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こんな電話は全部 詐欺 です！
市役所の者ですが、医療費の払い戻しがあります。
ＡＴＭで手続きしますので・・・
公的機関がＡＴＭで還付金の手続きをすること
はありません！

母さん、おれだよ。カゼで声が変わってるよ・・・。
携帯電話の番号が変わったよ・・・。
「カゼをひいて声が変わった」「携帯電話の番号
が変わった」と言われたら注意！

注意３

犯人Ａ：株や社債を買うのに名義を貸してほしい。
犯人Ｂ：あなたが行った名義貸しは違法です！
警察に捕まらないために現金を送ってください！
示談金名目で現金を要求する手口。
「名義貸しは違法」と言われたら注意！
※犯人は一人とは限りません。

注意４
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有料サイトの利用料金が未納です。早く支払わないと
裁判になります。
今日中に滞納料金を支払ってください！
延滞金、退会料名目で現金を要求する手口。
「サイトの利用料金が未納」と言われたら注意！

被害防止のため
「コールセンター事業」
を
実施しています！
振り込め詐欺をはじめとする「特殊詐欺」の被害に遭わないよう
に、オペレーターが県民の皆さんに電話をかけ、さまざまな手口
を具体的に分かりやすく紹介して注意を呼びかけることで被害防
止に努めています。
※コールセンターは、電話で詐欺防止の注意喚起を促すもので、
皆さんの口座番号や暗証番号を聞いたり、預金を預かったりす
ることは絶対にありません。コールセンターをかたる詐欺にも
ご注意ください。

問

大分県警察本部生活安全企画課
☎ 097-536-2131（代表）

巧 妙 な手 口 でお金を騙し取る特殊詐欺︒平成 年には相談事例も含めて
県 内 で 約６ 億１ 千 万 円 の 被 害 が 発 生 し ま し た︒ま た︑そ の うち 歳 以 上
の割合は全体の６割以上におよんでいます︒依然として多い高齢者を狙っ
た特殊詐欺にご注意ください︒

注意 2

60

その電話︑
詐欺 かもしれません！

注意１

▶ 騙されないための対策 ◀
知らない番号からの電話は留守番電話
機能を使ってみる
家族しか知らない合言葉を決めておく
お金を請求されたら、お金を渡す前に家
族や警察に相談する
電話の相手が公的機関と名乗る場合
は、電話帳に書いてある番号にかけて確
認する
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県内では７月から９月の３ヵ月間、ＪＲ各社と官民が連携し
た観光キャンペーン「おんせん県おおいたデスティネーション
キャンペーン（ＤＣ）」を開催中です。期間中は、魅力的な地
域のイベントが盛りだくさん！この機会にぜひ、大分の魅力
を再発見してみませんか。

奈多宮宝物庫特別公開

この他にも夏の大分を満喫できる
イベント多数！JR各駅や
市町村窓口、観光案内所にて
配布中のDCガイドブック
をご活用ください！
おんせん県DC

屋形船ナイトクルーズ
宇佐神宮の別院として千数百年の

水郷日田で優雅な舟遊び。鵜飼の鑑賞

歴史を持つ奈多八幡宮。
その宝物殿

や水面に映る提灯の灯りで小粋な夜を。

に納められている貴重な国重要文化

期

財等を公開。
期

間 ８／７
（金）〜９（日）

間 ７／25
（土）
・26（日）

８月の土・日曜および
８／13（木）
・14（金）

問合せ ☎0973‑22‑2036

問合せ ☎0978‑63‑0100

（日田市観光協会）

（杵築市観光協会）

原尻の滝 ライトアップ

臼杵石仏蓮祭り・国宝20周年キャンペーン
日本の滝百選・東洋のナイアガラが

国宝20周年を記念して、イベントや

闇夜に迫力のあるその姿を現す。

記念品の配布あり。記念式典DC特

８／14（金）
・９／12（土）はDC特別

別コンサートやスタンプラリーも開

企画として夜神楽を実施。

催。

期

間 ９／12
（土）
まで

期

問合せ ☎0974‑22‑1001

（臼杵市役所）

（豊後大野市商工観光課）

国宝富貴寺大堂ライトアップ

東九州伊勢えび街道 伊勢えび祭り

現存する九州最古の木造建築物で

新鮮ぴちぴちな伊勢えび料理が堪

ある国宝富貴寺大堂が神々しく照ら

能できるお祭り。宮崎県延岡市と共

される。

同開催。

期

間 ９／30
（水）
までの

期

毎週金・土曜

問合せ ☎0978‑22‑3100

県政ふれあいトーク
田染地区と高田みづほ園
皆さんの

ザ・ジャパン・トラベルカンパニーと南俣水地区

買い物支援に加
え、声かけや暮
らしの困り事に
も対応。ぜひ継
続して欲しい。

☎ 097 506 2096

９／２（水）〜
11／30（月）
（佐伯市観光案内所）

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。

声

間

問合せ ☎0972‑23‑3400

（豊後高田市観光協会）
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間 ９／30
（水）
まで

問合せ ☎0972‑63‑1111

皆さんの

５月27日㈬
豊後高田市・杵築市・国東市
国東こねぎトレーニングファーム

声

皆さんの

自然やムラの良
さが残る地域の
魅力を発信。多
くの人が交流、
定着する場にし
たい。

声

研修から実際の
就農支援まで非
常に手厚い。新
規就農を志す方
に勧めたい。

県政ふれあいトーク 知事通信

市町村の催し

第42回むさし夏の夜まつり

》おおいた

開催日時／８月15日（土）午後５時
場所／武蔵港特別会場
（国東市武蔵町）
問▶国東市商工会武蔵支所
☎0978-68-0485

ゆかりの図書
カエルとお月さま
後藤楢根「作品集」
由布市教育委員会

2006年

後藤楢根（ごとう ならね）は、
「子どもと共に

笑い

泣き

怒る」ことを大切に

した児童文学作家です。子どもたちのために多くの童話・童謡などの創作活動
を行いました。また、児童文学の普及に努め、多くの作家を育てました。出身地
の由布市では、毎年３月に楢根を記念した「ならねっ子まつり」が開催されてい
ます。
『カエルとお月さま』には、
『もえる密林』
『千里眼物語』など小学校低・中・
高学年向けに選ばれた７編の童話と、10編の詩が収められています。

第52回津久見扇子踊り大会

巻き戻せない人生

開催日／８月22日（土）
※雨天時は翌日延期
場所／つくみん公園（津久見市）
問▶津久見市観光協会
☎0972-82-9521

本場鶴崎踊大会

開催日時／８月22日（土）
・23日（日）
午後７時15分〜９時30分
場所／鶴崎公園グラウンド（大分市）
問▶実行委員会事務局
☎097-527-2111

幼い命を車内放置事故から
守りましょう
毎年、暑い時期になると、車内
に放置された子どもが熱中症で
亡くなる事故が発生しています。
短時間であっても、車内は50℃
以上の高温になり、子どもの命に
関わる危険性があります。悲しい
事故を防ぐために、子どもの車内
放置は絶対にや
めましょう。

５月に公開されました。ご覧になった方も多いかと思
います。
ハンセン病は非常にうつりにくい病気で、今では感
染しても顔や手足に後遺症もなく治すことができま
す。しかしながら、かつて患者は施設に強制収容され、
子どもを産むことが許されず堕胎や断種手術を強要さ

心

いを受けていました。有効な薬が発見されたのは1946
ひらい

開催期間／９月21日（月）〜23日（水）
場所／温泉山永福寺周辺（別府市）
問▶鉄輪観光交流センター
☎0977-67-6877
安全安心メモ

た『あん』、原作小説も評判になりましたが、映画化され

れる、不満を言うと監禁される、といった非人道的な扱

て

鉄輪温泉湯あみ祭り

どら焼き屋の主人とハンセン病元患者の交流を描い

年ですが、日本政府は50年後の1996年まで隔離政策を
続けました。その後、国は政策転換の遅れなどの責任を
問われた訴訟の地裁判決を受け入れ、元患者に謝罪し
ました。しかし、2003年には元患者さんたちがホテル
の宿泊を拒否されるといった事件も起きています。そ
して現在、帰る場所もなく、施設の中で暮らす元患者が
全国に1,700人おり、その平均年齢は既に84歳です。こ

大分県人権啓発
イメージキャラクター

こころちゃん

れら元患者さんたちの人生を思うと、悲しくて、
悔しく
て、その過ぎ去った人生を巻き戻すことはできないも

のか、という気持ちになります。
同じ過ちを繰り返してはなりません。私たちは、怖がられている感染症に
ついて「どんな病気なのか」
「どのようにうつるのか」を正しく知る必要があ
ります。そして、病気になると苦しい、つらい、ということを思い出しましょ
う。そうすれば、患者の皆さんが不必要に避けられる、差別的な扱いをされ
る、
といったことがなくなるのではないでしょうか。
巻き戻せない人生、誰もが自分らしく生きていけるといいですね。
差別をなくす運動月間「県民講座」で、ハンセン病
を取り上げた映画『ふたたび swing me again』
を上映します（５ページに詳しく紹介）

こころちゃんの
部屋においでよ!!
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県からのお知ら

案内

「大分県こども救急電話相談」や
「小児救急ハンドブック」をご活用ください

お子さんの急病やケガで心配な時や、病院へ行ったほうが良
いか判断に迷った時、看護師が電話で相談に応じる相談電話
を設けています。
相談電話番号：♯8000（097-503-8822）
受付時間：月 〜 土 曜 ／午後７時〜翌朝８時
日曜・祝日／午前９時〜午後５時
午後７時〜翌朝８時

せ

また、発熱や嘔吐など、
よくみられる症状ごとに、観察のポイン
トや家庭での対応をわかりやすくまとめた「小児救急ハンドブッ
ク」を作成し、県ホームページで公開しています。
ぜひお役立てく
ださい。
問▶医療政策課
大分県 小児救急ハンドブック
☎097-506-2652

「県政出前講座」のご案内

県では、県民の皆さんの集会等に県
庁の幹部職員が出向き、県政に関する
テーマについて説明と意見交換を行う
「県政出前講座」を実施しています。申
込書など詳しくは、
ホームページまたは
下記まで。
条

件／県内の団体等が主催する会
合等で20人以上の参加者が
見込まれること
必要経費／ 職 員 の 派 遣 に 伴う経 費
（講座料、車両手配、交通費
等）は不要。会合自体の運営
は、申込者が行う
テー マ／ホームページ等に掲載してい
るテーマ一覧表から選定
大分県

第63回統計グラフコンクール
の作品募集

県政出前講座

問▶広報広聴課
☎097-506-2097

検 索

検 索

難病医療費助成制度
の対象疾患が拡大しました

７月１日から難病医療費助成制度の
対象疾患の数が110から306に拡大
しました。追加となった疾患は、厚生労
働省のホームページでご確認いただけ
ます。新たに追加された疾患を治療中
もしくは治療予定の方は、最寄りの保
健所窓口にご相談ください。
難病対策

問▶健康対策課
☎097-506-2671

検 索

募集

第30回豊の国木造建築賞
の作品募集

木材の良さを生かし、環境や街並み
と調和した木造建築、住む人への優し
い配慮が感じられる木造建築を募集し
ています。
応募対象／県 内にある過 去３年 以 内
に 完 成した 新 築またはリ
フォームされた木造建築物
応募資格／対 象 建 築 物の建 築 主 、設
計者、施工者
受付期間／８月25日（火）まで
第30回豊の国木造建築賞

問▶建築住宅課
☎097-506-4677
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検 索

統計に親しんでいただくとともに、統
計の表現技術を高めるため、統計グラ
フコンクールの作品を募集しています。
身の回りの出来事など観察したこと、
調べたことを統計グラフにして応募し
てみませんか。優秀な作品は、全国コン
クールに出品します。
応募資格／県内在住の
小学生以上の方
締切日（必着）／
①市町村立の小・中学校：各市町村
教育委員会の指定する日
②高校・大学及び上記①以外の小・
中学校：９月７日（月）
③一般の方：各市町村統計主管課
の指定する日
大分県統計グラフコンクール

問▶統計調査課
☎097-506-2462

検 索

催し

大分港開港50周年記念事業
（西大分会場）

大分港開港50周年を記念して、大
友宗麟が南蛮交易を始めたことが発
祥と言われる西 大 分 港で、国 際 色 豊
かなイベントを実施します（「浜の市」、
「 みなとのフードフェスタ」と合 同 開
催）。
開催日／９月19日（土）
場所／西大分 かんたん港園
内容／・大友宗麟や南蛮文化等、国際
色豊かな演出と食イベント
・花火大会
・さんふらわあ大分港クルーズ
・小型クルーザーによる別府湾
クルージング
・海 上 自 衛 隊による船 舶の一
般公開 等
第２弾（大在会場）は、大在公共埠
頭で10月31日〜11月１日に開催し
ます。
大分港50周年

問▶工業振興課
☎097-506-3267

検 索

県政だより

とよの国
とよの
国の

食彩

トマトカレー【国東市】
大分空港横の「里の駅むさし」には、新鮮な有機無農薬野菜がずらりと並びます。
今回は、この季節ならではの旬の完熟トマトを使ったカレーのレシピを店長の藤原
孝義さんに教えていただきました。
ポイントは、水を一切使わず野菜の水分だけでじっくりと煮込むこと。
トマトの濃厚な甘みとほどよい酸味に思わずスプーンがすすみ、夏バテも吹き飛
びそうな一品です。
材

料（４人前）

完熟トマト…４個、鳥もも肉…１枚、玉ねぎ…２個、
にんにく…１片、オリーブオイル…適量、カレールー…適量

vol

調理方法
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オリーブオイルでにんにくのスライスを炒め、そこにスラ
イスした玉ねぎを入れて、茶色くなるまで炒める。一口大
に切った鳥もも肉を入れ炒める。
湯むきしたトマトを入れ、潰しながら火にかける。
トマトの原形が無くなるまで煮込み、カレールーを入れて
煮込めば出来上がり。
取材協力：里の駅むさし

☎ 0978‑69‑0056

営業時間▶午前９時〜午後５時 住所▶国東市武蔵町糸原3550

※
「トマトカレー」は併設しているお食事処「そら」で提供
しています（季節限定）
。ドライブの休憩やランチにぜひ
足を運んでみてはいかがですか。

７月·８月号 クイズ＆プレゼント

▼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

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
東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

スタートアップ ○ ○ ○ ○
８月は ○ ○ をなくす運動月間

８月31日㈪
2015 年 7月発行

TEL 097-506-2094 FAX 097-506-1726

発行人／大分県広報広聴課

〒870-8501 大分市大手町 3 丁目 1-1

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、
Ⓐ創生、
Ⓑ100で
した。たくさんのご応募を
ありがとうございました。

県政番組ガイド

ターネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に国

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪

▼テレビ

TOS「ほっとはーとOITA」
OAB「お！」
OBS「おおいた捕物帳」

土曜日／午前11：30〜11：45
日曜日／午後 5：55〜 5：59
月曜日／午後 6：55〜 6：59

▼ラジオ
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）

７月・８

エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」 （ホワッツニューオーイタ 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〜

大分県庁

☎
‒ ‒
（代表）
http://www.pref.oita.jp/

※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。

