浦振興局地域振興課
☎0972－32－3111

小林しげるは、三重町在住の児童文学
作家です。小・中学校教諭として在職中に、
教育における読書の重要性を感じ、創作
児童文学を多数発表しました。終戦間近
の悲劇を書いた『ああ保戸島国民学校』
は第５回福田清人賞を受賞しています。
『子ぎつねのおくりもの』は、貝売りの
「ぜんさん」と、貝が大好きな２匹の子ぎ
つねの物語です。誰かのことを想い、自
分が出来る精一杯で相手を喜ばせようと
する気持ちに、心が温かくなるお話です。

職場の上司や先輩からみんなの前で長時間
執拗に怒られたり、あいさつしても無視され
相手にされないなどの経験はありませんか。
職務上の地位や人間関係などの職場内での優

位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神
的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させ

る行為をパワハラ（パワーハラスメント）といいます。
全国の労働局に寄せられた職場の「いじめ・嫌がらせ」に関する相談

は年々増加しており、平成27年度には 66,566件に上りました。
パワハラは、相手の尊厳や人格を傷つけ、被害者本人や家族の人生ま

でも狂わせてしまう重大な人権侵害です。
近年は、積極的にパワハラ対策に取り組む企業も増えてきました。し

かし、パワハラ加害者は、自分の言動がパワハラになっていることに気
づいていないことが多いそうです。厚生労働省の「明るい職場応援団」
のサイトでは、どういった状況がパワハラにあたるのか、どうすれば回
避できるのかなどを動画でアドバイスしています。
自分は関係ないと思っているあなた、うちにはパワハラは無いはずと

思い込んでいる経営者の方々、誰もが働きやすい職場になっているか、
今一度確認してみてはいかがですか。

おおいたゆかりの図書
パワーハラスメント

場　　所／ 県庁舎本館２階 正庁ホール
内　　容／ ①大分県の組織と政策
　　　　　 ②県職員による経験談
　　　　　 ③県庁めじろんツアー
 　（職場見学など）
対　　象／ 高校生、大学生

問人事委員会事務局
☎097－506－5212

おおいたうつくし感謝祭
環境保全の大切さを再認識し、大分
県の恵み豊かな環境に感謝するイベン
トを開催します。エコについて楽しく
学び、みんなで考えましょう！
開催日時／ 12月10日㈯
 11時～15時30分
場　　所／ 別府ビーコンプラザ
内　　容／ 北野大さんの講演、阿部
清人さんのサイエンスショー、グルメ
コーナー、エコ料理ロングテーブル、
ワークショップ  など
※入場無料、粗品プレゼント♪

問うつくし作戦推進課
☎097－506－3024

オランダのモダン・デザイン
リートフェルト／ブルーナ／ADO
オランダが生んだ世界的建築家、
ヘリット・リートフェルトと「ミッフィー
（うさこちゃん）」で知られるデザイナー
のディック・ブルーナの作品や、オラ
ンダの子どもたちに親しまれてきた玩
具「ADO（アド）」を通してオランダの
モダン・デザインの魅力を紹介します。
会　期／ 12月２日㈮～１月22日㈰

会　場／ 大分県立美術館 １階 展示室Ａ
観覧料／ 一般：1000円
 大学生・高校生：800円

問大分県立美術館
☎097－533－4500

『子ぎつねのおくりもの』
小林しげる／作　新野めぐみ／絵
国土社　2004年　1,200円

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん

『子ぎつねのおくりもの』

市 町 村 の 催 し

コー・フェルズー、ADO《青果トラック》 1953年
CODAミュージアム蔵

Copyright CODA/Gerhard Witteveen

大分県庁ジョブセミナー 検索

OPAM 検索
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おおいた林業アカデミー　
研修生募集
林業への就業を希望している方を対
象に、林業の技術や知識を基礎から習
得できる１年間の研修を行います。
実施主体／（公財）森林ネットおおいた
研修期間／ 平成29年４月
 ～平成30年３月
研修場所／ 大分県林業研修所（由布市）
定　　員／ 10人以内
 （１月14日㈯に選考会実施予定）

募集期限／ 12月22日㈭
応募方法／ホームページに掲載の受講申
込書を（公財）森林ネットおおいたに送付。
※受講料は無料。支給要件を満たす場合は
月額12万５千円の給付金を支給予定。

■問林務管理課
☎097－506－3823

県 か ら の お 知 ら せ

案 内

年末集中労働相談会
職場でのパワハラ・マタハラ・セク
ハラなど様々なハラスメントやいじめ、
嫌がらせといった労働問題全般に関す
る相談会を実施します。
ひとりで悩まずご相談ください。
期　　間／ 12月18日㈰～20日㈫
時　　間／ 18日：10時～20時
 19日、20日：
 ８時30分～20時
来所相談／ 県庁舎本館７階
　　　　　 雇用労働政策課
電話相談／
固定電話：0120－601－540
携帯・公衆電話：097－532－3040

問雇用労働政策課
☎097－506－3354

羽田空港を経由した乗継便が
よりお得に！ より便利に！
県では、大分空港の更なる利便性向
上のため乗継の利用促進に取り組んで
います。
１月17日搭乗分から、大分空港か
ら羽田空港を経由した女満別・帯広・
釧路空港間への乗継運賃の割引により、
ひがし北海道エリアとのアクセスがお
得になるキャンペーンを実施します。
世界自然遺産として登録されている
知床、流氷体験、そしてグルメなど、
この機会に是非味わってみませんか？
キャンペーン中割引価格／

片道17,000円～22,200円
対象期間／１月17日㈪～３月16日㈭
対　　象／日本航空ＪＡＬ便に搭乗の
方で、大分⇔羽田空港⇔女満別・帯広・
釧路へ乗継利用の方（搭乗日の28日
前までに要予約）

■問交通政策課
☎097－506－2155

家庭訪問型子育て支援
“ホームスタート”
未就学児がいるご家庭に、研修を受
けた子育て経験のあるボランティアが、
週に１回２時間の訪問を行い、子育てな
どの不安や悩みをゆっくりと聞きなが
ら、一緒に家事や育児などを行います。
利用は無料です。子育てで悩んだと
きは気軽に利用してください。

■問こども未来課
☎097－506－2712

おんせん県おおいたＣＭ第４弾
「ゆけ、シンフロ部！」
絶賛公開中！
話題となった「シンフロ」の続編を
特設WEBサイトで公開中です。大分
県を離れる若者に、「大分県はいつで
もあなたの帰りを待っ
てるよ」というメッセー
ジを込めた青春ドラマ
です。是非ご覧下さい。

問広報広聴課
☎097－506－2094

本人通知制度について
住民票の写しや戸籍謄本などを、代
理人や第三者に交付したことを、市町
村に事前登録した方にお知らせする制
度で、不正請求や不正取得を防ぐため、
県内全市町村で実施しています。差別
につながる身元調査をなくすため、一
人でも多くの皆さんの登録をお願いし
ます。登録は無料です。
詳しくは、住所や本籍のある市町村
の窓口にお問い合わせください。

問市町村振興課
☎097－506－2409

大分県庁ジョブセミナー
大分県職員の仕事内容ややりがいな
どを知ってもらうためのセミナーを実
施します。
申込期限／ 12月20日㈫
申込方法／ 県庁ホームページから申込み
日　　時／ 12月27日㈫
  　　（午前の部）９時30分～12時
  　　（午後の部）13時30分～16時

も り

募 集

催 し

空旅おおいたクラブ 検索 おんせん県おおいた 検索

ホームスタート 検索

おおいた林業アカデミー 検索

本人通知制度 検索
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大分県庁 ☎０９７－５３６－１１１１（代表）
http：//www.pref.oita.jp/

世界農業遺産に認定された国東半島宇佐地域では、小ネギのブランド「大分味一
ねぎ」の栽培が盛んです。ビタミンやミネラルを豊富に含み、健康や美容によいと
言われています。
今回は、「ねぎ焼きとねぎしゃぶの店 鉄板バル・葱屋」の大窪勉さんに教えてい
ただいた「味一ねぎ焼き」を紹介します。ソースは、お好み焼きソースのほか、ね
ぎの味が生きるしょうゆもおすすめです。
味一ねぎのシャキッとした歯ごたえと香り高い味わいを是非お試しください。

味一ねぎ焼き【宇佐市】

材　　料（１枚分）
小麦粉… 50g、水…100ml、卵…１個、だし…少々、
油…少々、味一ねぎ…80g（１束）、紅生姜…少々、豚ばら
肉…２枚、揚げ玉…少々

調理方法

1ボールに小麦粉、水、卵、だしを入れ、よく混ぜる。
2フライパンに油をひき、お玉に半分程度すくった1を
クレープ状に薄く広げる。

3１㎝～２㎝に小口切りにした味一ねぎ、揚げ玉、紅生姜、
豚ばら肉の順に生地の上にのせ、残りの1を上にかける。

4生地をひっくり返して軽く押さえ、中火で両面に焼き色
をつける。

5豚肉と生地に火が通ったら、お好みでソースやしょうゆ、
マヨネーズをかける。

11月・12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名様に宇佐市
の特産品詰め合わせ（2,000円分）をプレゼントします。

問
題

〒870─8501

大分県庁
広報広聴課
11月・12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】
12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。
９月・10月号のクイズの
答えは、Ⓐ頂、Ⓑうつくしで
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

※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。

●A 移住・交流ポータルサイト「おおいた●○●○●○」
●B 大分県ＮＰＯ情報バンク●○●○●●○

 取材協力：ねぎ焼きとねぎしゃぶの店  鉄板バル・葱屋
☎080－2721－6946
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スマートフォンからも
ご覧いただけます♪


