定例記者会見（2021.7.26）

７月

市長定例記者会見
日

時：令和３年７月２６日（月）
１０時００分から

場

所：市役所本庁舎２階第２会議室

１．発表案件
（１）杵築市における６４歳以下の方の新型コロナウイルスワクチン接種
スケジュールについて
（健康長寿あんしん課）
（２）JR 九州杵築駅「おかえりの唄」到着メロディお披露目式典の開催
（総 務 課）
（３）8 月は「差別をなくす運動月間」です
（人権啓発・部落差別解消推進課）

２．その他
（１）令和３年度大分県「地域の伝統文化」助成金目録贈呈式の開催
（文化・スポーツ振興課）
（２）きつき城下町資料館夏季企画展「きつき偉人伝Ⅰ-麻田剛立・重光葵
・村上天心-」の開催
（文化・スポーツ振興課）
（３）法政大学「地方共創プログラム 2021」の取組について（総

３．行事予定（令和 3 年７月～８月）

４．次回の記者会見日程 （予定）
８月

市長定例記者会見
日 時：令和３年

８月２３日（月）

場 所：杵築市役所本庁舎

１３時３０分

２階大会議室

務

課）

定例記者会見資料（2021.7.26）

（記者発表①）
杵築市における６４歳以下の方の新型コロナウイルスワクチン接種スケジュ
ールについて
杵築市では、６０歳～６４歳の市民の方及び高校 3 年生の方、また１２歳～
５９歳の市民の方に接種券を発送しましたので、今後のワクチン接種スケジュ
ールについてお知らせします。
【接種券発送日】
①６０歳～６４歳（1,686 人）・高校３年生（240 人）：７月

9 日（金）

②１２歳～５９歳（12,174 人）：７月１４日（水）
【予約開始日】
①６０歳～６４歳・高校３年生：７月１２日（月）9 時 00 分～
②１２歳～５９歳

：７月１９日（月）9 時 00 分～

【予約方法】
・インターネットでの予約
スマートフォンやパソコンなどから予約できます。
※接種券№を確認してから、ネット予約をしてください。
杵築市新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト
（URL）https://www.mwt.co.jp/ec/2021/vaccine/oita_kitsuki
※チラシにある二次元バーコードを読み込んで予約できます。
・電話での予約
杵築市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
（電話番号）０１２０－６９５－７０４
（受付時間）平日 9 時～18 時

※接種券№を確認してからお電話ください。

【接種日程および接種場所】
・日程 A：8 月（3 日、6 日、10 日、17 日、20 日）
9 月（14 日、17 日、21 日、24 日、28 日）
きつき生涯学習館（杵築市大字杵築 126-1）
・日程 B：8 月（４日、12 日、18 日）
9 月（16 日、22 日、30 日）
杵築市健康福祉センター（杵築市大字猪尾 941）
・日程 C：8 月（7 日、１４日、21 日）
9 月（4 日、18 日）
杵築市営山香体育館（杵築市山香町大字野原 1624）
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・日程 D：8 月（8 日、22 日）
9 月（5 日、19 日）
杵築市健康福祉センター（杵築市大字猪尾 941）
・日程のＡ～Ｄは１回目、Ａ２～Ｄ２は２回目の接種です。
２回目の接種は、１回目の接種の３週間後の同じ曜日となります。
※詳細は別紙チラシを参照

担

当：健康長寿あんしん課
（英・河野）

ＴＥＬ：０９７８-６８-８２２０
（内線７４－５０２）
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64歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
杵築市では以下の期日から、ワクチン接種の予約を開始します。
お手元に「接種券」をご準備いただき、①インターネットまたは②電話で予約をお願いします。

64歳～60歳
高校３年生

予約開始日

令和3年7月12日（月）

9：00～

59歳～12歳

予約開始日

令和3年7月19日（月）

9：00～

※上記の年齢は令和4年4月1日時点での満年齢。ただし高校生は令和3年度の高校3年生となります。

①インターネットでの予約
スマートフォンやパソコンなどから予約できます。
接種券NOを確認してから、ネット予約をしてください。

お願い！

予約の混雑を避けるため、なるべく
ネット予約をご利用ください！

杵築市新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト

https://www.mwt.co.jp/ec/2021/vaccine/oita_kitsuki
スマートフォンなどから右記の二次元バーコードを、読み込んでいただ
くと予約できます。

杵築市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

②電話での予約

☎０１２０－６９５－７０４
【受付日時】平日

医療機関に直接連絡して
も予約はできません。

９時～１８時

（時間帯によっては混み合う事が予想されます。）
※接種券ＮＯを確認してから、お電話をしてください。

以下の日程・場所で接種することができます。
６４歳以下は、個別医療機関での接種は行いません。

接種日程および接種場所

国からのワクチン供給量によっては、接種日程を変更する場合もございますのでご了

注意！ 承ください。日程変更の際は、上記コールセンターから電話でお知らせします。

8月（1・2回目の接種日程）
日
1日
8日

月
2日
9日

火
3日

水
4日

Ａ

Ｂ

10日

11日

15日

16日

17日

Ａ

Ｂ

22日

23日

24日

25日

Ｄ
29日

Ｄ2

18日

Ａ2
30日

12日

9月（1・2回目の接種日程）

金
6日

土
7日

Ａ

Ｃ

13日

14日

Ｂ

Ａ

Ｄ

木
5日

Ｂ2

日

5日

Ｄ

21日

12日

20日

Ａ

Ｃ

26日

27日

28日

Ａ2

Ｃ2

31日

6日

水
1日

7日

8日

Ａ2
13日

14日

20日

木
2日

Ｄ
27日

Ｄ2

9日

金
3日

土
4日
Ｃ・Ｃ2

10日

11日

Ａ2

Ｂ2

17日

Ｃ2

15日

16日

Ｂ

Ａ

Ｃ

21日

22日

23日

24日

25日

Ａ

Ｂ

28日

29日

Ａ

Ｄ2
19日
26日

Ａ2

火

Ｂ2

Ｃ

19日

月

18日

Ａ

Ｃ2

30日

Ｂ

Ａ

※2回目の接種日は、1回目の接種の際、接種会場で案内を受けてください。

日程

接種時間

受付時間

Ａ
Ｂ

1４:00～1６:00
1８:３0～20:３0
9:00～12:０0
13:00～1６:０0
10:00～1２:０0
14:00～1６:０0

13:30～15:00
1８:00～19:30
8:50～11:０0
12:50～15:０0
9:30 ～11:00
1３:３0～15:00

Ｃ
Ｄ

接種会場
きつき生涯学習館（杵築市大字杵築１２６-１）
杵築市健康福祉センター（杵築市大字猪尾941）
杵築市営山香体育館（杵築市山香町大字野原1624）
杵築市健康福祉センター（杵築市大字猪尾941）

裏面も必ずご覧ください
3

予約後から接種までの流れ
①『新型コロナワクチン接種の予診票』を記入する。
記入例を参考に、事前に予診票を記入してください。
※予診票右上の「接種券貼付」は、接種会場で貼付けます。

②接種当日

※肩を出しやすい服装でお越しください。

接種の受付時間に、接種会場に行く。

●接種券（この封筒に同封されています）

当日の
持ち物

※接種券は切り離さず台紙ごとお持ちください。

●本人確認書類
（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれか）

●事前に記入した「予診票」
●お薬手帳（お持ちの方のみ）

③ワクチン接種

④接種後の観察
接種後１５分から３０分程度接種会場で待機して、様子を見ます。

⑤２回目の接種の予約をする。
接種会場で、２回目の接種の予約をして帰ります。
（１回目の接種日から３週間後の同じ曜日の日・時間）

※ファイザー社製ワクチンの場合

（杵築市は、ファイザー社製のみ使用予定）

接種予約の変更・キャンセルについて
〇接種前日までのキャンセル（※土・日、祝日は除く）
杵築市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまでご連絡ください。

〇接種当日のキャンセル

☎０１２０－６９５－７０４

杵築市接種会場の携帯電話までご連絡ください。

☎０８０－３９５６－３４７２
自動車等の移動手段がなく、接種会場まで来場ができない方は『杵築市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター』まで、お問い合わせください。
◎ワクチン接種について（接種の予約・接種場所・予約案内など）※電話対応時間 平日9時～18時

杵築市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター ☎０１２０-６９５-７０４
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（記者発表②）
ＪＲ九州杵築駅「おかえりの唄」到着メロディお披露目式典の開催

コロナ禍の自粛ムードの中、音楽の力で元気になってもらおうと、きつきど～
んとテレビ（一般社団法人杵築市総合振興センター）が市内在住のアーティスト
南こうせつさん作曲の「おかえりの唄」のイメージビデオを令和 3 年 3 月に制
作しました。この取組を踏まえ、杵築市では、音楽の力をより一層広げようと「お
かえりの唄」を活用したシティプロモーションを進めています。
その取組として、令和 3 年 8 月から JR 九州杵築駅の電車到着メロディとし
て「おかえりの唄」を採用してもらうこととなりました。お盆の帰省時期に合わ
せて「おかえりの唄」イメージビデオ冒頭の杵築駅のシーンで流れた電車到着メ
ロディが再現されます。

下記の日程でお披露目式典を開催します。南こうせつさんもご臨席いただき、
イメージビデオ出演者の皆さんと駅ホームでのメロディ鑑賞と電車のお出迎えの
ほか、式典の最後には杵築高校吹奏楽部の演奏により、式典出席者の皆さんと「お
かえりの唄」を合唱します。
◇ＪＲ九州杵築駅「おかえりの唄」到着メロディお披露目式典
【開 催 日】令和 3 年８月 1 日（日）
【開催時間】1１時３0 分～１３時３０分まで（予定）
【場
所】ＪＲ九州杵築駅前広場
【式典スケジュール】
１、市長挨拶
２、楽曲提供者 南こうせつ様 挨拶
３、九州旅客鉄道株式会社 執行役員大分支社長 吉野 敏成様 挨拶
４、到着メロディデモ放送（音源の時間は４５秒）
放送する音源は、南こうせつ様が所要時間を考慮し、譜面を作成したもの。
—駅前テント→ホームに移動—
５、電車お迎え（対象列車 ２本（下りと上り）
）
別府・大分・佐伯方面 （下り）１２：１１ ソニック １５号 大分行
行橋・小倉・門司港方面（上り）１２：３４ ソニック ２８号 博多行
—ホーム→駅前テントに移動—
６、みんなで合唱「おかえりの唄」（演奏：杵築高校吹奏楽部）
７、記念撮影
【新型コロナウイルス感染症対策】
受付時の検温、手指消毒、マスク着用の徹底、合唱時のフェイスシールド配布、
間隔を開けた配席、テント間を透明シートで仕切り等の予防対策を行います。
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【県内他市の独自到着メロディの状況】
・津久見駅 ～なごり雪（作詞・作曲の伊勢正三氏が津久見市出身）
・豊後竹田駅～荒城の月（竹田市ゆかりの瀧廉太郎作曲）
サンチャゴの鐘（竹田市中川神社に伝わる銅製の鐘）
・柳ヶ浦駅・宇佐駅～Welcome おおいた（今成佳奈氏の楽曲：豊後高田市出身）
・大分駅
～オリジナル曲
・由布院駅 ～オリジナル曲
・暘谷駅
～HUG YOU（ハローキティ）
＊杵築駅は県内の駅で８駅目の取組となります。
【式典参加者】159 名
南こうせつ様、南 育代様、杵築市議会（議長・副議長）、大分県議会議員
九州旅客鉄道株式会社（執行役員大分支社長 他２名）
イメージビデオ出演者（115 名）、杵築高校吹奏楽部（31 名）
杵築高等学校（校長・教頭）、杵築市（市長・副市長・教育長）
【杵築駅概要】
・電車到着本数（１日）：合計 87 本（上り 40 本、下り 47 本）
式典当日は、特別急行列車３６ぷらす３も１１時２５分に臨時停車します。
・杵築駅利用人数：１日当たり８１５人※ＪＲ九州人員調べ（2019 年度）
駅利用者数は、県内の日豊本線４４駅中、１２番目
【事業予算】※主要経費を掲載
・杵築駅列車接近放送メロディ化工事費用 １７１千円
・メロディ音源作成 ３９６千円、楽曲使用料（ＪＡＳＲＡＣ）21 千円
【取材時のお願い】
・当日は駅前の式典テントで受付をお願いします。
（腕章・名刺を持参ください。）
・南こうせつさんの撮影制限はありませんが、杵築駅利用者の通行するエリア
で三脚等を使用した固定撮影は、ご迷惑になりますのでご遠慮ください。
また、式典終了後には、南こうせつさんの囲み取材を予定しています。
【そ の 他】
「おかえりの唄」関連事業として、式典当日の８月１日（日）から、市内４０
か所（杵築地域３１箇所・山香地域６箇所・大田地域３箇所）の屋外スピーカ
ーから流れる、夕方のミュージックチャイムに「おかえりの唄」（約５０秒間
吹鳴）を活用します。

担

当：総務課
秘書広報広聴係（亀井）
ＴＥＬ：0978-62-1800
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ＪＲ九州杵築駅「おかえりの唄」到着メロディお披露目式典
～ おかえりの唄が生まれる町 きつき ～

【式典次第】
１、主催者挨拶

杵築市長

２、楽曲提供者挨拶

松

悟

こうせつ

様

南

永

３、九州旅客鉄道株式会社挨拶

執行役員大分支社長

吉野

敏成

様

４、出席者紹介（主催者・来賓）
５、到着メロディデモ放送（音源の時間は４５秒）
◎放送する音源は、南こうせつ様が、所要時間を考慮し、譜面を作成したものです。
―駅前テント→ホームに移動―
６、電車お迎え（対象列車 ２本（下りと上り））
◎別府・大分・佐伯方面（下り） １２：１１ ソニック １５号
◎行橋・小倉・門司港方面（上り） １２：３４ ソニック ２８号

大分行
博多行

―ホーム→駅前テントに移動―
７、みんなで合唱「おかえりの唄」（演奏：杵築高等学校吹奏楽部）
８、記念撮影
【式典参加者】
◎来
南

賓
こうせつ

様、南

育代

様

イメージビデオ出演者の皆様
九州旅客鉄道株式会社
別府駅

駅長

杵築高校

執行役員大分支社長

様、杵築駅

校長

柳原

駅長

寿一

吉野

敏成様

様

様、教頭

深見

高弘

様

杵築高校吹奏楽部
杵築市議会

議長

大分県議会議員

藤本
阿部

治郎
長夫

様、副議長

泥谷

修

様

様

◎主催者
杵築市長

永松

悟、副市長

興田

信一、教育長
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清末

陽一

「おかえりの唄」
作詞：星野哲郎

作曲・編曲：南こうせつ
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（記者発表③）
8 月は『差別をなくす運動月間』です。

杵築市では、毎年８月の「差別をなくす運動月間」にあわせ、人権・同和問題
講演会を開催しています。
差別のない社会を実現するためには、私たち一人ひとりが人権についての正し
い知識や感覚を身につけ、日頃から人権について考え、人権問題の解消に向けて、
実際に行動することが大切です。みなさんも人権について考えてみませんか。
入場は無料です、ぜひご参加ください。
◆令和３年度杵築市「差別をなくす運動月間」人権・同和問題講演会
【日時】令和３年 8 月１１日（水）10 時 00 分～12 時 00 分
【場所】山香庁舎 3 階多目的ホール及び 2 階大会議室
※多目的ホールを主会場とし、大会議室をリモートで視聴できるようにします。

【演題】今を生きる私たち －歴史から学ぶ「差別のおかしさ」－
【講師】大分県人権問題研修講師 一法師 英昭（いっぽうし ひであき）さん
【内容・講師コメント】
私たちが今生きているこの時代には、残念ながら差別がまだあるということ
を一人ひとりが強く自覚するとともに正しい知識を持ち、特に部落差別につい
ては偏見や誤解を改め、差別をなくす主体は私たち一人ひとりであるというこ
とを共通の意識として持つこと。また、「差別のある社会」を否定する意識を
強く持つことが大切であることを、歴史的な背景を中心に伝えていきます。
【その他】
・当日はマスク着用、入室時の手指消毒にご協力をお願いします。
・発熱があるなど、体調のすぐれない方の参加はお控えください。
・新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止となる場合があります。
【過去の開催状況】
・平成３０年度（参加者数 160 名）
演題：『同和問題の現状と解決への展望』
講師：馬場 周一郎（ばば しゅういちろう）さん
・令和 元年度（参加者数 160 名）
演題：『部落差別解消法と人権のまちづくり』
講師：加藤 陽一（かとう よういち）さん
・令和 2 年度
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止

担

当：人権啓発・部落差別解消推進課
啓発係（深田）
ＴＥＬ：0978-62-4799
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令和３年度
杵築市「差別をなくす運動月間」

人権・同和問題講演会
今を生きる私たち ー歴史から学ぶ「差別のおかしさ」 －
大分県人権問題研修講師
いっ

ぽう

し

ひで

あき

一 法 師 英 昭 さん
と

き

令和 3 年 ８ 月 １ １ 日（水）
１ ０ ：０ ０ ～１ ２ ：０ ０ （終了予定）

ところ

杵築市山香庁舎：３ 階多目的ホール及び２ 階大会議室

【講師プロフィール】
１９５６年生まれ。１９８０年大分県立高校に日本史の教員として新採用、
「同和」教育係となる。１９８８年から２００２年まで同和教育推進教員
として活動。その間、大分県部落史研究会の事務局次長・事務局長を歴任。
２０１５年部落解放研究第４９回全国集会第１分科会で「大分の部落史に
ついて」発表。２０１７年に定年退職し、２０１８年から２０２１年まで
佐伯市立歴史資料館館長として勤務。現在は、別府溝部学園短期大学非常
勤講師として人権教育概論を担当。大分県人権教育・啓発推進協議会人権
問題研修講師として２０１７年から活動中。著作は、
『大分歴史事典』
（大
分放送）に「被差別部落」の項を執筆など。

多くの人に聞いて欲し
い講話です。
ぜひ、お友達を誘って、
お越しください ！

※新型コロナウイルス感染対策として、多目的ホール（定員６０名）を主会場とし、大会議
室（定員６０名程度）をリモートで視聴できるようにします。
※当日はマスクの着用、入室時の手指消毒にご協力をお願いします。また、発熱など体調の
すぐれない方の参加はお控えください。
※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止となる場合があります。

大分県人権啓発イメージキャラクター
こころちゃん

共催／杵築市
杵築市教育委員会
杵築市人権・同和教育推進協議会
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◆お問い合わせ先(託児申込み等)◆
杵築市人権啓発・部落差別解消推進課【隣保館】
☎ 0978－62－4799 (FAX 兼用)

８月は「差別をなくす運動月間」です
日本固有の人権問題である「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題」の解決をめざして、
昭和４０年８月に「同和対策審議会答申」が出されました。
「同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題である」ことを明らかにしてから、５５年が
過ぎました。大分県では、この答申が出された８月を「差別をなくす運動月間」と定め、杵築市
においても各種の人権啓発事業に取り組んでいます。
部落差別問題（同和問題）は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられ、特定の地域出身で
あることや、そこに住んでいるという理由で日常生活する上で様々な差別を受ける、日本固有の
重大な人権侵害です。依然として結婚差別やインターネット上での差別書き込みは根絶されてお
らず、土地差別調査事件などに見られるように新たな差別事象も発生しています。
このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」が２０１６（平
成２８）年１２月１６日に公布・施行されました。全６条からなる法律で「部落差別」の名称を
冠した初めての法律となります。
杵築市では、部落差別問題（同和問題）をはじめとする、子どもや高齢者への虐待、いじめ、
女性に対する暴力などの人権問題へのさらなる理解を深め、『差別に気づき・差別に向き合い・
差別を許さない、人権を尊重するまちづくり』につながることをめざして各種講演会等を開催い
たします。
多くの皆様が、この講演会にご参加くださいますようご案内申し上げます。

＜人権啓発・部落差別解消推進課からのお知らせ＞

人権問題についての作文や標語を考えることによって、人権尊重の重要性や必要性について
の理解を深めるとともに、豊かな人権感覚を磨くことを目的に、作品を募集します。
応募の詳細については、８月号の市報・杵築市のホームページ等でご確認ください。
※応募作品の中から優秀作品を選出し、１２月に開催する「人権フェスティバル」で表彰します。

募集締め切りは、令和３年１０月４日（月）まで
わたしは、人権の妖精なんです。
わたしの頭は、大分県の花「豊後梅」で、そこに大分県の鳥「めじろ」が
乗っています。そして、後ろから見た頭の形はハート、「人権を大切にす
る優しい心」をあらわしています。服には「人」の文字のデザイン。
わたしは妖精なのでご飯は食べません。みんなの“優しい気持ち”や“人
への思いやり”がエネルギーなんです。
たくさんの、いろんな人に会いたいから、どんどんお出かけします！
大分県人権啓発イメージキャラクター
“こころちゃん”
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定例記者会見資料（2021.7.26）

（その他①）
令和３年度大分県「地域の伝統文化」助成金目録贈呈式の開催

杵築市は、公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団（平成３年
6 月設立・理事長 関口憲一）が実施する、地域の伝統文化（民俗芸能および民
俗技術）の継承、特に後継者の育成を支援するため、昨年 11 月から公募してい
ました令和 3 年度「地域の伝統文化保存維持費用助成」制度の助成対象候補者に
応募して、このたびの選考の結果、助成対象者として決定しました。
この決定を受け、下記の日程で目録贈呈式を開催することとなりましたので、
お知らせします。

【日

時】令和 3 年 7 月２６日（月）11 時 00 分～11 時 30 分

【会

場】杵築市役所本庁舎

【贈

呈

2 階第 2 会議室

先】立石楽継承活動応援隊
※この助成事業での決定は、杵築市では 2 例目となります。
1 例目：山香神楽保存会（平成 30 年度）

【助 成 金 額】５０万円
【出席予定者】
・贈呈側
明治安田生命保険相互会社
大分支社
支社長
市場統括部長
杵築営業所
所長

・受贈側

杵築市長
大分県教育庁文化課

課長
主査
杵築市教育委員会
教育長
市文化・スポーツ振興課 課長
主査
【式

次

定重
俊也
邦彦
真弓
明日香

二宮
二宮
永松
森
髙宮
清末
後藤
阿南

孝人
和敬
悟
健治
なつ美
陽一
方彦
雅希

立石楽承継活動応援隊
会長
楽打部長

・来賓

松本
藤見
倉本
戸田
阿部

第】別紙をご参照ください。
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定例記者会見資料（2021.7.26）

【立石楽継承活動応援隊の概要】
・設立年月日：平成 31 年 2 月
・団体代表者：二宮孝人（にのみやたかと）
・会員：４３世帯が登録。楽打ち部員１９名（令和２年度）
・参考：立石楽は、昭和４１年に大分県無形民俗文化財の指定を受けている。
・立石楽の歴史
立石楽は、山香町立石の船（ふね）地区の成人男性によって伝承されてきた
念仏踊り系の楽である。伝承によれば、豊臣秀吉が文禄の役の際、戦勝を祝っ
て打った楽を豊臣氏とゆかりの深い立石領主木下氏が伝えたという説がある。
・応援隊結成の経緯
立石楽は、昭和 16 年から一時休止をしながらも活動を継続してきたが、昭
和 20 年頃に 40 戸以上あった船地区の戸数は、平成 3 年には 19 戸にまで減
少し、その後も減少は止まらず、地区だけの伝承が厳しくなっていた。
そこで、平成 16 年度から立石小学校の学校活動として、児童が立石楽を継承
することとなったが、平成 29 年には少子化により小学校での伝承活動も厳し
い状況となり、危機的な状況となった。そのような中、かつて小学校で立石楽
を学んだ卒業生たちが集まって練習会を開始し、平成 31 年 2 月には活動を支
援するため、地元有志による「立石楽継承活動応援隊」が発足した。
・今後の活動
現在、立石楽は地元の立石地区公民館を拠点に活動し、立石天満社をはじめと
する地元の寺社などの奉納舞いや、山香地域を中心にイベントでの披露舞いを、
年間５回程度行っている。楽打ちや囃子手の衣装の着付け、用具の運搬などは、
同応援隊の支援部が協力している。また、楽打ちが履く草鞋（わらじ）作りや、
衣装の着付けなども、地域の高齢者を招いて教室を開催し、若い世代への道具に
関する技術の伝承も併せて行っている。
※令和３年 11 月に鹿児島県鹿屋市で開催される「第 63 回九州地区民俗芸能
大会」に大分県の代表として出演することが決定しました。

担

当：文化・スポーツ振興課
文化財係（阿南）
ＴＥＬ：0978-62-5750
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令和３年度大分県「地域の伝統文化」助成金目録贈呈式
『公益財団法人

１．日
時
２．場
所
３．贈 呈 先
４．助 成 金 額
５．出席予定者

明治安田クオリティオブライフ文化財団』

令和３年７月２６日（月）１１：００～１１：３０
杵築市役所本庁舎 ２階第２会議室
立石楽継承活動応援隊
５０万円

贈呈側

明治安田生命大分支社
大分支社
杵築営業所
〃
〃

支社長
市場統括部長
所長

松本
藤見
倉本
戸田
阿部

定重
俊也
邦彦
真弓
明日香

受贈側

立石楽継承活動応援隊

会長
楽打部長

二宮
二宮

孝人
和敬

来賓

杵築市長
大分県教育庁文化課
〃
杵築市教育委員会
〃 文化・スポーツ振興課
〃

課長
主査
教育長
課長
主査

永松
悟
森
健治
髙宮なつ美
清末 陽一
後藤 方彦
阿南 雅希

式次第
司会：明治安田生命大分支社市場統括部長
藤見 俊也
一

挨拶ならびに経過報告

明治安田生命大分支社長

松本

定重

二

目録贈呈

明治安田生命大分支社長
立石楽継承活動応援隊会長

松本
二宮

定重
孝人

三

来賓あいさつ

杵築市長
大分県教育庁文化課

課長

永松
森

悟
健治

立石楽継承活動応援隊会長

二宮

孝人

四

受贈者あいさつ

五

歓談

六

お開き
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《活動風景写真》

【立石天満社奉納舞の準備の様子】

【立石天満社奉納舞の様子①】

【地元の寺院での奉納舞の様子（2019）】

【立石天満社奉納舞の様子②】

【草鞋作り教室の様子（2019）
】

【練習会の様子】
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定例記者会見資料（2021.7.26）

（その他②）
きつき城下町資料館夏季企画展
「きつき偉人伝Ⅰ-麻田剛立・重光葵・村上天心-」の開催
杵築市では近世から近現代にかけてさまざまな分野で活躍した偉人を数多く
輩出してきました。本展ではきつき城下町資料館の収蔵品の中から江戸時代の天
文・解剖学者として活躍し、月のクレーターにその名を刻んだ麻田剛立、戦中戦
後期に外交官・政治家として活躍した重光葵、佐野家や安住寺に寓居し、数多く
の禅画や仏画、彫刻など芸術の分野で才能を発揮した村上天心を紹介します。
◇城下町資料館夏季企画展（主催：杵築市教育委員会、文化・スポーツ振興課）
タイトル：「きつき偉人伝Ⅰ-麻田剛立・重光葵・村上天心-」
【開催期間】令和 3 年 7 月 1 日（木）～8 月 31 日（火）

［54 日間］

※毎週水曜日休館
【開館時間】10 時 00 分～17 時 00 分（最終入館受付 16 時 30 分まで）
【場

所】きつき城下町資料館

2 階企画展示室

【見どころ】展示作品数：34 点
① 麻田剛立コーナー
大分空港が 2020 年にアジア初の宇宙港として選ばれたことを記念して、江
戸時代に天文学者として活躍した杵築出身の麻田剛立を紹介しています。主な展
示資料としては、剛立を輩出した綾部家の記録文書や三浦梅園との友情を示す資
料、天文仲間との手紙のやり取りなどを公開しています。また、麻田の孫弟子に
あたる伊能忠敬も測量のため文化 7 年（1810）に杵築に来訪するなど日本の
天文学や測量技術の分野で多大な影響を与えたことで知られています。
② 重光葵コーナー
杵築の八坂本庄出身で、イギリス、中国、ソ連などで外交官として活躍した重
光葵が揮毫した書をはじめ、杵築中学校時代の成績表、終戦後にミズーリ号にて
日本の首席全権代表として降伏文書に調印する様子を撮影した写真などを紹介
しています。
③ 村上天心コーナー
大正から昭和初期にかけて安住寺の檀家であった佐野家を中心に物心両面の
支援を受けて、禅画や仏教彫刻、陶芸に至る芸術の分野で多くの作品を残してい
ます。現在、村上天心の作品の多くは晩年に過ごした安住寺に大切に保管されて
います。資料館では佐野家に伝来した龍図屏風や絵皿をはじめ、彫刻や陶芸作品
も合わせて展示公開しています。
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定例記者会見資料（2021.7.26）

【そ の 他】
大分県立先哲史料館との連携
先哲史料館の主催事業である「おおいたの宝『子ども学芸員』体験事業」に城
下町資料館も資料や情報提供の協力を行っています。当事業では県内の小学生を
対象に地元の偉人（先哲）を改めて学習し、学芸員体験を通じて、地域の歴史や
文化に対する理解を深める教育普及事業となっています。杵築市内の学校では大
内小学校が郷土出身の偉人である「麻田剛立」「重光葵」をテーマに先哲史料館
の職員の指導のもと、調べ学習や現地でのフィールドワークに取り組んでいま
す。また、調査研究の成果は、令和 3 年 10 月 20 日（水）に大分県立図書館
視聴覚ホールにて行われる「子ども学芸員発表会」にて紹介されるほか、先哲史
料館にて開催予定の子ども企画展「身近な地域の先哲（仮称）」（令和 3 年 10
月 20 日～12 月 12 日）で展示紹介されます。

担

当：文化・スポーツ振興課
文化財係（一瀬）

ＴＥＬ：0978-62-5750
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定例記者会見資料（2021.7.26）

（その他③）
法政大学「地方共創プログラム 2021」の取組について

東京都にある私立大学「法政大学」は、「地方共創プログラム２０２１～地方に
学び、自分を知る～」と題して、学生が地方自治体から提示された課題・テーマ
に対して地域活性化の貢献に繋がる実現可能なプランを企画・提案し、活動を通
して，学生が課題を自分ごととして解決することを経験し、新たな知見・経験を
身に付けることを目的とした本プログラムを企画しました。
今回、本学創設者の出身地である「大分県杵築市」と本学初代総長の出身地で
ある「島根県松江市」をフィールドに実施することとなりました。
・法政大学の前進「東京法学社」の創設者である、金丸鐵（かなまるまがね）と
伊藤修（いとうおさむ）が杵築市出身であることから、平成３０年２月２５日
に「大分県杵築市と法政大学の連携協力に関する協定書」を締結。法政大学建
学の志である「知を求める市民のために」の下に、双方が連携・協力し、地域
社会の発展・活性化と教育研究の向上のためにこれまで様々な取り組みを進め
てきました。
・法政大学は、大学全体として地方創生を推進しており、各地方自治体をはじめ、
民間企業・ＮＧＯ・他大学・市民等、様々なパートナーと積極的に連携し、
地方創生に向けた取組を進めています。
・参加する学生はグループに分かれ、提示された課題・テーマに沿って地方自治
体や地元企業等へのオンラインヒアリングや事前の文献調査、現地フィールド
ワークを行い、プランの企画を進めます。
※オンラインヒアリングは、市からヒアリング先候補を提示し、各グループが
任意に選んで、オンラインでヒアリングを実施します。
（ヒアリング先候補）
きつき小町会、まちづくり雪笹（株）、（株）山香社中、ジャパントラベルカン
パニー、地域商社きっとすき、元地域おこし協力隊、杵築市観光協会、住吉浜
リゾートパーク、杵築高等学校、中野酒造、風の郷、市商工観光課、市文化ス
ポーツ振興課、杵築郷土史研究会、養徳寺、法政大学校友会大分支部
・最終プラン発表会にて各グループから発表されたプランについては、本市の
今後の事業実施の参考として活用します。
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【主

催】法政大学「地方共創プロジェクト」
（総長室付教学企画室・学務部）

【共

催】大分県杵築市・島根県松江市

【後

援】法政大学校友会

【協

力】法政大学社会連携教育センター

【活動期間】令和３年４月～１０月
【杵築市が提示した課題・テーマ】
「特に国内旅行者にターゲットを絞ったアフターコロナの観光振興」
※内容は別紙参照
【参加学生】２０名（杵築市提示のテーマに参加した学生）／全参加４１名
【スケジュール】
４月１２日（月）募集開始、各自治体によるオリエンテーション（プレゼン）
２３日（金）募集締切
５月２１日（金）事前レクチャー・全体ワークショップ（ZOOM）
２４日（月）～

３０日（日）個人ワーク

３１日（月）～６月１３日（日）グループワーク
６月１４日（月）～２４日（木）アドバイザー確認、ヒアリング計画等修正
２５日（金）６月定例報告会（ZOOM）
２６日（土）～７月１５日（木）文献調査・オンラインヒアリング
７月１６日（金）７月定例報告会（ZOOM）
７月１７日（土）～８月
８月

５日（木）提案プラン（仮）作成

６日（金）中間報告会（ZOOM）

９月下旬～

現地フィールドワーク（２泊３日）※日程調整中

９月下旬～１０月初旬

提案プラン修正・プラン発表準備

１０月１７日（日）

最終プラン発表会

※新型コロナウイルス感染症の「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」
の発令状況、また県内の感染状況によりスケジュールの変更あり。

担

当：総務課
秘書広報広聴係（藤原）

ＴＥＬ：0978-62-1800
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杵築煙硝倉の人で伊藤家の次男として生まれる。元田塾の門弟。明治
４年、１７歳で東京に上京する。元田南豊が設⽴した法律学舎で訴訟
業務を担当した。明治９年（１８７６）年に代言人試験に合格し杵築
人はじめての弁護士となる。明治１３年（１８８０）年には⾦丸鐵ら
と共に『東京法学社（現法政⼤学）』を創⽴した。後に、豊後⾼田市
の玉津裁判所、⽇田市の豆田裁判所の判事も勤める。

伊藤 修 安政２年（1855）から⼤正９年（1920）

杵築弓町の人。物集塾の門弟。代言人として元田南豊の事務所で訴訟
業務に従事。「時習社」社主兼編集⻑として明治１０年（１８７７）
年に⽇本最初の法律専門書『法律雑誌』を発刊する。明治１３年（１
８８０）には伊藤修らと共に『東京法学社』（現法政⼤学）を設⽴す
る。その後は⼤阪に拠点を移し、弁護士・府会議員として活躍した。

⾦丸 鐵（まがね） 嘉永５（１８５２）〜明治４２（１９０９）

１.⾦丸 鐵と伊藤修

1
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■学⽣に期待すること
仮説の⽴案と検証してみることで、実効性のある提案を期待しています︕

〇法政⼤学OB、学⽣、職員及びファンの創設者の聖地巡礼ツアー
法政⼤学の創設者である⾦丸鉄・伊藤修の⾜跡や時代背景を関わる場所や⽂化、そ
して法政⼤学設⽴に繋がるストーリーを辿る聖地巡礼ツアー（⼤学への愛着を⼀層に
高めていただくことを目指す）

〇学⽣向けツアー
体験型観光を通じて、学⽣時代に仲間との良い思い出を残してもらい、将来的にリピー
トをしてもらえるようなツアー（学⽣のマスト・ゴーの観光地を目指す）

■テーマ設定の背景および課題
アフターコロナの観光振興として、万⼈受けを狙ったものではなく、特定の国内旅⾏者グ
ループへターゲットを絞ったツアーパックを準備したい。

⼤⽬標︓「法政⼤学＝杵築市」ということを、法政⼤学の学⽣、OB、先⽣、職員の
皆様に知ってもらい、その繋がりを感じて、末永く興味を持ってもらうこと。

テーマ︓国内旅⾏者ターゲットを絞ったアフターコロナの観光振興

定例記者会見（2021.7.26）

行事予定表
令和 3 年７月

行事予定

日 時
27 日（火）～
8 月 19 日
（木）

行 事 名（内 容）
場
所
お問い合わせ先
小さな写真展「記憶の中の風景たち～ 大田庁舎エントランス 図書館フレンズ杵築
「わいわい」
杵築・山香・大田」
090-2296-1953
（オオハラ）

28 日（水）
14:00～

令和 3 年度第 2 回 きつきオリーブ
サロン
講話「がんを学ぼう②」
講師 杵築市立山香病院 石尾副院長
他 いきいき体操、交流会
※今回はオンラインのみでの開催
参加費:無料
申込期限：7 月 26 日（月）

オンライン開催

杵築市立山香病院
0977-75-1234

30 日（金）
図書館の夕べ 大人のための朗読会
杵築市立図書館 杵 築 市 立 図 書 館
18:30～19:45 『怪談』
（本館）知 識の 広 場 0978-62-4362
夏の夜、背筋も凍る怖い話で、暑さを
（開場 18:15）
忘れてみませんか？
参加費：無料
定員：大人（18 歳以上）20 名
申込期間：7 月 1 日（木）～29 日（木）
※要事前申込。定員になり次第締切。
申込方法：本館カウンター又は電話

令和 3 年８月

行事予定

日 時
５日（木）
8:00～11:30

行 事 名（内 容）
場
所
①大内地区公民館
地域巡回健診
① 8:00 ～ 8:30 大内小学校区
②奈狩江地区公民館
② 8:30 ～ 9:00 大内小学校区以外
③10:30～11:00 護江小学校区
④11:00～11:30 豊洋小学校区、
奈狩江地区以外
（健診内容）基本・特定・後期高齢者健
診、結核肺がん、大腸がん、胃がん、子
宮がん、乳がん（マンモグラフィ）

お問い合わせ先
健康長寿あんしん課
0978-64-2540

６日（金）
12:30～13:00

４・５か月児健診
杵築市健康推進館
令和 3 年 3 月・4 月生まれのお子さ
んを対象に健診を実施します。

健康長寿あんしん課
0978-64-2540
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11 日（水）
10:00～12:00

14 日（土）
13:30～

杵築市「差別をなくす運動月間」人権・
同和問題講演会
演題：今を生きる私たち-歴史から学ぶ
「差別のおかしさ」講師：大分県人権問題研修講師
一法師 英昭さん
（大分県人権教育・啓発推進協議会）
○入場無料 先着 120 名
令和 2 年度杵築市成人式
平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4
月 1 日生まれの方で、原則として杵築市
に住民登録をしている方を対象に開催
します。

人権啓発・部落差別
山香庁舎 3 階
多目的ホール及び 解消推進課
0978-62-4799
2 階大会議室

杵築市文化体育館

社 会 教 育 課
0977-75-2413

18 日（水）
10:00～12:00

どんぐり（浄願寺 健康長寿あんしん課
すくすく広場
概ね 1 歳未満の赤ちゃんと保護者を こども園）
0978-64-2525
対象に身体計測、育児相談を行います。

20 日（金）
12:30～13:00

1 歳 6 か月児健診
杵築市健康推進館
令和２年２月・３月生まれのお子さん
を対象に健診を実施します。

健康長寿あんしん課
0978-64-2540

21 日（土）
8:30～10:00

山
地域巡回健診
①8:30～ 9:15 中山香地区
②9:15～10:00 中山香地区以外
（健診内容）
基本・特定・後期高齢者健診、結核肺が
ん、大腸がん、胃がん、子宮がん、乳が
ん（マンモグラフィ、超音波）

舎

健康長寿あんしん課
0978-64-2540

21 日（土）
11:00～11:30

杵築市立図書館
おはなし会
おはなしが好きな子どもたちに、絵本 （本館）
や紙芝居などの読み聞かせ等をします。
（定員２０名程度、事前申込不要）

杵築市立図書館
0978-62-4362

22 日（日）
9:00～16:00

マイナンバーカードの申請や受取りの
ための臨時窓口の開設
マイナンバーカードの受取り、電子
証明書の更新などの手続きの休日窓口
を開設します。
※事前予約必要（20 日（金）まで）

～3１日（火）
まで
10:00～17:00
（最終入館受付
16:30 まで）

きつき城下町資料館夏季企画展
きつき城下町資料 文化・スポーツ振興課
「きつき偉人伝Ⅰ-麻田剛立・重光葵・ 館 2 階企画展示室 0978-62-5750
村上天心-」
近世から近現代にかけてさまざまな
分野で活躍した杵築市の偉人の中から 3
人にまつわる収蔵品 34 点を展示して、
紹介します。
観覧料：一般 300 円
小・中学生 150 円
※毎週水曜日休館
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香

庁

・本庁舎 1 階市民 市 民 生 活 課
生活課戸籍係窓口 0978-62-1806
・山香庁舎 1 階山
香振興課市民生活
係窓口
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○市内小中学校
日

時

８月行事予定

（学校教育課

行事名（内容）

0977752411）
場

所

対

象

２日（月）

杵築市発達障がい研修

山香庁舎
多目的ホール

特 別 支援 教育 支 援
員、教職員

３日（火）

第２回教務主任会議

山香庁舎

教職員（担当者）

６日（金）

登校日（平和集会・平和授業）

各幼稚園
各小・中学校

園児、児童生徒

１１日（水）

幼稚園教育課程協議会（第２次）

杵築幼稚園

幼稚園職員

１７日（火）

第１回いじめ・不登校対策委員会

山香庁舎

教職員（担当者）

２０日（金）

浅黄半襟掛け拒否逃散
フィールドワーク

山香庁舎
市内関係地点

教職員（希望者）

２４日（火）

通学路安全推進会議

日出中央公民館

関係課、警察署
別府土木事務所等

２５日（水）

２学期始業式

各幼稚園
各小・中学校

園児、児童生徒

２６日（木）
～２７日（金）

宿泊体験活動

香々地青少年の家 杵築小学校 5 年生

○杵築高校

８月行事予定

（杵築高校

日時

行事名（内容）

1 日（日）
11:30～13:30

「おかえりの唄」シティプロモーション
南こうせつ氏が作曲した「おかえりの唄」の
イメージビデオで流れる列車到着メロディをＪ
Ｒ杵築駅で８月から放送開始するにあたり、南
こうせつ氏本人他出演者が参加する式典が開催
される。その式典において杵築高校吹奏楽部が
演奏を行う。
２学期始業式
２学期の始業式。身だしなみ検査等を実施。
実力考査（１９日、２０日）

19 日（木）
9:00～9:30

0978622037）
場所
JR 杵築駅

吹奏楽部

同校体育館

全学年

※新型コロナウイルスの影響により、中止・変更する場合があります。

26

対象

