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　市では結婚を希望する方の出会いの場づくりや、結婚を応援する気運を高め
るため、「出会いの場づくり応援事業  ～はぎキューピットプロジェクト～」
を実施しています。
　また、地域の企業や団体とも連携して地域社会全体で結婚を応援する取り組み
をすすめています。

『出会いの場づくり応援事業補助金』
企画提案募集！

　独身男女の出会いのきっかけとなる婚活イベントを
実施する団体に対して補助金を交付します。

　結婚を希望する独身男女をさまざま
な形で応援する団体です。　

応募資格 「はぎ縁結び応援団」に登録された団体

募集要件

20 歳以上の独身男女を対象に実施する婚活
イベント
①一般参加者公募型
　公募により募集定員おおむね 20 人以上で
　実施する婚活イベント
②一般参加者非公募型
　萩市内の複数の企業等の連合体が自社で
　雇用している独身者を対象に、参加者お
　おむね 20 人以上で実施する婚活イベント

補助金額
（補助率）

イベント１件につき
①の場合　15 万円以内（10/10）
②の場合　10 万円以内（10/10）

補助対象
経費

謝金、消耗品費、通信費、会場使用料など
※宿泊費、交通費等は除く

募集期間 ６月１日㊎～ 29 日㊎

応募方法
企画政策課備え付けの企画提案書類（萩市
ホームページからダウンロード可）を郵送
または持参

開催日 開催時間 対象 講座内容 開催場所

６月30日㊏ 10:30～正午 男性のみ 絶対結婚できる男性になるた
めの基本講座

市民館
第３会議室

13:30～15:00 女性のみ 本気の婚活！女子力向上講座
７月12日㊍ 19:00～20:30 男性のみ 男女の違いの基本講座！７月19日㊍ 19:00～20:30 女性のみ

７月29日㊐ 10:30～正午 男性のみ 婚活実践編 萩・明倫学舎
展示映像室13:30～15:00 女性のみ 実践！異性に伝わる会話術

　「婚活イベントに参加してもなかなか成果に結びつかない」、「異性の前では緊張して会話がうまくいかない」、「会
話がはずまない」、「気持ちをうまく伝えられない」、こんな悩みをお持ちの方。異性間コミュニケーションのスペシ
ャリストのお話を聞いて婚活力をアップしませんか？

「はぎ縁結び応援団」になりませんか

♥募集期間　６月１日㊎～ 22 日㊎
♥応募方法　企画政策課備え付けの申込書（申込用紙は萩市
ホームページよりダウンロード可）を郵送、持参またはＦＡ
Ｘで申込

♥講師　ICA 異性間コミュニケーション協会
　　　　九州・山口支部　支部長　槌屋　幸

ゆ き こ
子

♥募集人員　各講座 10 人（応募多数の場合は抽選）
♥募集対象　萩市内在住・在勤または将来萩市に住む希
望がある 20 歳以上の独身者
♥参加料　無料 企画政策課（25-3102）

問い合わせ

♥「はぎ縁結び応援団」とは…

♡出会いの場づくり応援事業♡ ～はぎキューピットプロジェクト～

対象者
・市内に事業所等がある企業・団体
　（実行委員会等の任意団体を含む）
・個人事業主等
※企業や団体の内部組織単位でも登録可。

メリット

・婚活イベントの実施に対し補助金を交付
・市のホームページ等で応援企業（団体）
を紹介、結婚応援に関する取り組み・事業
等をＰＲ
・自社の独身従業員の出会いを応援
・企業（団体）のイメージアップ

募集期間 随時受付

登録方法
企画政策課備え付けの登録申込書・誓約
書（萩市ホームページからダウンロード可）
を郵送または持参

『婚活力アップセミナー』参加者募集！
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　５月 15 日、16 日の両日、第 73 期本因坊戦７番勝負
の第１局が萩・明倫学舎で開催された。結果は二日目の夜
に 256 手にて終局し、挑戦者の山下敬吾九段が、本因坊
文
もんゆう

裕こと、井山裕太本因坊に僅か半目差で勝ち、第１局を
制した。井山本因坊のタイトル戦の連勝記録は 17 でスト
ップした。
　対局前日の前夜祭で私は初めてプロ囲碁棋士の方とお話
をさせていただいた。お二人とも第一印象はもの静かな、
ごく普通の青年であった。井山本因坊は終始真面目な話ぶ
りであったが、山下九段は人を和ませる話し方であった。
対局前の前夜祭は対局に差し支えないかと尋ねたところ、
きっぱりと切り替えができるので大丈夫とのこと。
　対局初日の朝、関係者とともに、双方が初手を打つまで
の、約 10 分間静かに観戦した。前日のリラックスしたお
二人からは想像がつかないほど、トップ棋士同士が醸し出
す緊張感が周囲に伝わってきた。
　両日の対局中、山本賢太郎五段による大盤解説会があっ
た。私は公務のため参加できなかったが、井山本因坊が僅
かに優勢の局面が続いていた。二日目の夜、終盤を迎え記

者席に入り、お二人の鬼気迫る対局の終盤戦を約２時間観
戦した。最後まで勝負がもつれ、結果は山下九段の半目差
で逆転勝ちと、本因坊戦でも歴史に残る名勝負となった。
　勝負がついた後の感想戦で井山本因坊は、どこで流れが
変わったのかをしきりに確認するため、終盤戦の自らの一
手一手の評価を新聞解説の張

ち ょ う う
栩九段相手に確認していた。

その姿には悔しさは感じられず、勝負師というよりも、研
究者の姿に映った。一方、山下九段は勝利したこともあり、
感想戦の振り返りに関して、一手一手への評価はあまり気
にしていないように見えた。
　歴史ある本因坊戦の萩対局を開催して、毎日新聞社や日
本棋院、関西棋院をはじめ、大和証券グループ、マルシフ
ードサービス（株）、そして萩市の担当職員をはじめ数多
くの関係者の協力があってはじめて対局は成り立つ。そし
て、日本のトップ棋士の二日間にわたる集中力を間近でみ
て、凡人のそれと決定的に異なり、オンとオフとの切り替
えが早く、深く、かつ長く続く。近づきたいものである。
また、敗戦こそ、上達の道と感じた。

■市長コラム　№ 13市民ファースト
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明治維新 150 年記念事業
中小企業等の事業拡大や起業・創業の促進を応援
乳幼児・子ども医療費助成制度、児童手当の現況届
市民ファースト～萩まちづくりセッション～
春の叙勲・危険業務従事者叙勲の受章者紹介
安心は日々の備えとあなたの防災意識から
平成 30 年度　萩市職員募集
情報案内板
慶弔だより
情報カレンダー
おでかけ情報

　５月 15 日～ 16 日、萩・明倫学舎で、井山裕太本因坊と
挑戦者の山下敬吾九段の対局が行われ、熱戦の結果、山下敬
吾九段が、256 手で黒番半目勝ちしました。
　対局前日は、松下村塾や萩城下町などの明治維新ゆかりの
地を巡りました。両対局者とも萩市を訪れるのは初めてで、
ガイドの説明を熱心に聞かれていました。
　萩対局の開催に併せ、歌会「150 年の歴史と碁を詠む」
が萩博物館で開催されました。これは、第五局の開催地であ
る福島県の歌人と山口県の歌人が、短歌を通じた相互交流を
行うものです。今回の歌会で評価の高かった歌は、「長州会
津隔てし距離よ茫

ぼうぼう
茫と萩城下より方位確

たしか
む」（福島県の伊藤

正
まさゆき

幸さん）、「夢を追ふ青年棋士の確信の一手を畏
おそ

る明倫館に」
（下松市の玉木伸

の ぶ ひ さ
尚さん）でした。

目次

「第73期本因坊戦第一局萩対局」
表紙

開催！

旧萩藩校明倫館「有備館」剣道大会
　「有備館」を剣槍術の聖地として顕彰し、記念事業を開催し
ます。
　薩長土肥の女流剣士（国体強化選手）の模範試合や、江

え じ ま
島 

良
りょうすけ

介先生（剣道教士八段）の記念講演会などがありますので、
ぜひご参加ください。

有備館顕彰事業
■と　き　６月 23 日㊏ 14:00 ～
■ところ　明倫小学校屋内運動場
■内　容　14:00 ～開会式
　　　　　14:30 ～薩長土肥の女流剣士模範試合
　　　　　15:20 ～講演会｢君も一番になれる」（江島良介先生）
　　　　　16:30 ～少年剣士、女流剣士による錬成会

■と　き　6 月 23 日㊏ 12:30 ～
■ところ　有備館

有備館剣槍術聖地宣言

高杉晋作旗争奪少年剣道大会
■と　き　６月 24 日㊐ 9:00 ～
■ところ　市民体育館
■参加者　106 チーム

問い合わせ

旧萩藩校明倫館「有備館」剣道大会実行委員会
（スポーツ振興課内）☎ 25-7311
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　市では、今年を「産業再生元年」と位置づけ、地域産業の振興や起業・創業、企業誘致
のさらなる促進のため、新たな事業を展開しています。

萩・産業再生元年 中小企業等の事業拡大や起業・創業の促進を支援します！

中小企業の事業展開のチャレンジを支援
【新規】萩市中小企業等事業拡大補助金

○１事業所あたり利用できる補助メニューは、１年間に３事業まで（各事業１つまで）
　※予算の範囲内での補助となります。
　※回線工事費、通信費など補助対象とならないものがあります。

メニュー 内　容 対象経費 補助率

展示会等出展補助
新商品の宣伝または販路開拓を目的と
して、首都圏その他の都市圏で開催さ
れる展示会等への出展に支援

新商品の宣伝や販路開拓を目的に、首都圏その他都
市圏で開催される展示会等への出展に要する参加費、
旅費、施設借上料、輸送費および広告宣伝費など

１/２
（上限20万円）

物産展等合同出展
補助

２事業者以上の小規模事業者等が共同
による県外の物産展等への出展に支援

県外の物産展等への出展に要する参加費、旅費、施
設借上料、装飾料、輸送費、広告宣伝費など

１/２
（上限３万円）

クレジットカード、電
子マネー決済機器の
購入補助

店舗等での決済環境の利便性を図るた
めのクレジットカードや電子マネー決
済機器の導入を支援

クレジットカードや電子マネーの決済端末機の本体、
暗証番号用のキーパッド、電子マネー決済用の接触リ
ーダライタ等の設置に要する経費など

１/２
（上限５万円）

販路開拓に必要な
広告宣伝やＰＲツ
ールの作成補助

新製品のＰＲや自社製品の販路開拓に
要する広告宣伝、パンフレットなどの
ＰＲツールの導入にかかる経費に支援

新製品や自社製品のＰＲや販路開拓に要する印刷製
本費、ホームページの新規作成・更新に要する経費、
ネットショップの開設に要する経費、自社の事業Ｐ
Ｒや商品のカタログもしくはパンフレットの作成に
要する経費など

１/２
（上限10万円）

地域資源を活用し
た新商品の開発経
費補助

市の地域資源等を活用した新たな商品
の開発を支援
※市内で製造・販売等が行われるもの

（農林水産加工品などは、原材料に萩
産のものを含むこと）、同一の商品化
がなされていないもの。

専門家謝金、研修費、試作品の作成費や委託料、知
的財産権（特許権や商標権等）の出願に要する経費
など

１/２
（上限25万円）

人材確保や職場環
境の改善に必要な
経費を補助

市外で開催される合同企業説明会の参
加などによる人材確保、また、従業員
のワークライフバランスの推進や福利
厚生サービスなど職場環境改善に支援

市外で開催する合同企業説明会等への出展に要する
経費、旅費、従業員の福利厚生サービスへの新規加
入の初年度の会費、就業規則等の改訂に係る専門家
謝金、従業員の管理システム導入経費その他必要と
認められる経費など

１/２
（上限10万円）

公衆無線ＬＡＮの
設置に必要な機器
の購入経費補助

インターネット接続の利便性のための
無料の公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）の導入
を支援
※利用者の端末や通信事業者の区別な
く、無料で利用できることなどの条件
あり。

公衆無線ＬＡＮの設置に必要な機器等の購入や設置
にかかる経費など

１/２
（上限５万円）

事業拡大等を行う市内の中小企業等に対し、販路拡大や商品開発等に要した経費の一部を支援します。

○申請方法　商工振興課に事前相談のうえ、所定の交付申請書（萩市ホームページからダウンロード可）に、登記簿謄本の写
　し、直近の決算書の写し（個人は確定申告書）など必要な書類などを添えて提出。
○適用日　平成 30 年４月１日 

商工振興課（２５- ３１０８）

○補助金Ｑ＆Ａ
Ｑ　補助対象となる事業者の要件は
Ａ・市内に所在地や事業所がある中小企業者等
　・山口県信用保証協会の保証対象業種（農林漁業は除く）
　・市税を滞納していないこと、など
Ｑ　申請時に注意することは
Ａ・必ず事業の実施前に申請してください
　・事業の変更・取りやめの際は書類の提出が必要です

Ｑ　補助対象外の経費は
Ａ・人件費や家賃、光熱水費など
　・企業の通常活動とみなされる経費
　・振込手数料や消費税などの経費
　・その他公序良俗に反するなど不適切なもの
　・旅費等は市の基準に準じたものとする
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中小企業等の事業拡大や起業・創業の促進を支援します！
商店街への出店で賑わい創出を

【新規】萩市賑い創出店舗活用支援補助金 企業誘致推進課（２５- ３８１１）

内　容 対象地域 対象経費 補助率
市内の商店街の空き店舗
等の利活用を促進して、
まちの賑わいを創出する
ため、商店街の空き店舗
等に出店する事業者に対
して、必要な経費の一部
を支援

田町商店街、
土原新店街

店舗改装
費、開店
広告費用
など

１/ ２（上限 30 万
円）事業者が女性ま
たは 30 歳未満の男
性の場合は 10 万円
を加算

○申請方法　企業誘致推進課に事前相談のうえ、所定の交付申請書（萩市ホー
ムページからダウンロード可）に、必要な書類などを添えて提出
　※予算の範囲内での補助となります。
○適用日　平成 30 年４月１日

【拡充】中小企業融資事業 商工振興課（２５- ３１０８）

　市内の小規模事業者や創業予定者等の資金繰りの円滑化、金利支払いによる
負担を軽減するため、「長期経営安定化資金」、「起業化支援対策資金」につい
て融資制度を拡充しました。なお、保証料は全額市が負担します。
※詳しくは、市報５月号を参照ください。

今後の産業振興、起業・創業、企業誘致に関する主な事業の紹介（予定）

※いずれも詳細は、決まり次第改めてお知らせします。
商工振興課（２５- ３１０８）

　企業誘致推進課（２５- ３８１１）

○萩ブランド再構築事業（６月以降）
　市の地域資源を「萩ブランド」として再構築し、販路拡
大を図る仕組みづくりを構築します。
■内容　地域資源調査、首都圏での調査、ブランドコンセ
プトの開発、地域商社設立の検討など

○お土産コンテスト（６月以降）
　市の新しいお土産品のアイデアを募集し、地場産業の振
興や集客力の向上を図ります。
■内容　最優秀賞は賞金 20 万円。受賞した場合、応募者
自ら商品化し販売することが条件です。

○学生ビジネスプランコンテスト（６月以降）
　仕事や起業に対する意欲の向上を図り、新しいビジネス
プランの発掘を促進するため、市内の学生を対象としたコ
ンテストを実施します。
■内容　市内に居住する高校生や大学生が対象（個人また
は５人以内のグループ）で、新規性、独自性、実現性等を
審査（最優秀賞は賞金 10 万円）

○萩ビジネスプランコンテスト（６月以降）
　萩の地域密着型事業で創業後に社会的影響力を有する先
駆的事業を募集します。　
■内容　コンテストは新規創業者部門、第二創業者部門に
分けて実施。独創性、市場性、地域貢献性、社会貢献性等
を審査（大賞は賞金 100 万円）

○萩・維新ふるさと企業説明会（来春予定）
　市内への若者の定着を促進するため、高校卒業予定者等
を対象に、実際に企業と個別面談できる場を設け、就業希
望者と企業とのマッチングを図ります。
■開催時期：平成 31 年春
■内容：企業が会社のＰＲを行い、高校卒業予定者等が自
由に話を聞くことができる面談の場となる企業ブースや、
就職相談が行える特設ブースを設置
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　８月から、乳幼児・子ども医療費助成制度は高校生等
までを対象とし中学生以下の所得制限を廃止します。
　現在、福祉医療費受給者証（乳幼児用・子ども用・ひ
とり親家庭用）をお持ちの方、および制度拡充により新
たに対象となる方に、６月中旬に申請書を送付します。

乳幼児・子ども医療費助成制度
８月から18歳までに拡充します
６月29日までに手続きをしてください

■必要書類等
①送付された申請書
②印鑑 ( インク浸透印以外 )
③対象者の健康保険証
④平成 30 年１月２日以降に転入した方は、前住所地の
平成 30 年度市区町村民税所得・課税証明書
※対象者が小学校就学前の乳幼児または高校生等がいる
世帯のみ
■申請期限　６月 29 日
■提出先　市役所市民総合窓口、各総合事務所市民窓口
部門、支所・出張所

子育て支援課 児童環境係（25-3259）

現況届は６月29日までに提出を！　
　児童手当を引き続き受けるには、現況届の提出が必要です。
■現況届
　現在受給している方に６月中旬に送付します。毎年６月
１日時点の世帯等の状況を把握し、６月分以降の受給要件
を満たしているか、所得制限に該当するかを確認するため
のものです。提出がない場合、６月分以降の手当が受けら
れなくなりますのでご注意ください。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
■必要書類等
①現況届
②健康保険証の写し（国民健康保険の場合は不要）
※健康保険組合、全国健康保険協会、船員保険、私立学校
教職員共済、全国土木建築国民健康保険組合、日本郵政共
済組合、文部科学省共済組合（大学等支部）、共済組合（勤
務先が独立行政法人または地方行政法人）が発行する保険
証以外の場合は、現況届の年金加入証明書欄に勤務先の証
明が別途必要となります。
③印鑑（インク浸透印以外）
④養育している子どもが市外にいる方は、子どもの世帯全
員の住民票
⑤萩市に住所がない配偶者の方のみ、前住所地の平成 30
年度市区町村民税所得・課税証明書
※その他の書類が必要になる場合があります。

■手当額（児童1人につき）

児 童 手 当

■提出期限　６月 29 日
■提出・問い合わせ　子育て支援課 子育て支援係（25-
3536）、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所

■所得制限

○制度の概要

乳幼児医療
費助成制度

子ども医療費
助成制度

ひとり親家庭医療費
助成制度

対
象
者

小 学 校 就 学
前の乳幼児

小学生～高校生等（18
歳になる年度末までの
児童）

①18 歳になる年度末
までの児童を養育す
るひとり親家庭の父
母と当該児童
②父母のいない 18 歳に
なる年度末までの児童

助
成
内
容

医療費の自
己負担分（保
険対象医療
費に限る）

医療費の自己負担分（保
険対象医療費に限る）
※自己負担あり（通院
１ 医 療 機 関 当 た り 月
1,000円・入院 1医療機
関あたり月 2,000円）

医療費の自己負担分
（保険対象医療費に限
る）

所
得
制
限

―

高 校 生 等 の み、 平 成
30 年度の税額控除前
の市区町村民税所得割
額 が 136,700 円（ 父
母合算）以下の世帯

平成 30年度の市区町
村民税所得割額が非
課税の世帯

対象者 中学校修了前までの児童

受給資格者 児童を養育する父母・未成年後見人等（支
給要件あり、施設入所児童は施設に支給）

所得制限

前年の所得税法上の扶養親族等の数に応じ
て所得の限度額があります。
※所得が限度額以上の場合は手当月額が児
童１人につき一律 5,000 円となります。
前年の所得税法上の扶養親族等の数に応じ
て所得の限度額があります。
※所得が限度額以上の場合は手当月額が児
童１人につき一律 5,000 円となります。

対象者 支給額

０～３歳未満 15,000 円

３歳～
小学生

１・２子 10,000 円

３子以降 15,000 円

中学生 10,000 円

扶養親族
等の数

所得の
限度額

０人 622 万円
１人 660 万円
２人 698 万円
３人 736 万円
４人 774 万円
５人 812 万円
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　萩市では、市民の皆さんの声をしっかりと聴き、市民の皆
さんの目線で物事を考え、市民の皆さんのために何ができる
かを考える「市民ファースト」の姿勢で施策を進めています。
　平成29 年度に開催した「市民ファースト～萩・移動市
長室～」に続き、６月下旬から「市民ファースト～萩まちづ
くりセッション～」を小学校区ごとに各地域で開催します。
　市長から市民の皆さんに主要な施策等について説明を行
い、市政について理解を深めていただくとともに、市民の
皆さんからのご意見などを直接お聴きし、広く市政に反映
させていきますので、ぜひご参加ください。

■開催時期：６月～ 11 月　
※総合事務所管内については日程が決まり次第お知らせし
ます。
■開催時間　19：00 ～ 21：00
■開催場所：小学校区ごとに各地域で開催
■内容：①市長自ら主要な施策等を説明します　②市民の
皆さんからのご意見をお聴きします

「市民ファースト～萩まちづくりセッション～」を開催

　当日参加できない方、会場で発言しにくい方など、事前
に意見を提出いただくことができます。
■提出方法　広報課、各総合事務所地域振興部門、支所・

市民の皆さんからのご意見を募集します

出張所の窓口備え付けの用紙（ホームページからもダウン
ロード可）を次の方法により提出
①広報課などの窓口へ提出、②郵便で送付、③ファクスで送
付、④電子メールで送付、⑤当日、会場で提出
※①～④については開催日の１週間前までにご提出くださ
い。当日、時間の都合等により全てのご意見に回答できない
場合がありますのでご了承ください。

〒 758-8555　萩市広報課　☎ 25-3178、FAX26-
5458、メール　kouhou@city.hagi.lg.jp

　５月19 日、千葉市の幕張メッセ国際会議場で、日本ジ
オパークネットワーク（ＪＧＮ）新規認定申請地域プレゼ
ンテーションを行いました。
　会場では、萩ジオパーク構想推進協議会長である藤道萩
市長をはじめ、花田阿武町長や市民代表者、事務局職員
など総勢 12 名でプレゼンテーション審査に臨み、萩ジオ
パークの特徴と魅力、２年前の見送りを経てからこれまで
の活動の変遷と今後の展望、そして、最後にネットワーク

みんなでつくろう！ 萩ジオパーク構想
プレゼンテーション審査を通過、夏の現地審査へ！

プレゼンテーションでは、花田阿武町長や萩のジ
オパーク活動に実際に取り組まれている地域の皆さん
とともに、私たちの取組や今後の展望をしっかりとお
伝えできたと考えています。
　これまでの取組に一定の評価を得て、第一次審査と
もいえるプレゼンテーションを無事に通過できたこと
にまずは安堵していますが、夏の現地審査に向けて、
引き続き、萩の着実な取組が認められるよう関係各位
の協力を得て全力で取り組んでいきます。

藤道会長（萩市長）コメント

萩ジオパーク構想推進協議会
 　（事務局：ジオパーク推進課  21-7765）

プレゼンテーションを行う藤道市長（左）

加盟への決意表明を行いました。
　その日の夕方に、プレゼンテーションを含む申請書類の
審査結果が発表され、８月頃予定される現地審査に進むこ
とができました（最終的な認定の可否については、現地審
査を経て 9 月頃発表される予定です）。

小学校区 期　日 会　場
大井 ６月27日㊌ 大井公民館
椿東 ６月29日㊎ 椿東小学校体育館
白水 ７月４日㊌ ふれあいセンター（楽々園）
見島 ７月６日㊎ 見島ふれあい交流センター
椿西 ７月９日㊊ 市民体育館（2Ｆ研修室）
三見 ７月11日㊌ 三見公民館

越ヶ浜 ７月20日㊎ 山口県漁協はぎ統括支店
相島 ７月31日㊋ 相島小・中学校
明倫 ８月７日㊋ サンライフ萩
大島 ８月18日㊏ 大島公民館

総合事務所管内 ９月～11月 10会場（日程等は今後決定）



萩市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-54588

受章おめでとうございます
春 の 叙 勲 旭日章は、社会のさまざまな分野で功績を挙げた人を表彰

瑞宝章は、公共的な職務に長年従事した人を表彰

瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章
教育功労

（元公立中学校長）

昭和 36 年に教鞭をとって以来 37 年
にわたり、教育行政に尽力。統合によ
り新設された萩東中学校の初代校長を
務めるなど学校運営に貢献した。

（80 歳　椿東）田
たなか

中　親
ちかあき

明

法務行政事務功労
（元鳥取地方法務局長）

昭和 41 年に法務省へ入省以来 40 年
にわたり、法務行政に尽力。鳥取地方
法務局長を務めるなど登記、訟務、人
権擁護など多岐にわたって貢献した。

（70 歳　川上）横
よこやま

山　好
よしのぶ

信

瑞
ずいほうたんこうしょう

宝単光章
消防功労

（元萩市消防団団長）

昭和41年に須佐町消防団に入団以来
48年にわたり、消防活動などに尽力。
平成25年の豪雨災害では方面団長と
して的確な判断で被害を最小限にくい
止めた。

（74 歳　須佐）石
いしばし

橋　剛
たけし

消防功労
（元萩市消防団副団長）

昭和50年に旭村消防団に入団以来43
年にわたり、消防活動に尽力。平成
16年の山林火災では分団長として被
害を最小限にくい止めた。

（75 歳　明木）横
よこやま

山　利
としゆき

之

林業振興功労
（山口県森林組合連合会副会長）

（70 歳　川上）金
かねこ

子　栄
えいいち

一
昭和44 年より歯科医師として地域住
民の歯科医療確保と口腔衛生の普及向
上に尽力。平成15 年には山口県歯科
医師会副会長に就任し、県民の歯科保
健向上に貢献した。

（73 歳　須佐）仁
に ほ

保　光
みつあき

昭

保健衛生功労
（元山口県歯科医師会副会長）

旭
きょくじつそうこうしょう

日 双 光 章

川上村森林組合組合長、阿武萩森林組
合代表理事組合長を歴任。平成20 年
より山口県森林組合連合会副会長に就
任し、豊富な経験と的確な判断で、安定
経営と林業の成長産業化に尽力した。

瑞
ずいほうしょうじゅしょう

宝 小 綬 章
財務行政事務功労

（元関東財務局理財部長）

昭和 46 年に大蔵省に入省以来 30 年
にわたり、財務行政に尽力。在メキシ
コ日本国大使館１等書記官、関東財務
局理財部長を歴任するなど多方面で活
躍した。

（70 歳　山田）板
いたや

谷　和
かずまさ

昌
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受章おめでとうございます
※同一章、功労ごとに 50 音順、敬称略。

危 険 業 務 従 事 者 叙 勲 警察官や自衛隊、消防業務など危険性が高い職務に長年従事

瑞
ずいほうたんこうしょう

宝単光章
警察功労

（元山口県警部）

昭和 46 年に山口県警察に入庁以来、
36 年にわたり警察業務に尽力。下関
署・長門署・宇部署での勤務や２度の
県警本部指令室を経験するなど、地域
住民の生活安全の維持に貢献した。

（71 歳　江崎）港
みなと

　正
まさひこ

彦

　４月 22 日、市議会議員一般選挙が行われ、26 人の立候補者の中から 20 人の市民の代表が決まりました。任期は、
平成 30 年５月１日から平成 34 年４月 30 日までの４年です。
　なお、投票率は 61.88％（前回 61.54％）でした。

当日有権者数（人） 投票者数（人） 投票率
男 女 計 男 女 計 男 女 計

18,976 22,812 41,788 11,397 14,461 25,858 60.06% 63.39% 61.88%

※五十音順、敬称略

萩市議会議員選挙結果
20人の市議会議員が決まりました！

選挙管理委員会
（25-2912）

問い合わせ

氏名 年齢 住所 所属党派

浅井　朗
ろ う た

太 38 平安古町 無所属（新）

五十嵐　仁
ひ と み

美 56 堀内 日本共産党（現）

石
いしとび

飛　孝
たかみち

道 64 椿東 無所属（現）

小林　富
とみい

27 江向 無所属（新）

齋藤　眞
し ん じ

治 61 椿東 無所属（現）

佐々木　公
き み え

惠 61 椿東 公明党（現）

関　伸
のぶひさ

久 44 呉服町 無所属（現）

瀧口　治
はるあき

昭 61 明木 無所属（新）

中野　伸
のぶる

79 吉部上 無所属（現）

長岡　肇
け ん た ろ う

太郎 70 大島 無所属（現）

氏名 年齢 住所 所属党派

西島　孝
こういち

一 69 平安古町 無所属（現）

西中　忍
しのぶ

53 椿東 無所属（現）

平田　啓
けいいち

一 62 椿 無所属（現）

松浦　俊
と し お

生 65 大井 無所属（現）

松浦　誠
まこと

46 大井 公明党（新）

美
み ば ら

原　喜
よしひろ

大 64 下小川 無所属（現）

宮内　欣
き ん じ

二 58 弥富下 日本共産党（現）

村谷　幸
こ う じ

治 50 椿 無所属（新）

森田　哲
てつひろ

弘 58 下田万 無所属（現）

横山　秀
しゅうじ

二 68 川上 無所属（現）
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～自分・家族・コミュニティで防災～
安心は日々の備えとあなたの防災意識から

　６月に入り、これから秋にかけて、梅雨の長雨や台風に
よる暴風雨が発生する季節を迎えます。近年全国各地で、
短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨が頻発し（いわゆ
るゲリラ豪雨など）、河川氾濫による浸水災害や、がけ崩
れなどによる土砂災害の発生が増加しています。
　萩市でも、平成 25 年７月に市東部を襲った豪雨災害に
より、甚大な被害が発生しました。また、昨年７月には、
九州北部を襲った豪雨災害は、記憶に新しいところです。
　災害は、いつやってくるかわかりません。どんなときで
もしっかりと対応できるよう、自分自身や家族、職場、地
域の人たち全体で不測の事態に備える必要があります。い
つもの備えがあればこそ、いざというときに役立ちます。
自身、家族はもちろんのこと、会社や地域などのコミュニ
ティ単位で防災意識を高めていきましょう。

○防災の心得と役割分担
　災害対策の基本は、自助（自分の命は自分で守る）です
が、共助（隣近所で助け合う）がなければ助かる命も助か
りません。私たち一人ひとりが、災害を身近に感じ、普段
から防災情報の収集に心掛け、いつでも避難できるよう家
族・地域・職場で災害対応を話し合い、準備してください。

○大雨のときは
　重大な災害（人命に関わる災害、河川・水路の決壊、土
砂崩れ、道路の損傷など）が発生する兆候や被害がありま
したら、早めに避難してください。できるだけ河川や斜面
から離れ、２階以上の建物等、高所に避難するなど臨機応
変な対応を心がけてください。

○危険度の確認を
　お住まいの地域が大雨時、どの程度危険であるかを把握し
ておく必要があります。各地域における災害の危険度を示し
た「ハザードマップ」により、それらの情報を知ることができ
ます。ハザードマップは、市役所、各総合事務所、支所・出張所
でも入手できます。また、市のホームページでも閲覧できます。

○避難所はどこにある？
　災害発生時の避難場所はご存じでしょうか？自宅、学校、
職場の近くにある避難所を確認しておきましょう。
　ハザードマップや指定避難所は市のホームページ「防災情
報」から閲覧できます。また、避難所一覧表を今月の広報誌と同
時配付しています。わかりやすいところに保管してください。

○防災用品を備えておく
　大規模な災害が発生すると水、電気などのライフライン
が停止する場合があります。災害発生時に持ち出す非常持
出品や、災害から復旧するまでの数日間の生活を支える非
常備蓄品をあらかじめ用意しましょう。

○緊急情報を知るために萩市防災メールに登録を
　携帯電話やパソコンに 24 時間、防災、気象、消防、地
震、津波情報を携帯電話やパソコンに電子メールでお知ら
せします。現在、約 9,100 人の方が登録しています。
※登録無料、受信費用は自己負担です。
▽登録方法
①受信を希望する機器がxpressmail.jp とlg.jp のドメイ
ンからのＵＲＬ付きメールが受信できる設定が必要です。
設定方法は、取扱説明書や携帯電話販売店で確認してくだ

出前講座
～地域防災マネージャーが伺います～

　萩市では、近年頻発する災害等に迅速に対応するため、
防災の専門知識・経験を持った地域防災マネージャーを
平成 29 年度から防災危機管理課に配属しました。地域
の防災力アップを目的とした、防災出前講座に地域防災
マネージャーが伺います。防災・減災や災害リスクにつ
いて地域防災マネージャーが詳しく解説します。
　出前講座の開催をご希望の場合は、防災危機管理課へ
お問い合わせください。

防災危機管理課　☎ 25-3808

○土のうをご活用ください
　松陰大橋高
架下に土のう
を備蓄してい
ます。浸水対
策として地域
でご活用くだ
さい。

登録用
ＱＲ

コード

さい。
②「hagi@xpressmail.jp」へ電子
メールを送信すると、登録変更メール
が届きます。本文中のＵＲＬにアクセ
スして、必要項目を選択してください。

平成 25年に発生した東部豪雨災害



広報はぎ 平成30年６月号 11

地域ぐるみでご協力を！
河川海岸一斉清掃等

地域の一斉清掃等
萩地域 河川海岸一斉清掃

川上地域 クリーン・キャンペーン
田万川地域 環境美化行動の日
むつみ地域 むつみ地域一斉清掃
須佐地域 須佐地域一斉清掃
旭地域 身近な環境をきれいにする運動

福栄地域 福栄地域クリーンデー

過去の一斉清掃の様子

７月２日月〜８日日は
萩市環境美化週間です

①萩市環境美化週間初日セレモニー
■とき　７月２日㊊　８:45 ～９:15
■ところ　市役所本庁舎ロビー
◦一日環境衛生課長委嘱状交付式
◦「きれいな萩 おまかせいど」認証式・功労者表彰式
②環境講演会
■とき　７月２日㊊　13:30 ～ 15:00
■ところ　エコプラザ・萩
■演題　気象災害から地球環境を考える
■講師　坂本京子（気象予報士、防災士）
■定員　50 人
③環境関連施設見学会
■とき　７月５日㊍　８:30 ～ 17:00（予定）

　小中学校の児童、生徒も多数参加します。家族ぐるみ、
地域ぐるみで清掃にご参加ください。
■とき　７月８日㊐ 早朝～、小雨決行（荒天の場合は 15
日㊐に延期）
※日程が前後する町内がありますので、あらかじめ町内会
に確認をお願いします。
※開始時間は各地区の実情に合わせて実施してください。
※当日萩地域は、６：30 に合図としてのろしを上げます

（三見・大井地区はサイレンでお知らせします）。その他の
地域は各総合事務所へお問い合わせください。
※実施の合図をした後、天候の急変等による作業実施（延
期）の判断は各町内会でお願いします。
■ところ　市内の河川および海岸、道路等
■ごみの処理方法
　収集したごみは焼却しないで、燃やせるごみと燃やせな
いごみ（缶、びん類を含む）に分け、配布した市指定袋に
入れ、交通の支障にならない場所に集積してください。
■刈り草の処理方法
◦交通の支障にならない場所に、できるだけまとめて集積
してください。
◦刈り草が河川に落ちないように配慮してください。
※松本川および橋本川の一部、その他各町内で敷き草とし
て利用される場合は、そのまま刈り置いてください。
■松本川、橋本川沿いで草の刈り置きができる場所
◦土原・川島の境界から太鼓湾までの川沿いの土手（川島）
◦太鼓湾（川島）から橋本橋までの川沿いの土手
◦山城精機前（沖原）から市民病院（青海）までの川沿いの土手
※その他の場所は、海岸道路沿い等に刈り置いてください。
■作業上の注意
◦ごみを入れた袋や刈り草は収集車が通る場所に出してく
ださい。
◦かま、手袋、帽子等は各自で準備してください。
◦熱中症やケガなど、安全には十分に注意してください。
◦作業中にケガ人や急病人が発生した場合は、萩市消防署

（25-2772）へ電話してください。
◦草刈機を使用する際は、安全な服装や手袋、防護眼鏡等
を着用して、作業者同士の間隔を十分にとり、特に斜面で

昨年の講演会の様子

※市役所前庭に集合。
■ところ　しものせき環
境みらい館（下関市）、宇
部テクノリサイクルセン
ター（宇部市）
■定員　20 人（先着順）
■申し込み　環境衛生課

（25-3146、ＦＡＸ25-
3591）

の作業は、足場の安全を確認してください。
機械への給油、注油や部品の交換等は、必
ずエンジン停止後に行ってください。
■ケガなどの診察受付
休日急患診療センター（26-1397）
※当日は、県民活動への参加のきっかけと
して、全市町をあげてボランティア活動に
取り組む「やまぐちボランティア・チャレ
ンジデー」です。

環境衛生課（25-3341）

　期間中は、市民の皆さんの地域美化に対する関心を一
層高めるため、市役所本庁舎ロビー、各総合事務所ロビー
およびエコプラザ・萩でパネル展示や、環境講演会等を
行います。
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　国民健康保険制度は、加入者の皆さんが支払われる保険料や、国・県からの補助金などを財源として運営しています。
　保険料賦課決定通知書は６月上旬に送付します。

保険料の納付方法

納期 納付月 納期限
１期 ６月 ７月 ２日㊊
２期 ７月 ７月 31日㊋
３期 ８月 ８月 31日㊎
４期 ９月 10月 １日㊊
５期 10月 10月 31日㊌
６期 11月 11月 30日㊎
７期 12月 １月 ４日㊎
８期 １月 １月 31日㊍
９期 ２月 ２月 28日㊍
10 期 ３月 ４月 １日㊊

保険料の納期

国民健康保険料

保 険 料
  一世帯ごとの保険料は、医療給付費分保険料額（加入者全
員）と後期高齢者支援金分保険料額（加入者全員）と介護納
付金分保険料額（40 ～ 64 歳までの方）を、所得割・資産割・
均等割・平等割の４つの項目で算出した合計額です。

　年金からの引き落としによる「特別徴収」と、口座振替や
納付書で納める「普通徴収」があります。

★特別徴収
　年金が支給される際に、国民健康保険料があらかじめ差し
引かれます。
　特別徴収の方の４月、６月、８月の保険料額は、仮徴収保
険料として年金から差し引かれています。年間保険料の決定
後、10 月以降の保険料で調整します。
≪対象者≫
次の要件をすべて満たす方
　①世帯主が国保加入である
　②世帯内の国保加入者全員が 65 歳以上 75 歳未満である
　③介護保険料が年金から引き落とされている
　④世帯主の年金受給額が、年間 18 万円以上である
　⑤介護保険料の特別徴収額と国民健康保険料の合計額が、
　　年金受給額の２分の１を超えない
※ただし、今年度中に 75 歳になる世帯主は、特別徴収の対
　象となりません。

　保険料の納付義務者は世帯主で、一世帯ごとに納めていた
だきます。
※世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯に
国保加入者がいる場合は、世帯主が納付義務者となります。

納付義務者

　表１の納期限（口座振替日）までに納付してください。
　コンビニエンスストアでも保険料を納めることができま
す。納付書は、１期～ 10 期までのすべてを 6 月に送付し
ます。
≪対象者≫
特別徴収の対象とならない方

課税課市民税係（25-3781）
市民課保険年金係（25-3147）

問い合わせ

表 1

　国民健康保険料は、その年に予想される医療費等から国・
県の補助金、病院で支払う一部負担金などを差し引いた額を
必要額として算定します。

保険料の算定方法

★普通徴収

　一定の所得以下の世帯については、
保険料の軽減を行っています。

保険料の軽減

世帯の平成 29 年中所得の合計 軽減割合
33 万円以下 ７割
33 万円＋（27.5 万円×被保険者数）以下 ５割
33 万円＋（50 万円×被保険者数）以下 ２割

　保険料率は、医療費の動向により変動し
ますので、毎年度見直しを行っています。
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萩市民春季ソフトボール大会
４月 29 日に萩ウェルネスパーク スポーツ広場で開催されました。
１部（男女とも年齢制限なし）は９チーム、２部（男性：40 歳以上、女性：年齢制限なし）は 13 チームが参加しました。

優勝（１部）玉江浦・倉江

◆学校花壇の部 ( 応募 20 件 )
【金賞】越ヶ浜小学校
【銀賞】明倫小学校、椿西小学校
【銅賞】椿東小学校、相島小・中学校、多磨小学校、
　　　  福栄小・中学校
◆地域・職域団体の部（応募７件）

【金賞】八
や は た

幡ふるさと花壇（江崎）
【銀賞】白水会館・しらみずクラブ（山田）、
　　　  救護施設つばき（椿）

【銅賞】大島地区環境衛生組合（大島）、高俣福
ふくじゅ

寿会（高俣）
◆個人の部（応募６件）

【金賞】関屋　俊
としふみ

文（椿）
【銀賞】原田　好

み さ と
里（須佐）

【銅賞】柴田　静江（須佐）
※金・銀・銅賞のみ掲載

決定
　４月18日～20日にかけて萩市花と緑のまちづく
り推進協議会が審査し、受賞者が決まりました。

５月12日の萩・夏みかんまつりの会場で表彰

春の花いっぱい運動受賞者

学校花壇の部
【金賞】越ヶ浜小学校

地域・職域団体の部
【金賞】八幡ふるさと花壇

個人の部
【金賞】関屋　俊文

観光課（25-3160）
問い合わせ

優勝（２部）後小畑

+90㎏級 【優勝】　福永　夏
な つ き

生　（崇徳高校２年・広島）

全国大会優勝おめでとう！
全日本カデ柔道体重別選手権大会

　（４月 15 日　大阪府）

〈萩市出身〉
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募集職種 募集人員 受験資格（すべての条件を満たすこと） 募集期間 試験日 第１次試験内容 採用予定日

上級事務 5 人
程度

①平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた方
（27 歳以下）
② 4 年制大学を卒業した方または平成
31 年３月に卒業見込みの方

6月1日㊎
～

6月22日㊎

【第1次試験】
とき：7月22日㊐
ところ：市役所

【第2次試験】
とき：8月下旬
ところ：市役所
内容：集団討論、個
人面接

教養試験
作文
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

平成31年
4 月 1 日

上級土木
上級建築
上級電気

各１人
程度

①平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた方
（27 歳以下）
② 4 年制大学でそれぞれの職種に関す
る専門課程を修めて卒業した方または平
成 31 年 3 月に卒業見込みの方

専門試験
作文
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接保健師 １人

程度

①昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた
方（30 歳以下）
②保健師免許を有する方または平成 31
年 2 月実施予定の保健師国家試験に合
格し当該免許を取得見込みの方

市民病院看護師
（新規免許取得

　見込者）
10人
程度

①昭和 43 年４月２日以降に生まれた方
（50 歳以下）
②平成 31 年 2 月実施予定の看護師国家
試験に合格し当該免許を取得見込みの方

とき:7月22日㊐
ところ:市役所

※２次試験はあり
ません。

専門試験
看護師適性検査
個人面接

市民病院薬剤師
（新規免許取得

　見込者）
１人
程度

①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方
（35 歳以下）
②平成 31 年 2 月実施予定の薬剤師国家
試験に合格し当該免許を取得見込みの方

専門試験
職場適応性検査
個人面接

市民病院
事務職員 １人

①昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた
方（30 歳以下）
②日商簿記 2 級、全商簿記 1 級、全経
簿記 1 級のいずれかを有している方ま
たは経理経験 2 年以上の方

教養試験
職場適応性検査
事務適性検査
個人面接

平成30年
10月１日

市では、将来の萩市を担うチャレンジ精神旺盛な職員を募集します。多くの方の応募をお待ちしています。

※すべての職種で、萩市内に居住できる方（市民病院の医療職にあっては、特別な事情がある場合を除く）に限ります。
　また、年齢は平成31年４月１日現在の年齢です。
※上記のほか、市民病院看護師・薬剤師（有資格者）は随時募集しています。

人事課　☎︎ 25-1239
職員募集・採用試験に関する問い合わせ平成30年度 萩 市 職 員 募 集

■申込方法　次の提出書類を〒 758-8555 萩市人事課人事係へ
郵送または直接持参してください。募集要項、受験申込書、受
験票は、人事課に請求されるか、萩市ホームページからダウン
ロードできます。
■提出書類　①受験申込書（写真を貼付）、②受験票（62 円切手
を貼付）、③最終学校卒業（見込）証明書、④最終学校成績証明書、

⑤保健師免許取得者は当該免許証の写し、⑥市民病院事務職員
で簿記資格取得者は当該合格証書の写し
※郵送の場合は、封書に「職員採用試験提出書類在中」と朱書
して郵便書留でお送りください（当日消印有効）。締切日直前の
場合は、速達でお送りください。
※持参の場合は、土・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15。

明治維新150年記念シリーズ切手特別版を販売中
　明治維新 150 年を記念し、萩幕末維
新に関連する史実などを中心にデザイン
したシリーズ切手（オリジナルフレーム
切手）を平成 25 年から毎年作成してい
ます。
　現在、吉田松陰やその門下生を題材と
してデザインした「明治維新への軌跡　
萩物語」を販売中です。萩ならではの切
手をぜひお買い求めください。
■販売部数　1,500 部
■販売エリア　市内の郵便局、県内の一
部の郵便局（一部の簡易郵便局を除く）、
萩市観光協会
■価格　１シート 1,300 円
■製作　日本郵便株式会社（企画協力：
萩市）

日本郵便中国支社（082-224-5991）

◎通信販売も行って
います

　萩市観光協会では通信販売の
取り扱いも行っています。
■申込方法　郵便局の「払込取
扱票」に必要事項を記入のうえ、
最寄の郵便局窓口で振込
■価格　１シート 1,660円（切
手シート代 1,300円、送料
360円）
※払込手数料はお客様負担

萩市観光協会（25-1750）
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区分 面積・金額
土地 492 万㎡
建物 42 万㎡
山林 1 億 3,849 万㎡
有価証券 9,347 万円
出資による権利 5 億 8,175 万円
債権 10 億 5,717 万円

基金
現金 124 億 2,034 万円
土地 1 億 9,062 万円
現物 49 万円

会計名 予算現額 収入率 支出率 市債残高 市債構成比
一般会計 323 億 4,358 万円 82.0％ 74.3％ 249 億 4,367 万円 84.4％
土地取得事業 200 万円 55.4％ 52.2％ ー ー
国民健康保険事業（事業勘定） 83 億 213 万円 85.2％ 89.7％ ー ー
国民健康保険事業（直診勘定） 7 億 7,233 万円 52.5％ 78.4％ 2 億 1,129 万円 0.7％
休日急患診療事業 9,740 万円 38.1％ 71.2％ ー ー
後期高齢者医療事業 9 億 6,145 万円 88.1％ 80.6％ ー ー
介護保険事業 66 億 4,855 万円 76.9％ 85.0％ ー ー
農業集落排水事業 6 億 1,950 万円 68.7％ 68.7％ 25 億 5,673 万円 8.7％
漁業集落排水事業 4 億 7,905 万円 89.5％ 89.5％ 17 億 4,838 万円 5.9％
林業集落排水事業 210 万円 58.2％ 58.2％ 609 万円 0.0％
特定地域生活排水事業 4,696 万円 86.5％ 86.5％ 6,508 万円 0.2％
個別排水事業 957 万円 47.8％ 47.8％ 3,844 万円 0.1％
駐車場事業 820 万円 83.3％ 88.6％ ー ー

合　計 502 億 9,282 万円 ― ― 295 億 6,968 万円 100.0％

財政状況の公表平成29年度
下半期

市では、上半期と下半期の年２回、予算の執行状況な
ど財政状況を公表しています。今回の数値は３月末現
在のものであり、出納整理期間（４月～５月）の執行
状況を含んでいないため、決算額とは異なります。

　一般会計予算額は、当初予算に 299 億 9,000 万円を計上し、その後の５回の予算補正（11 億 5,316 万円）
と平成28年度からの繰越明許費（12億42万円）を加え、３月末現在で総額323億4,358万円となっています。
　特別会計とは、国民健康保険事業など特定の目的をもって事業を行う場合に、その収支を明確にするた
めに独立した会計をいいます。企業会計の病院事業と水道事業および下水道事業（公共、特定環境）を除
く 12 の特別会計の当初予算総額は 172 億 7,490 万円で、その後の予算補正（5 億 6,308 万円）と平成
28 年度からの繰越明許費（１億 1,126 万円）を加え、３月末現在で総額 179 億 4,924 万円となりました。

市有財産の
状況

　市では遊休財産のうち不要となった財産について、維持
管理経費の削減と財源確保の観点から積極的に処分または
貸付を行っています。
※水道事業会計、下水道事業会計および病院事業会計に属
する財産は含んでいません。

一時借入金
の状況

　一時借入金とは、一時的に資金が不足する場合にその年
度において短期間借入するものです。３月末時点で一時的
に資金不足が生じるおそれがあったため、市が保有する基
金から 12 億 2,851 万円を繰り替えて運用しました。

市債残高の
状況

　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際に、一時的に多くの資金を必要とする場合に認められる
長期借入金のことです。その借入金を元利償還という形で長期間（１～ 40 年）にわたって返済することに
より、世代間の住民負担を公平にする役割を果たしています。

財政課（25-3469）、財産管理課（25-3143）

架空請求ハガキに注意してください！
　主に 60 代、70 代の女性を対象に、
身に覚えがない請求を受けたという

「架空請求ハガキ」に関する相談が昨
年度で 152 件ありました。
　「訴訟を起こした」「給料や財産を差
し押さえる」など、過去に利用した業
者に未払いがあったのかと勘違いさせ
る言葉を並べて、連絡をさせ、お金を
騙し取ろうという手口です。絶対に連

絡をしないようにしてください（左は、
実物のハガキ裏面）。
　請求された内容に不明な点や不安を
感じた場合は、業者には連絡せずに、
まずは消費生活センターへ相談を！

萩市消費生活センター
　☎ 25-0999

一般会計・
特別会計の
執行状況
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シリーズ153　健康ガイド

萩市民病院　院長
医師：米

よねざわ
澤文

ふ み お
雄

専門：内科

　統計では、日本の子どもの 8 ～
14％、大人の 9 ～ 10％が喘息に罹
患しています。
■喘息の病気の主体は？
　喘息の症状は、特に夜間や早朝に強
くなるのが特徴的です。夜になると空
気の通り道である気道が狭くなりやす
いためです。以前は喘息の病気の主体
は、気管支のけいれん性の収縮（れん
縮）であると考えられていました。現
在では、れん縮を引き起こす「炎症」
が病気の主体と考えられています。炎
症の原因は、チリダニ、ペットのフケ、
カビなどのアレルギーによることが多
いのですが、その原因物質を特定でき
ないこともあります。

　多くの方は、ゼーゼーという症状が
無くなれば喘息は治ったと思われま
す。しかし、多くの場合、気道の炎症
は続いており、刺激に対し過敏で、各
種のアレルギー物質の吸入や、風邪、
運動、冷気、ストレスなどの要因が加
わるとまた発作が出やすい状態です。
また、炎症が続くと気道が堅く狭くな
り、元に戻りにくくなりますので、普
段から気道の炎症を抑えることが重要
です。
■発炎の測定
　喘息の炎症は、白血球の一種である
好
こうさんきゅう

酸球による慢性の炎症です。炎症
局所では、一酸化窒素が産生されおり、
吐いた息の中の一酸化窒素を測定する
ことで好酸球による炎症の程度を知る
ことができるので、喘息の診断に役立
ちます。
　息がゼーゼーしていても、気管支喘
息以外の疾患によることもあります。
例えば、喘息と似たような症状を持つ

喘息の診断のための新しいツールのご紹介
　　　「呼気一酸化窒素」

肺気腫の患者さんに喘息を合併してい
るかどうかを判断するときも有用で
す。
■すでに喘息と診断されているときは
　喘息の炎症を抑える主役は吸入ステ
ロイド薬です。適切に使用すれば副作
用は少なく安全です。すでに喘息と診
断されていても、現在の薬の量で足り
ているのか、あるいは減らしてもよい
かの判断にこの検査は役立ちます。
　息をゆっくり吐くだけの簡単な方法
で測定でき、保険適応にもなっていま
すので、利用しやすくなりました。　

口の渇きが気になる！ドライマウス（口腔乾燥症）では？
　近年、中高年層を中心にドライマウ
スの患者さんが増えています。ドライ
マウスとは様々な原因によって唾液の
分泌量が減って口が渇く症状です。

口腔乾燥のサイン
　口が渇く、口の中がネバネバする、
口の中が赤くなる、舌に溝ができた、
話しづらい、口内炎ができやすい、　
味がおかしい、口臭がある、唇や口角
が切れやすい、　夜にのどが渇いて目
が覚めるなど

■原因
　ドライマウスは、特に「薬の副作用」

「ストレス」「筋力低下と老化」が三大
原因といわれています。
　次に示した薬剤は副作用として口が
渇く可能性がある薬剤です。

ドライマウスを引き起こす可能性のある薬
　花粉症に対するアレルギー薬、 抗う
つ剤・抗不安薬・睡眠薬、降圧剤、 風
邪薬、 胃酸を抑える薬、頻尿を抑える
薬、 抗ガン剤・免疫抑制剤

　ストレスは交感神経を高め、粘性の
高い唾液を出します。口の周囲の筋肉
が衰えると唾液の分泌量が低下しま
す。ドライマウスは男性に比べて女性
の方が４、５倍多く、女性ホルモン低
下が関係しているといわれています。
■治療
　ドライマウスの治療はセルフケア中
心の対症療法ですが、糖尿病、腎臓疾
患等の基礎疾患が原因の場合はその病
気を治療することが先決です。

　対症療法は唾液腺マッサージ、口腔
保湿剤の使用、よく噛んで食べる、服
薬、お口のストレッチなどがあげられ
ます。あわせてドライマウスによって
虫歯や歯周病のリスクが高まることに
注意が必要です。
　「ひょっとしてドライマウスでは」
と気になられる方はまずはあなたの

「かかりつけ歯科医院」に受診相談さ
れてみてはいかがでしょうか。

萩市歯科医師会
岡達

たつろう
郎

６月４日～ 10 日
歯と口の健康週間
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◎市道八丁今古萩線の道路拡幅工事および水道管布設替工事
通行規制にご協力を！

　新総合福祉センターの整備に伴い、市道八丁今
古萩線の道路拡幅工事を行います。
　また、あわせて、水道管布設替工事を行うため、
平成31年２月末（予定）まで通行規制を行います。

■工事期間　水道工事：６月上旬～８月下旬（予
定）、道路拡幅工事：９月上旬～平成31年２月下
旬（予定）、月～金曜日８：30～17：00（予定）
■規制内容　車両片側交互通行（歩行者・自転車
通行可）
※工事の都合上、一部通行止めの箇所、土・日曜
日に作業を行う箇所あり。
　新総合福祉センターの建設工事も引き続き
行っているため、市役所東側からの出入はでき
ません。
　工事期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、ご
協力をお願いします。

人が集まる仕組みづくりを萩往還おもてなし茶屋で実践

映像や写真という媒体を通じて、萩の魅力や物語を発信

問い合わせ 地域づくり推進課　☎２５- ３３６０

萩市地域おこし協力隊活動紹介⑦
　萩市では、15 人（６月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力を活かし、活動しています。
地域振興や魅力づくりに向け活動している隊員をシリーズで紹介します。

■行っている活動
　ＳＮＳ（観光課フェイスブックや観光課インスタグラム）を通じて萩市全域を対象とした観
光情報の発信と、映像や写真を使用して萩市のＰＲ映像の制作を行っています。
■今後の展望
　将来は映像制作を中心とした事業の展開を考えていますが、まずは地域おこし協力隊として

「萩のまち」全体を盛り上げたいと考えています。映像や写真という媒体を通じて、多くの方
に「まち」「ひと」「自然」など多種多様な萩の魅力や物語を発信し、「萩に来てよかった」「ま
た、萩に来たいね」と思っていただけるよう努めていきます。

■行っている活動
　萩往還沿いにある萩往還おもてなし茶屋（旧小林家住宅）の地域交流施設を地域住民と共に
運営。人が集まる仕組みづくりに取り組み、スタッフとして接客やイベント開催などの提案、
フェイスブック（萩往還おもてなし茶屋）の運営、情報発信紙の発行をしています。また、萩・
明倫学舎でガイドをしながら、来館者に萩のことを広く知ってもらう活動をしています。
■今後の展望
　現在、おこなっている活動を継続しながら、地域の活動の軌跡を振り返られるように記録を
残していきます。また、退任後は就職して、萩市で定住できるように、さまざまな資格取得を
していきます。

平成 28 年８月に着任（神奈川県川崎市から移住）
■所属　観光課

高
たかしお

汐　亜
あ い

依

平成 28 年 10 月に着任（広島県海田町から移住）
■所属　佐々並支所

弘中　誠
まこと

問い合わせ 福祉政策課　☎２５-３５８５
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後期高齢者医療制度の歯科健
康診査
　歯や歯肉の状態と口腔清掃状態
などをチェックし、口腔機能の低
下防止を図るために歯科健康診査
を行っています。
■健診項目　虫歯や歯周病の有無、
噛む力、舌の動き、のみこむ力の
確認など

◦前年度に75歳になり、新たに
被保険者資格を取得された方
◦前年度に障がい認定を受け新た
に被保険者資格を取得された方

６月１日～平成 31 年１月 31 日
５月末までにお届けする歯科健

康診査受診券に同封
歯科健康診査受診券、質問票、

後期高齢者医療被保険者証
山口県後期高齢者医療広域連合

☎ 083-921-7112

新しい民生委員・児童委員
　担当者が不在だった地区の民生
委員・児童委員が決まりました。　　　　　　　
○濱

は ま の
野千

ち ず こ
鶴子（担当地区：見島７・

８・９区）
■任期　平成 31 年 11 月まで　　

福祉政策課　☎ 25-3550　　

情報案内板 ※ の記載がないものは参加無料
講師
場所

演題
内容日時

対象
参加料
持参品 問い合わせ

申し込み定員
締切

お知らせ 蚊が媒介する感染症の予防
　デング熱、ジカウイルス感染症、
日本脳炎等の蚊を介した感染症は、
ウイルスをもった蚊に刺されるこ
とによって起こります。蚊を介し
た感染症の流行地域を訪れる場合
は十分注意をしてください。国内
であっても日ごろから蚊の対策を
心がけるようにしましょう。

萩健康福祉センター ☎ 25-2667

不正大麻・けし撲滅運動
　6 月 30 日まで、不正大麻・け
し撲滅運動開催期間です。「セティ
ゲルム種」「ソムニフェルム種」の
けしや「ハカマオニゲシ」は麻薬
成分を含んでいるため、勝手に植
えてはいけません。これらを発見、
または見分け方がわからない時は
ご連絡ください。　

萩健康福祉センター☎ 25-2666
萩警察署　☎ 26-0110

漏水調査にご協力を！
　市では、漏水の有無を調べる漏
水調査を毎年行っています。調査
にあたり、宅地内に立ち入ること
や、騒音等を避けるため交通量の
少ない夜間に調査を行うことがあ
ります。対象地区の皆さんには、

ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
　なお、作業員は萩市の身分証明
書を携帯しています。不審な点が
ありましたらご連絡ください。
■対象地区　萩地域（椿・山田地区）
■調査期間　６月上旬～９月下旬

水道工務課　☎ 25-2398　

萩市消費生活モニターの決定
　消費者と行政のパイプ役として、
萩市消費生活モニターが決まりま
した。
　活動として消費生活に関する情
報提供、地域における見守り活動
の推進、研修会等への参加や、意
見や要望を冊子にして、図書館や
本庁市政情報コーナーに設置して
います。
■モニター　早

は や の
野繁

しげる
（江向）、小田

清
き よ み

美（御許町）、奥
お く ど み

富里
り え こ

江子（三見）、
阿
あ ん の

武愛子（大井）、神
か み も と

本泰子（川上）、
原宏子（下田万）、平田小

さ よ こ
夜子（吉部上）、

宮内悦
え つ こ

子（須佐）、堀保
や す こ

子（明木）、
上
かみむら

村康子（紫福）
■任期　４月１日～平成31年３月末

消費生活センター　☎ 25-0999

情報公開制度および個人情報
保護制度の利用実績
　情報公開条例に基づき、市の持

○不用品活用銀行
■おゆずりします
　多磨小学校制服・体操服、チャイル
ドシート、餅つき機、東中学校制服、
東中男子陸上部ユニホーム・ウィンド
ブレイカー、リクライニングチェア、
乾電池用充電器、丸テーブル ( 木製 )、
敷マット
■おゆずりください
　萩商工制服・ジャージ、ジュニアシー
ト、自転車、テーブル、敷物、西中男
子制服、電動自転車（大人用）、エン
ジンチェーンソー、キーボード（電子
ピアノ）

◆登録は３カ月間。登録者と直接交渉
していただきます。希望者は、エコプ
ラザ ･ 萩へご連絡ください。成立した
場合や登録を取り消される場合もご連
絡ください。
◎リサイクル講座
○手作り講座

７月８日㊐　10:00 ～ 15:00
古布を使って花を作る
30 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は６月２日の 9:00 から。
○リサイクル洋裁講座

７月 10 日㊋、24 日㊋
10:00 ～ 15:00

古布を使って洋服を作る

20 人程度（両日参加可能な方）
500 円（材料費別）

※参加受付は６月３日の 9:00 から。
※両講座とも応募多数の場合抽選
※詳しくはエコプラザ・萩までお尋ね
ください。
■休館日　毎週水曜日
　　　　　毎月第２木曜日

◎犬猫譲渡会
６月 24 日㊐　11:00 ～ 14:00

※毎月第４日曜日開催。
エコプラザ・萩
わんにゃんＨＡＧＩ

　☎ 090-1352-0038
　猫の預かり先募集中！

エコプラザ・萩情報
☎︎２４-５３００
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つさまざまな情報を請求に応じて
公開しています。また、個人情報
保護条例に基づき、市の持つ個人
情報についても本人からの請求に
応じて開示等を行っています。
　平成 29 年度の利用実績は次のと
おりです。
♦情報公開制度
■開示請求の件数　25 件（口頭で
の請求を除く）
■開示決定等の状況　開示 24 件（う
ち 11 件は、部分開示）、不開示１件
■不服申立の状況　なし
♦個人情報保護制度
■開示請求の件数　４件（口頭で
の請求を除く）
■開示決定等の状況　開示４件（う
ち３件は、部分開示）、不開示なし
■不服申立の状況　なし
○開示対象の情報
　市の職員が職務上作成し、または
取得した文書や電磁的記録等で、組
織として保有しているもの（第三者
の個人情報等一部の情報を除く）
○情報開示請求の方法
　開示希望の情報を特定し、情報
を所管する担当課備え付けの開示
請求書を提出してください。

総務課　☎ 25-3359

労働保険の年度更新手続き
　労働保険の平成 29 年度分の確定
保険料と平成 30 年度分の概算保険
料の申告・納付手続きは、６月１
日～７月 10 日までです。

【萩地区受付相談日】
６月 20 日㊌　10:00 ～ 15:00
萩地方合同庁舎
山口労働局総務部労働保険徴収

室　☎ 083-995-0366

適正な外国人雇用を
　6 月は「外国人労働者問題啓発月間」
です。外国人労働者の雇入れや離職の
際は、氏名、在留資格等についてハロー
ワークへの届出が必要です。

ハローワーク萩　☎ 22-0714

歯と口の健康週間
　6 月 4 日～ 10 日は「歯と口の健

康週間」です。この期間中に、無料歯
科健康診断と相談を実施します（日曜
日は除く）。

山口県歯科医師会会員の歯科医院
県民であればどなたでも
山口県歯科医師会

　☎ 083-928-8020（要事前申込）

ワンコイントラスト運動に
ご協力を
　ワンコイントラスト（百円信託）
運動とは、観光客や市民の皆さん
から寄せられた信託金により、未
指定の文化財等を大切に保存・活
用する運動です。皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
■設置場所　萩博物館、道の駅「萩
しーまーと」、松陰記念館（道の駅

「萩往還」内）、旧山村家住宅、渡
辺蒿

こうぞう
蔵旧宅、玉木文之進旧宅、萩・

明倫学舎、有備館、旧小林家住宅（萩
往還おもてなし茶屋）、大板山たた
ら館
■信託金累計　3,084 万 3,432 円

（4 月 30 日現在）
まちじゅう博物館推進課

　☎ 25-3290

トラクターの転落事故に注意
　６月 14 日まで、春の農作業安全
運動が実施されています。事故を
防止するには、農業者一人ひとり

の安全意識の向上が不可欠で、さ
らに家族等からの「声かけ」によ
り一層の事故防止意識を農業者に
持ってもらうことが重要です。
　事前の環境整備に始まり、慣れ
た作業でも細心の注意を払い、余
裕を持った作業を心がけましょう。

農林振興課　☎ 25-4192

レストラン「山醉」の営業
　阿武川温泉に隣接するレストラ
ン「山

さんすい
醉」は５月２日に営業を開

始しました。市民の皆さんのお越
しをお待ちしています。
　定休日は毎週火曜日（祝日を除
く）。

川上総合事務所産業振興部門
☎ 54-2121、「山醉」☎ 080-562
9-7346 服部へ

　納期限までに忘れずに納めましょう
・市県民税
・国民健康保険料
・介護保険料
※今年度より、コンビニエンスストア
でも納付する事ができます。
※便利で確実な口座振替をぜひご利用
ください。
■納期限　７月２日㊊

収納課　☎ 25-3575

６月の納期のお知らせ

日 開 議 日　程
13日㊌ 10：00 会期の決定、諸報告、議案上程
14日㊍ 10：00 議案質疑、委員会付託
19日㊋、20日㊌
25日㊊ 10：00 一般質問

26日㊋、27日㊌
28日㊍ 10：00 各常任委員会

7月3日㊋ 10：00 委員長報告、質疑・討論・表決

◆一般質問の放送日程　萩ケーブルネットワーク、萩市総合情報施設
（農村型ケーブルテレビ）で生中継（122ch）（一部変更となる場合があ
ります）。エフエム萩（77.5MHz）で生中継。

市 議 会 ６ 月 定 例 会
６月13日㊌～７月３日㊋　　　 萩市議会議場

※議会は傍聴することができます。日程は変更になることがあります。
議会事務局　☎ 25-3144
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介護給付費通知の発送
　介護保険のサービスを利用され
ている方に、介護サービス事業者
からの請求に基づいた利用状況を
お知らせします。
　なお、この通知による支払いは
ありません。

６月上旬
平成 29 年４月から平成 30 年３

月利用分（月ごと・サービス種類
ごとに利用回数等を掲載）

高齢者支援課　☎ 25-3368

休日健診のお知らせ
　市では、平日に検診を受けられ
ない方のため、休日に検診車によ
る集団健診を実施します。

６ 月 10 日 ㊐　 ８:30 ～ 10:00
受付（要予約）

萩市保健センター
特定健康診査・後期高齢者健康

診査・がん検診（肺・胃・子宮・乳・
大腸）

国民健康保険被保険者・社会保
険被扶養者・後期高齢者医療被保
険者・生活保護受給者・本年度無
料がん検診ハガキ該当者。

健康保険証、がん検診等受診カー
ド（ハガキ）、無料がん検診ハガキ

（該当者）、受診に必要な料金等
６月４日までに、萩市健康増進

課へ　☎ 26-0500

危険物の取扱いにご注意を
　６月３日～９日は、危険物安全
週間です。危険物は貯蔵や取扱い
方法を誤ると、甚大な事故につな
がります。施設やご家庭での適正
な危険物の維持管理や安全な取扱
いを行っているか確認しましょう。
■危険物の貯蔵・取扱い
　ガソリン・灯油などの危険物を
一定数量以上貯蔵または取扱う場
合、消防法や萩市火災予防条例に
基づく許可や届出が必要です。
　また、ボイラーなどの燃焼機器
も、最大消費量が一定数量以上を
超えると許可や届出の対象です。

消防本部予防課 ☎ 25-2798

「はかり」の定期検査
　取引や証明に使用する「はかり」
は、計量法により２年に１回の定
期検査を受けなければいけません。

６月 8 日～ 25 日
市内各所

※６月 26 日～８月 31 日は、山口
県計量検定所。

清掃した「はかり」、検査手数料
山口県計量協会

　☎ 083-986-2591

狩猟免許取得に補助制度
　市と県では、有害鳥獣捕獲の担
い手確保対策として、狩猟免許の
新規取得者に対する補助金制度を

実施しています。
①狩猟免許試験

7 月 3 日㊋　9:00 ～ 16:00
※前日に、同会場で狩猟者講習会
が開催されます。

山口県総合保健会館 ( 山口市 )
新規＝ 5,200 円、既に所持者で、

他免許を受験する方＝ 3,900 円
6 月 26 日

②狩猟免許更新に係る適正検査、
講習会

7 月 20 日㊎　13:00 ～
市民館
2,900 円
7 月 13 日
①、②とも県萩農林水産事務所

森林部備え付けの申請書を提出
③県補助金

新規に第一種銃猟免許を取得し、
当該年度内に銃の所持許可を受け
狩猟者登録をした方。また、新規
にわな猟免許を取得し、当該年度
内に狩猟者登録をした方
■補助金　第一種銃猟免許　６万
7,000 円（既に銃の所持許可を受
けている方は２万円）、わな猟免許
１万 5,000 円
④市補助金

新規に狩猟免許を取得後、市内の有
害鳥獣捕獲隊に所属する方
■補助金　１万 200 円（既に免許を
所持する方は 6,900 円）

【①・②・③】萩農林水産事務
所森林部☎ 22-3366、【④】農林

　「男女共同参画週間」（６月 23 日～
29 日）に合わせて、次の行事を行い
ます。
○男女共同参画図書コーナー

６月１日㊎～ 30 日㊏
萩・須佐・明木図書館、田万川中学

校図書館
■テーマ「わたしらしく、あなたらし
く～平成 30 年度版男性や子どもに読
んでほしい男女共同参画図書～」
○おとうさんとおじいちゃんの読み聞
かせ
　男性や子どもに読んでほしい男女共

同参画図書の中から選んだ本を、子ど
もたちに読み聞かせます。
①明木図書館　６月 13 日㊌　15:30
～ 16:00
②萩図書館（わくわく子ども図書館）
６月 23 日㊏　14:00 ～ 15:00
▽読み手ボランティアの募集
　希望の方は、市民活動推進課へ申し
込み（希望人数到達時点で終了）。
○男女共同参画週間パネル展

６月 12 日㊋～ 29 日㊎
市役所ロビー

○萩市女性相談窓口をご存じですか
①夫婦間や交際相手との間で起こる暴
力（ＤＶ・デートＤＶ）をはじめ、男

女共同参画に関するさまざまな相談を
受けています。一人で悩まず、まずは
相談してください。
■萩市女性相談窓口専用ダイヤル
月～金曜日、9:00 ～ 17:00　
☎ 25-3366
■ＤＶホットライン（緊急用）
☎ 0120-238-122
②臨時女性相談窓口

６月 16 日㊏　13:30 ～ 16:30
市民活動センター「結」

※いずれも女性相談員が対応し、秘密
は厳守します（相談無料）。

市民活動推進課　☎ 25-3227

男女共同参画週間

お知らせ
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振興課有害鳥獣対策室☎ 25-4194

恵美須ヶ鼻造船所跡の発掘調査
　世界文化遺産「明治日本の産業
革命遺産」の構成資産の一つとなっ
ている「恵美須ヶ鼻造船所跡」の
発掘調査を実施します。
　今年度は、丙

へいしんまる
辰丸・庚

こうしんまる
申丸の造

船場や綱製作木
ご や

屋等の調査です。
期間中は現地ボランティアガイド
の誘導により、見学路内から発掘
作業を自由に見学できます。

6 月 4 日～ 12 月末（予定）
　9:00 ～ 16:30 まで（平日のみ）

恵美須ヶ鼻造船所跡（中小畑）
※発掘作業終了後は遺構保護のた
め防水シート等で発掘現場を覆い、
見ることができない場合がありま
す。雨天時は作業中止。

文化財保護課　☎ 25-3654

２カ所目以降の駐車料金を無
料にします
　7 月 1 日から市外の方は、萩・
明倫センター駐車場、中央公園駐
車場、萩博物館駐車場について、
同日の同じ車に限り、２カ所目か
らの利用が無料です。市民は上記
の駐車場すべてが無料です。
■手続方法　1 カ所目で駐車場料金
の領収書を受け取り、２カ所目以
降は 1 カ所目の領収書を駐車場窓
口等でご提示ください。

観光課　☎ 25-3139

指定給水装置工事事業者の追
加・廃止
　次の指定工事事業者が追加および廃
止になりました。
○指定の追加　㈱椿設備工業（萩市　
☎ 25-6700）
○指定の廃止　山根設備工業　
　水道工事等を行う時は、必ず市の指
定業者へ申し込んでください。

水道工務課　☎ 25-2398

平成29年度水道水質検査結果
　市では水道水が水質基準に適合して
いること、また、原水の取水から浄水
処理、送配水管を経て蛇口に至るまで

の安全性を確保するため、水道法に基
づく水質検査を行っています。
■検査場所　蛇口、浄水場出口、原水

（浄水場で処理する前の水）
■検査項目　一般細菌、大腸菌など
51 項目（原水については 39 項目）
■検査回数　項目・地域ごとに設定（年
に１～ 12 回）
■検査結果　市内 73 カ所の検査地点
において、項目すべてで基準に適合し、
安心して利用できます。
　なお、詳しい検査結果については、
水道工務課、市役所本庁市政情報コー
ナー、各総合事務所、市ホームページ
でご覧いただけます。

水道工務課　☎ 25-2398

教科書展示会
　平成 31 年度に使用する教科書の見
本本や現在使用している小・中学校教
科書の見本本・教科書目録等を展示し
ます。多くの方にご覧いただき、ご意
見を受け付けます。

６月１日㊎～７月 26 日㊍まで
萩図書館、須佐図書館
学校教育課　☎ 25-3562

ふるさと寄付
　4 月 1 日～ 30 日で、67 件 135
万円の寄付がありました。ありがとう
ございました。

（平成 30 年度累計 67 件、135 万円）

訂正とお詫び
　広報 5 月号に折込配布の「平成 30
年度保健ガイド」のうち、萩地域健診
日程（5 ページ）の月日に誤りがあり
ましたので、訂正してお詫びします。

（誤）10 月 28 日㊐
（正）10 月 27 日㊏

田床山草花観察会
　田床山の散策をしながらササユ
リやイシモチソウなど季節の草花
の観察を行います。

６月 10 日㊐　9:30 ～ 11:30（雨
天中止）

田床山中央広場
田床山散策、草花の観察
飲み物

※山歩きのできる服装と長靴等で
ご参加ください。

30 人程度
6 月 7 日までに、農林振興課へ

　☎ 25-4194

梅林園梅もぎふれあいデー
６月９日㊏、9：00 ～ 14:00
萩往還梅林園（椿大屋）
梅もぎ体験

※収穫した梅は、１㎏ 100 円で販売。
収穫用の袋
観光課　☎ 25-3160

募　集

　在宅高齢者等の介護をしている家族
を対象に、市内の登録協力店で介護用
品と引き換えることのできる利用券を
交付します。
　現在、利用券をお持ちの方は、有効
期限が６月 30 日までとなっています
ので、更新申請を行ってください。
※新規の申請も随時受け付け。
■必要書類等　現在お持ちの利用券、
印鑑、介護保険被保険者証

6 月 29 日㊎
市内在住の要介護 1 ～ 5 の方を在

宅で介護している家族で、世帯全員が

市民税非課税の方
※要介護者、家族が別世帯の場合は、
どちらも市民税非課税世帯。
■給付額（年額）　【要介護１～３の方】
３万 5,000 円以内、【要介護４・５
の方】７万 5,000 円以内　
■対象品目　紙おむつ、尿とりパッド、
使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャン
プー等
※介護保険制度による貸与・販売物品

（車イス、ポータブルトイレ等）を除く。
高齢者支援課高齢福祉係☎ 25-

3137、各総合事務所市民窓口部門

6月29日までに利用券の更新申請を！
家族介護用品支給事業
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6 月 22 日までに、至誠館クラブ
事務局へ　☎ 080-1631-3327

朝ごはんメニューコンテスト受
賞レシピを作ろう！朝ごはん教室
　第４回朝ごはんメニューコンテスト
受賞者３人が講師の料理教室です。

６月 30 日㊏　9:00 ～ 12:00
萩市保健センター
萩にゃんの具だくさん朝食サンド、

コロコロカラフルサラダ、やさいのリ
ボンスープ

園児～中学生とその保護者（小学校
４年生以上は子どもだけの参加も可）
※託児はありません。

15 組（先着順）
エプロン、三角巾、タオル
300 円
６月 22 日までに、健康増進課へ

　☎ 26-0500

ＮＨＫ公開セミナー
大河ドラマ「西郷どん」
　ＮＨＫ大河ドラマ「西

せ ご
郷どん」の出

演者を迎え、撮影の舞台裏や今後の見
どころなどについてお聞きします（出
演者未定）。

７月 15 日㊐　14:00 ～ 15:30
市民館大ホール
無料ですが、入場整理券（１枚で２

人入場可）が必要
６月 25 日㊊必着（応募多数の場合

は抽選）
往復ハガキの往信用裏面に郵便番

号、住所、氏名、電話番号、返信用表
面に郵便番号、住所、氏名を記入の上、
〒 758-8555 萩市企画政策課「ＮＨ
Ｋ公開セミナー」係へ郵送
※詳しくは、ＮＨＫ山口放送局ホーム
ページをご覧ください。
※ＮＨＫでは、ご応募の際にいただい
た情報を受信料のお願いに使用する場
合があります。

企画政策課　☎ 25-3102

市民農園
　健康づくりや余暇活動の場として、
市民農園をご利用ください。

契約日～平成 31 年３月 31 日まで
椿東地区（東光寺付近）

はつらつライフ「はじめましょ
う！ノルディック・ウォーキング」

６月 10 日㊐　13:30 ～ 15:30
萩セミナーハウス ( 堀内 ) 
　「ノルディック・ウォーキング」

の基礎と効果を学ぶ
山本陸

む つ き
記（日本ノルディック・ウォーキ

ング協会公認上級インストラクター）
どなたでも
20 人（先着順）
1,500 円（ポール利用込み）
６月８日までに萩セミナーハウスへ　

☎ 21-7501、FAX21-7666

ゴキブリだんご作り
６月 12 日㊋　10:00 ～ 11:00
市民館
たまねぎを使ったゴキブリ退治に効

果のあるだんご作り
300 円（材料費）
６月７日までに、消費生活センター

へ　☎ 25-0999

田万川地域移住者交流会
　田万川地域へ移住した方の不安や、
移住してよかったことをテーマに話し
合い、住みよい地域づくりについて考
える交流イベントです。

６月 24 日㊐　10:00 ～ 14:00
小川交流センター
グループトーク・立食パーティ
田万川地域に移住してきた方（５年

以内）、田万川地域に移住したい方
500 円
30 人程度（子ども連れ可）
６月13日までに、弥富支所 地域おこ

し協力隊 小野へ　☎08387-８-2211

萩海運委託職員
1 人
乗船券の販売、貨物の受付ほか
萩海運本社（東浜崎町）

■待遇　委託料等は会社規定による
■選考方法　面接

6月15日までに、市販の履歴書（写
真貼付）を郵送または持参
〒 758-0024　萩市東浜崎町 139-1
萩海運　☎ 25-2040

ざる豆腐づくり教室
７月４日㊌　９:30 ～ 13:00
市民館（実習室・講義室）
ざる豆腐、夏みかん寿司づくり
30 人（先着順）
エプロン・三角巾・マスク・布巾
1,500 円（材料代）
６月 15 日までに農林振興課へ　

　☎ 25-4192

萩中央女性セミナー参加者
６月 28 日㊍　14:00 ～ 15:30
萩市民館小ホール
「日本の美しい歌を歌いましょう」

をテーマに童謡、唱歌、懐かしいヒッ
ト曲などの歌唱

古
こ ね が わ

根川円
まどか

（至誠館大学ライフデザイ
ン学部）

10 人程度 ( 婦人会会員と合わせて
40 人程度 )

６月 15 日までに中央公民館へ　
　☎ 25-3590

菊ヶ浜海水浴場監視員
７月 14 日㊏～８月 19 日㊐

　8:30 ～ 17:30
①ライフセービング協会 ( ベーシッ

クセーバー ) 資格取得者、②水泳経験
のある心身ともに健康な18歳以上で、
7月7日の講習を受けることの出来る方
■賃金（日額）
　① 9,500 円、② 8,000 円

15 人程度（予定）
6 月 22 日までに、履歴書 ( 写真

貼付 ) を郵送または持参
観光課　☎ 25-3139

至誠館クラブ
「アーチェリー体験会」

7 月 1 日㊐　10:00～12:00、
　13:30～15:30

至誠館大学体育館
アーチェリーの基本、ミニゲーム
木
き は ら

原佳
けいすけ

介・横
よ こ や

矢成
し げ み

美 (やまぐちジュニ
アアーチェリークラブ）

小学 4 年生～一般の方（男女）
各 15 人（午前・午後）
体育館シューズ
100 円（保険料）

募　集
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業所、公共施設（民間の個人、団体を
中心に設置されたもの）
○学校部門　幼稚園・保育園、小・中
学校、高等学校

９月７日までに、環境衛生課、各総
合事務所市民窓口部門、エコプラザ・
萩に備え付けの応募用紙を提出

環境衛生課　☎ 25-3341

自衛官募集
　陸・海・空自衛官を募集します。
①一般曹候補生　部隊の中核となる自
衛官を目指す
②自衛官候補生　任期制の自衛官とし
て２等陸・海・空士に任用
③航空学生
　海上・航空自衛隊のパイロット養成
■受験資格　①、②：18 歳以上 27
歳未満の方、③：高校卒業（見込み
含む）、海上：23 歳未満の方、航空：
21 歳未満の方
※年齢は平成 31 年４月１日現在。
■試験日　① 9 月 21 日㊎～ 23 日
㊐のうち１日、②受付時にお知らせ、
③ 9 月 17 日㊊㊗

①、③：7 月 1 日～ 9 月 7 日、②：
年間を通じて受付

自衛隊萩地域事務所　☎ 22-2409

認知症サポーター養成講座
　認知症の原因や症状・予防方法・対
応・地域での見守り支援の方法などの
基礎知識をわかりやすく学びます。

6 月 14 日㊍　13:30 ～ 15:00
市民館研修室
認知症キャラバン・メイト
20 人程度
6 月11日までに、西地域包括支援

センターへ　☎25-3521（当日受付可）

萩ユネスコ協会文化講演会
６月９日㊏　14:40 ～ 15:50
中央公民館
ジオパークの仕組みと萩での取り組

み状況をわかりやすく紹介。
「萩ジオパーク構想について」　
白井孝

た か あ き
明（萩ジオパーク推進課職員）

文化・生涯学習課　☎ 26-5636

300 円（各回）
1 週間前までに、健康増進課へ

　☎ 26-0500

「海の男と夏！」女性参加者
　独身漁業者との交流会に参加する独
身女性の方を募集します。

７月14日㊏　10:30～15:00（雨
天決行）

ユーズボウル萩店ほか
萩産魚介類等のバーベキュー
独身女性（先着 15 人）
７月６日までに、住所、氏名、年

齢、生年月日、職業、電話番号、Ｅ
メールアドレスを山口県漁協はぎ統
括支店　☎ 25-0231、メール hagi-
shidoubu@jf-ymg.or.jp) 守永へ

放送大学10月生
　インターネットやラジオ、テレビで
学ぶことができる通信制大学です。
■出願期間
第１回：６月 15 日～８月 31 日
第２回：９月１日～９月 20 日
■入学相談　月曜日、祝日を除く
　10:00 ～ 17:00

放送大学山口学習センター
　☎ 083-928-2501

はじめての挑戦！カヌー体験教室
７月 28 日㊏　8:30 ～ 15:30
阿武川温泉公園
カヌー体験、川くだり
カヌー未経験の市内小学４～６年生
20 人（応募多数の場合は抽選）
1,000 円（昼食代、保険料含む）
６月 22 日までに、氏名、学校名、

学年、保護者電話番号を FAX22-
1108、メール hagijc2018kanoe@
gmail.com へ

萩青年会議所 ☎ 25-3333（萩商
工会議所内）藤田

緑のカーテンコンテスト
　緑のカーテンの効果を広く周知する
ため、コンテストを実施します。

市内で緑のカーテンを設置している
個人または事業者、学校
■応募部門
○一般部門　一般家庭、アパート、事

耕作が可能な方
■募集区画　２区画（1 区画 35㎡）

年額 3,000 円
６月 30 日までに農林振興課備え付

けの申請書を提出
※申込者多数の場合は抽選。

農林振興課　☎ 25-4192

萩・阿武・長門合同短歌大会
の参加作品
　10 月 27 日に行われる合同短歌大
会の参加作品を募集します。
■出詠料　1,000 円（１首）
※２首まで出詠できます。

７月１日までに、事務局備え付け
の応募用紙に、未発表の作品（楷書で
記入）、住所、氏名、電話番号を記入
し、郵送　〒 759-3611　萩市大井
2837-1　萩・阿武・長門合同短歌大
会事務局 西元　☎ 28-1444

萩夏まつり
○メッセージ花火

８月１日㊌
５口で尺玉花火を１発打ち上げ（１

口１万円、先着 15 口）
７月 10 日

○市民総踊り参加者
８月２日㊍
市民総踊りヨイショコショパレード

　19:30 ～ 21:00（予定）
７月 10 日

○萩ゆかたキッズショー
８月３日㊎　18:00 ～ 18:40
３～８歳くらいのお子さん

○萩ゆかたコレクション
８月３日㊎　20:00 ～ 21:00
高校生以上の女性
〒758-0047 萩市東田町19-４ 萩商

工会議所 ☎25-3333、FAX25-3436、
メール hagi-cci@haginet.ne.jp

男性の健康料理教室
　食を通じて、健康づくりや仲間づく
りのお手伝いをします。

7 月 12 日㊍、9 月 14 日㊎、11
月 21 日㊌、平成 31 年 1 月 23 日㊌、
3 月 5 日㊋　10:00 ～ 13:00

萩市保健センター
市内在住の男性

講演・講座
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3,000 円（教材費、最終日昼食費、
保険料等）

６月 29 日までに、申込書に参加料
を添えて萩光塩学院に提出
　☎ 22-0782

甲種防火管理者資格取得講習
７月 26 日㊍　9:00 ～ 17:00

　７月 27 日㊎　9:00 ～ 12:00
消防本部
次の防火管理者をおかなければなら

ない事業所で管理・監督的な立場の方
▽収容人員が 10 人以上の社会福祉施
設（消防法施行令別表第一 ６項ロを
含む施設）
▽収容人員が 30 人以上で飲食店、旅館
など不特定多数の人が出入りする施設
▽収容人員が 50 人以上で学校、工場
など特定多数の人が出入りする施設

3,300 円
６月 19 日～７月６日に、消防本部

備え付けの申込書（萩市ホームページ
からもダウンロード可）を郵送、持参
〒 758-0041　萩市江向 428-2 消
防本部予防課　☎ 25-2798

「脳の健康楽習会」で
脳を活性化！

９月５日から６カ月間、原則毎週水
曜日、10:00 ～ 12:00

総合福祉センター
30 分程度脳トレを教室で実施（教

室以外の日は、自宅学習）。健康体操、
料理教室、レクリエーションなど

要介護・要支援認定を受けていない
方

14 人（抽選）
毎月約 2,300 円程度（教材費含む）
７月 25 日までに、萩市社会福祉協

議会へ　☎ 22-2289

介護支援専門員の実務研修受
講試験

10 月 14 日㊐
山口大学（吉田キャンパス）
保健・医療・福祉に関する法定資格

を保有している方、もしくは、相談援
助業務に従事している方

認知症支援ボランティア養成講座
　認知症サポーター養成講座の受講者
を対象に、地域で実際に活動を行うボ
ランティアを養成する講座です。
○全体講座

7 月 12 日㊍・19 日㊍・26 日㊍
　13:30 ～ 16:00

萩市の現状、医師による講義、認知
症の人への関わり（傾聴等）、認知症
支援ボランティアの役割等を学ぶ
○各論講座①（認知症予防運動）

8月2日㊍・23日㊍ 13:30～16:00
認知症予防運動プログラム、教室運

営等
○各論講座②（認知症カフェ・認知症
家族支援）

8 月 9 日㊍・30 日㊍
　13:30 ～ 16:00

介護者の理解と支援、認知症の症状
と具体的な対応等を学ぶ

【共通事項】
「認知症サポーター養成講座」を受

講し、当講座終了後は地域で活動でき
る方（各論講座①・②は選択受講）

総合福祉センター
20 人程度
7 月 2 日までに、西地域包括支援

センターへ　☎ 25-3521

障がい者おしごとネットワー
ク北浦懇話会

６月 14 日㊍　13:30 ～ 15:30
萩市民館小ホール
障がい者雇用の促進等に関する法

律、発達障がい者の特性と関わり方、
事例発表「北浦地域で働く障がいのあ
る方の事例」などについての懇話会

ふたば園障害者就業 ･ 生活支援セン
ター ほっとわーく　担当：上田、伊藤、
吉見　☎ 21-7066、FAX21-7067

盲ろう者通訳 ･ 介助員
養成講習会

オープン講座：６月16日㊏、23日㊏
30日㊏、７月14日㊏、22日㊐
実習：８月４日㊏、25日㊏、９月８日㊏
15日㊏　10:00 ～ 16:00

山口県聴覚障害者情報センターほか
盲ろう児・者の理解、通訳 ･ 介助員

の役割（コミュニケーション方法と手
引きの仕方の学習、通訳・介助実習

山口県在住で、全講座の受講が可能
な方（障がいの有無は問いません）

30 人
実習費・交通費・昼食代は自己負担
山口県聴覚障害者情報センター

　☎ 083-985-0611

萩市子育て支援センター行事
○子育て誕生会

６月 15 日㊎　10:30 ～ 11:30
日の丸保育園
手あそび、パネルシアター他
未就園児と保護者
６月８日

○子育て講座
６月 29 日㊎　10:00 ～ 11:30
日の丸保育園
子どもの発達について　　　　　　　　　　　　
石橋剛

つよし
（発達・教育相談研究所）

未就園児と保護者
６月22日

○子育て運動会
７月６日㊎　10:00 ～ 11:00
堀内体育館
未就園児と保護者
６月29日
いずれも日の丸保育園内萩市子育て

支援センターへ　☎25-4488

盆栽実技講習会
6 月 23 日㊏　10:00 ～ 15:00
市民館講義室
松の芽切・整枝剪定、日常の管理の

しかた
※教材持込可

萩園芸友の会 廣畑　
　☎ 090-6412-1115

インターナショナル・ワーク
ショップ in 萩光塩　

７月 24 日㊋～ 27 日㊎　14:00
～ 16:00（最終日は 9:00 ～ 14:30）

萩光塩学院、市内の施設
一緒に遊んだり、料理を作ります。
市内在住の小学３～６年生
30 人程度（先着順）

試　験

講演・講座
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山口県若者就職支援センター
　☎ 083-976-1145

身体障がい者巡回相談
（整形外科）

７月 19 日㊍　13:30 ～ 14:30
萩市地域医療連携支援センター（平

安古町）
補装具交付の要否判定、処方および

適合判定
身体障害者手帳所持者等

■相談員　山口県身体障害者更生相談
所の指定医　

７月５日までに、福祉支援課障がい
福祉係へ　☎ 25-3523

萩高校文化祭「萩
しゅうようさい

鷹祭」
６月 10 日㊐　8:55 ～ 14:30
県立萩高等学校
吹奏楽部・合唱部による発表、３

年生による模擬店、PTA 食品バザー、
奈古分校バザー、有志によるバンド・
ダンス、クラス展示、文化部の展示等
※スリッパを持参ください。

萩高等学校　☎ 22-0076

サンサン三見のお宝体験
６月16日㊏　10:00～15:00（小

雨決行）
道の駅「萩・さんさん三見」ほか
びわ・萩たまげなす・たまねぎの収

穫体験、道の駅のイベント参加、おた
から探訪

60 人（先着順）
▽ 大 人 2,000 円、 小 学 生 以 下

1,000 円、親子パック 2,000 円
▽昼食代　大人1,000円、小人500円

長靴
※おみやげは萩たまげなす１本、びわ
１パック、たまねぎ 30 個程度。

６月 11 日までに、三見公民館へ
　☎ 27-0004

６月 18 日～７月 13 日
8,100 円（山口県収入証紙）

■配付場所　高齢者支援課、各総合事
務所市民窓口部門、萩健康福祉セン
ター、山口県健康福祉部長寿社会課
※詳細は６月 18 日以降配布の「受験
案内」をご覧ください。　　　　　　　　

県健康福祉部長寿社会課
☎ 083-933-2774

給水装置工事主任技術者
10 月 28 日㊐　　　　　　　　　　　
広島市・福岡市ほか
給水装置工事に関して３年以上の実

務経験者
１万 6,800 円
６月 29 日㊎
公益財団法人給水工事技術振興財団

ホームページからダウンロード、または
財団国家試験課（03-6911-2711）へ

水道工務課　☎ 25-2398

人権・行政・公証相談
６月 1 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■相談員　人権擁護委員、行政相談委
員、公証人

人権相談（家庭内・近隣間のもめごと、
不当な差別・要求、その他人権に関わ
る相談）、行政相談（国の仕事や手続き、
サービスに関すること）、公証相談（遺
言書など公正証書に関すること）
※事前予約制（前日まで）。

市民活動推進課　☎ 25-3373

消費生活無料法律相談
６月８日㊎　10:00 ～ 12:00
総合福祉センター
市内在住の方（先着４人、１人30分）

※事前予約制（当日受付可）。
萩市消費生活センター ☎ 25-0999

無料法律相談
６月 27 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁
市内在住の方

　（先着 12 人、1 人 20 分）
※事前予約制（6/1 から受付開始）。

市民活動推進課　☎ 25-3373

結婚相談所
　独身男女の相談を受け、登録された
方同士を紹介します。

６月１日㊎、２日㊏、５日㊋、８日㊎、
12日㊋、15日㊎、16日㊏、19日㊋、
22日㊎、24日㊐、26日㊋、29日㊎
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

市役所第２庁舎２階
市内在住で 20 歳以上の独身者

※事前に電話で相談日を予約。
結婚相談所　☎ 25-3421

弁護士による電話相談
６月 27 日㊌　10:00 ～ 16:00
▽女性の権利 110 番：女性に対す

る暴力や離婚、職場における差別等女
性の権利一般、▽ＬＧＢＴ（セクシュ
アルマイノリティ）の権利 110 番：
同性カップル、職場の差別等ＬＧＢＴ
の方の権利一般
■相談受付電話
　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会
　☎ 083-922-0087

ハローワーク萩で適職診断
　就職活動中の方を対象に適職診断を
行います。

６月 27 日㊌
①13:00～、②13:30～、③14:00～、
④14:30～、⑤15:00～、⑥15:30～

（予約制）
ハローワーク萩
萩市在住で 39 歳以下の方
ほうふ若者サポートステーション

　☎ 0835-28-3808

ふるさと山口企業合同
就職フェア
　一般求職者の就職と企業の人材確保
を支援するため開催します。

6 月 28 日㊍　13:30 ～ 16:00
（10:00 ～ 12:30 は事務職に特化）

山口グランドホテル（山口市）
現在求職中の一般の方、平成 31 年

３月に卒業予定の大学・短大・高専・
専修学校等の学生。
■参加予定企業　約 40 社

相　談

イベント
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慶 弔 だ よ り

松元ヒロ SOLO LIVE 
2018in萩

６月 17 日㊐　19:00 ～
サンライフ萩
パントマイムやトーク、一人コント

を交えたスタンダップコメディ
1,500 円（当日 2,000 円）

※小学生以下の入場はご遠慮ください。
■販売所　萩子どもセンター

実行委員会事務局 有田　☎ 090-
1019-9662、萩子どもセンター事務
局　☎ 25-7540

童謡運動100年記念コンサート
　児童雑誌「赤い鳥」の発刊から
100 年を記念して開催します。

７月１日㊐　14:00（13:30 開場）
市民館大ホール
園児や萩市と長門市の合唱団による

童謡の合唱
500 円（当日 600 円）
童謡運動 100 年記念コンサート実

行委員会事務局 有田　☎ 22-0542

○シェイプ・オブ・ウォーター
6/7 まで

ツインシネマ

○北の桜守　　　　　　　6/15 まで
○さらば青春、されど青春　6/22まで
○名探偵コナン～ゼロの執行人～

6/16 ～
萩ツインシネマ　　　☎ 26-6705
24 時間上映案内　　☎ 26-6706

人口／48,179人（前月比−55）
男／22,204人（前月比ー13） 
女／25,975人（前月比ー42）
世帯数／23,618世帯（前月比+50） 
出生／12人、死亡／60

（平成30年4月末日）

人の動き

イベント
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１．ミニトマトはヘタを除く。なすとズッキーニは 8㎜
　厚さの輪切り（大きければ半月切り）にする。なすは
　水につけてアクを除く。
２．フライパンを熱し、１ .の野菜を並べて両面色づく
　まで焼く。（油はひかない）
３．Aを合わせてドレッシングを作る。
４．皿に２. の野菜を彩りよく盛り付け、
　３. のドレッシングをかける。

混ぜ合わせるだけの簡単ドレッシ
ングを手作りしてみよう！

　　焼き野菜サラダ

【材料】４人分
ミニトマト･･･８コ　Aマヨネーズ、砂糖・大さじ1/2
なす･････１本　Aしょうゆ･大さじ１/4
ズッキーニ･･120g　Aごま油、酢・大さじ１/4
ししとう･･･８本　A一味唐辛子・･適宜
A白すりごま･大さじ１　

１人当たり　エネルギー56kcal　食塩相当量 0.2g　
※市販のドレッシング（大さじ１）の食塩相当量は 0.8gです。

その九

　「このパスタ何kcal かな？」と裏面をチェックする方おられます
よね？みなさんがチェックするそれは“栄養成分表示”といいます。

◎１日の食塩摂取目標量は、男性８g 未満、女性７g 未満 です

★栄養成分表示が義務化
　平成 27 年に新しく施
行された『食品表示法』
において、栄養成分表示
が義務化されました。

山口ゆめ回廊
山口県央連携都市圏域となった7市町の多彩な情報を紹介します。
市内のイベントと合わせて、お出かけしませんか？

栄養成分表示（食品単位あたり）
熱量(ｴﾈﾙｷﾞｰ) ○kcal
たんぱく質　△g
脂質　　　　□g

炭水化物　　◇g
食塩相当量　☆g

　栄養成分表示は、上表のとおり５項目を、平成32 年3 月31 日ま
でにすべての加工食品と添加物で表示することが決められていま
す。それまでとの大きな違いは、“ナトリウム”表示が“食塩相当量”
表示になったこと。ナトリウムはイコール食塩ではないため、今ま
では換算しなければなりませんでした。多くの方がわかりやすいよ
うに、そして毎日の生活で活用しやすいように変更されています。
　この機会にぜひエネルギー量だけでなく、食塩相当量にも注目し
て市販のお弁当や惣菜、ドレッシングなどを選んでみてください。 クックパッドにレシピ掲載中  https://cookpad.com/kitchen/16520661

“カロリー”だけでなく、“食塩相当量”にも注目！

あじさいまつり防府
　西のアジサイ寺として知られる東
大寺別院阿弥陀寺では、毎年６月に
あじさいまつりが開催されます。緑
豊かな境内には、約80 種4,000 株
が植えられ、訪れた人を華やかな浄
土の世界に誘い入れます。
とき　6 月1 日㊎～ 30 日㊏
ところ　東大寺別院阿弥陀寺
料金　大人200 円、中学生以下無料

 東大寺別院阿弥陀寺（0835-38-0839）

　ほたるまつりでは地域の人の余芸
と屋台で盛り上がり、イベント終盤
には近くの川沿いで多くのホタル
を見ることができます。あじさい
ウォークでは、4000 株を超えるあ
じさいの花を眺めながら歩きます。
とき・ところ　ほたるまつり：6 月9 
日㊏・旧畑迫小学校、あじさいウォー
ク：7 月1 日㊐・畑迫公民館

 畑迫公民館（0856-72-2119）

ほたるとあじさいまつり津和野

あじさいまつり
　約 4,000 本のあじさいが江汐公園
内を彩るおまつりです（雨天決行）。
散策ツアーや、あじさいの苗の抽
選会、あじさいの苗木販売、あじ
さいの鉢植えの展示、バザーなど
があります。
とき　６ 月17 日㊐10：00～15：00
ところ　江汐公園管理棟・あじさい園

 江汐公園管理棟（0836-83-5378）

山陽小野田 美祢
　取ったマスをバーべキュー施設（有
料）で焼いて食べることもできます

（要予約）。
とき　6 月 23 日㊏、24 日㊐
ところ　秋吉台家族旅行村総合管理棟
前ローンゲーム広場
参加料　１人 500 円（マス２匹まで）
定員　10：00～、 10：30 ～各15人（要申込）
対象　３歳～小学生

 秋吉台家族旅行村（ 0837-62-1110）

ますのつかみどり
　美しいハナショウブを眺めながら
のお茶席や生花展、ハナショウブ
の苗販売や栽培相談所、屋台村な
どがあります。
とき　6 月10 日㊐10：00～15：00
ところ　ときわ公園しょうぶ苑ほか

 宇部市ときわ公園課（0836-54-
0551）

宇部 しょうぶまつり

　国の天然記念物にも指定されている
一の坂川のゲンジボタルの乱舞を観賞
します。６月２日のほたる祭りでは各
種イベントが開催されます。
とき　６月１日㊎～７日㊍ 
ところ　一の坂川周辺
２日のイベント：ほたる祭り～ほたる
の夕べ～、バザー・露店、「おもてなし」
彩りの演出、野外くつろぎコーナー

 山口市観光交流課（083-934-2810）

山口 ほたる観賞Week！
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1金

萩博・美のイッピン！（～ 6/3）/ 萩博物館 /9:00 ～　●男女共同参画資料展示（～ 6/30）/ 萩・須
佐・明木図書館、田万川中学校図書館 /9:00 ～　●元気もりもり体操会 / 須佐保健センター /9:30
～　●人権・行政・公証相談 / 市役所 /10:00 ～　●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/ 児童
館 /10:00 ～　●人件相談 / 田万川コミュニティセンター /10:00 ～　●行政相談 / 須佐総合事務
所 /10:00 ～　●エアロビクス教室 / 小川交流センター /10:00 ～　●健康づくり応援隊体操（萩だ
いだい体操）/ 中央公園 /10:30 ～　●おはなしの森（毎週月・金曜日）/ 子ども図書館 /11:00 ～　●
ちっちゃなおはなし会（毎週金曜日）/明木図書館 /11:00～　●まなぼう館でレッツチャレンジ！（毎
週金曜日）/ 須佐図書館 /16:30 ～

外科/萩むらた（25-9170）
内科/中嶋（22-2206）

2土
●さつき展（～ 6/3）/ 市民館 /9:00 ～　●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/ 子ども図書館 /14:30
～　●ホタルまつり in 山田 / 山田天神橋付近 /17:30 ～

外科/都志見（22-2811）
内科/わたぬき（25-2020）

3日

●萩の和船大競争～おしくらごう～ / 玉江浦 /9:00 ～ 内科・外科・歯科
休日急患診療センター

（26-1397）
阿北地区/須佐

（08387-6-2540）

4月

●田万川地域集団健診（～ 6/5）/ 田万川保健センター /7:30 ～　● 1 歳児あつまれ教室（H29.6 月
生まれ）/ 萩市保健センター /10:00 ～

外科/萩市民（25-1200）
内科/全真会（22-4106）
小児科/いわたに（24-2100）

5火

●山口県・山東省友好協定締結 35 周年記念 山東のやきものを楽しむ / 県立萩美術館・浦上記念
館 /9:00 ～　●おもちゃ図書館地域開館日 / 子ども発達支援センターからふる /10:00 ～　●ここ
ろの相談日（要予約）/ 萩市保健センター /10:00 ～　●あさひ健康運動教室 / 旭活性化センター
/10:00 ～　●人権相談 / むつみ農村環境改善センター /13:00 ～　

外科/かわかみ（21-7538）
内科/柳井（22-0748）

6水

●田万川地域集団健診（～ 6/7）/ 小川交流センター /7:30 ～　●のびのび会（毎週水曜日）/ 福栄保
健センター /10:00 ～　●乳児相談 / むつみ環境改善センター /10:00 ～　● C 型肝炎・B 型肝炎
ウイルス検査・HTLV-1 抗体検査 / 萩健康福祉センター /13:00 ～　●子宮がん乳がん検診 / 小川
交流センター 13:00 ～、田万川保健センター 14:30 ～　●エイズ即日検査 / 萩健康福祉センター
/14:00 ～、17:00 ～　●絵本カバーでコースターをつくろう / 明木図書館 /15:30 ～　

外科/花宮（25-8738）
内科/萩慈生（25-6622）

7木

●栄養相談日・健康相談日 / 萩市保健センター /9:00 ～　●子育て応援講座 / 児童館 /10:30 ～　
●椿東健康づくり教室 / 椿東小地域ふれあいセンター /13:30 ～　●ベビィ楽楽♪アカデミー / 萩
市保健センター /13:30 ～　●福栄楽しく体を動かす会 / 福栄保健センター /13:30 ～

外科/玉木（22-0030）
内科/波多野（25-2788）

8金

●須佐地域集団検診 / 弥冨公民館 /7:30 ～　●行政相談 / 福栄農業担い手育成センター /9:00 ～　
●行政相談 / 旭活性化センター /10:00 ～　●消費生活無料法律相談 / 総合福祉センター /10:00
～　●健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/ 中央公園 /10:30 ～　●おはなし会 あかちゃんと
いっしょ！/ 須佐図書館 /10:30 ～　●イラスト教室 / 明木図書館 /15:30 ～　●だんすダンス！/
児童館 /19:00 ～

外科/兼田（22-1113）
内科/みやうち（25-2500）

9土

●冨川家保存修理工事見学会 / 南古萩町 /10:00 ～　●卓球教室 / 児童館 /10:00 ～　●川上親子
交流会 / 川上保健センター /10:00 ～　●大光寺ほたる祭り / むつみ地域吉部下 /18:00 ～　●鈴
野川ほたる祭り / 鈴野川小学校～いすの木周辺 /18:00 ～

外科/萩むらた（25-9170）
内科/市原（22-0184）

10日

●「瑞風」運行開始１周年記念イベント /JR 東萩駅 /8:30 ～　●萩「原爆と戦争展」（～6/11）/ 市民
館 /9:00 ～　●休日検診 / 萩市保健センター /8:30 ～　●萩高校文化祭「萩鷹祭」/ 萩高等学校
/8:55 ～　●木間ふれあいまつり / 木間地域活性化センター /9:30 ～

内科・外科・歯科
休日急患診療センター

（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

11月

●須佐地域集団検診（～ 6/12）/ 須佐保健センター /7:30 ～　●川上運動教室 / 川上公民館 /9:30
～　●行政相談 / 川上公民館 /13:30 ～　●ママ友の会（H29.10 ～ 12 月生まれ）/ 萩市保健セン
ター /10:00 ～

外科/玉木（22-0030）
内科/藤原（22-0781）

12火

●子宮がん・乳がん検診 / 須佐保健センター 13:00 ～ / 弥冨公民館 14:30 ～　●未就園児開放日
（ひよこ組）/ 萩幼稚園 /9:30 ～　●おもちゃ図書館地域開館日 / 子ども発達支援センターからふ
る /10:00 ～　● 3 歳児健康診査 / 萩市保健センター /13:00 ～　

外科/萩市民（25-1200）
内科/中嶋（22-2206）

13水

●弥富元気クラブ / 弥富公民館 /9:30 ～　●旭地域集団健診 / 旭活性化センター /7:30 ～　●ベ
ビーマッサージ教室 / 児童館 /10:00 ～　●未就園児への園舎開放日「てんし組」/ 萩光塩学院幼稚
園/10:00～　●白水健康教室 /白水会館/10:00～　●1歳6か月児健康診査 / 萩市保健センター
/13:00 ～　●越ヶ浜グッドヘルス / 越ヶ浜介護予防センター /13:30 ～　●骨髄ドナー登録会 / 萩
健康福祉センター /13:30 ～　●おとうさんとおじいちゃんの読み聞かせ / 明木図書館 /15:30 ～　
●国際交流員の英語で読み聞かせ /16:00 ～　●国際交流員と話そう！「フリートーキング with エ
マ」/ 萩図書館 /17:00 ～

外科/かわかみ（21-7538）
内科/中坪（22-5430）

14木

●旭地域集団健診 / 旭マルチメディアセンター /7:30 ～　● 10 か月児相談 / 萩市保健センター
/9:30 ～　●こころの相談日 / 萩市保健センター /13:30 ～　●ベビィ楽楽♪アカデミー / 萩市保
健センター /13:30 ～　●みんなの健康運動教室 / 須佐保健センター /13:30 ～

外科/田町（24-1234）
内科/全真会（22-4106）

15金

●川上地域集団健診 / 川上保健センター /7:30 ～　●元気もりもり体操会 / 須佐保健センター
/9:30 ～　●えだまめくらぶ / 保健センター /10:00 ～　●三見ソナタ / 三見公民館 /10:00 ～　
●まちの保健室健康相談 / 須佐郵便局 /10:00 ～　●エアロビクス教室 / 田万川保健センター
/10:00 ～　●健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/ 中央公園 /10:30 ～　●椿東子育て輪づく
り / からふるおもちゃ図書館 /10:30 ～

外科/めづき（22-2248）
内科/山本（26-0077）
小児科/いわたに（24-2100）

6月 情報カレンダー 夜間・休日当番医明治維新150年祭関連イベント　●イベント　●図書館・児童館　●相談・健診・保健
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16土

リーダーシップセミナー in 萩（6/17）/ 松蔭神社ほか　●道の駅「萩・さんさん三見」三見び
わ収穫祭（～ 6/17）/ 山陰道明石パーキングエリア /10:00 ～　●サンサン三見お宝体験 / 道の駅

「萩・さんさん三見」/10:00 ～
外科/大藤（21-0002）
内科/波多野（25-2788）

17日

●エコプラザ・萩 夏まつり / エコプラザ・萩 /9:30 ～　●松元ヒロ SOLO LIVE 2018in 萩 / サン
ライフ萩 /19:00 ～ 内科・外科・歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

18月

●むつみ集団健診（～ 6/19）/ むつみ総合事務所 /7:30 ～　●弥富ウエルネス教室 / 弥富公民館
/9:30 ～　●御許町健康教室 / 御許町公会堂 /13:30 ～ 外科/都志見（22-2811）

内科/みやうち（25-2500）

19火

●おもちゃ図書館地域開館日 / 子ども発達支援センターからふる /10:00 ～　●こころの相談日（要
予約）/ 萩市保健センター /10:00 ～　●すくすく相談会 / 須佐保健センター /10:00 ～　●絵本
の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/ 子ども発達支援センターからふる /11:00 ～　●心の健康相
談 / 萩健康福祉センター /13:00 ～

外科/玉木（22-0030）
内科/柳井（22-0748）

20水

●むつみ集団健診 / むつみコミュニティセンター /7:30 ～　●暮らしに役立つ図書館講座「消費者
トラブルへの対応」/ 萩図書館 /10:30 ～　●元気な時にかかる医者 / 児童館 /10:30 ～　●としょ
かん通信をつくろう / 明木図書館 /15:30 ～

外科/萩市民（25-1200）
内科/萩慈生（25-6622）

21木

● 5 か月児相談 / 萩市保健センター /9:30 ～　●行政相談 / むつみコミュニティセンター /10:00
～　●ピヨピヨ「ダンボール遊び」/ 児童館 /10:30 ～　●行政相談 / むつみ農村環境改善センター
/13:00 ～　●浜崎タマちゃん体操会 / 浜崎みんなの家 /13:30 ～　●子宮がん・乳がん検診 / 旭マ
ルチメディアセンター 13:00 ～、旭活性化センター /14:30 ～

外科/兼田（22-1113）
内科/市原（22-0184）

22金

●健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/ 中央公園 /10:30 ～　●イラスト教室 / 明木図書館
/15：30 ～　●ベビィ楽楽♪アカデミー / 萩市保健センター 13:30 ～　●みんなの健康運動教室
/ 須佐保健センター /13:30 ～　●だんすダンス！/ 児童館 /19:00 ～

外科/田町（24-1234）
内科/わたぬき（25-2020）

23土

●夏期特別展「深海魚大行進」/ 萩博物館 /9:00 ～　●卓球教室 / 児童館 /10:00 ～　●みんなで
ミュージック / 児童館 /13:30 ～　 有備館顕彰事業 / 明倫小学校屋内運動場 /14:00 ～　●おと
うさんとおじいちゃんの読み聞かせ / 子ども図書館 /14:00 ～　

外科/めづき（22-2248）
内科/中坪（22-5430）

24日

高杉晋作旗争奪少年剣道大会 / 市民体育館 /9:00 ～　●舞台鑑賞事業「人形劇 かさ地蔵他」/ 児
童館 /10:30 ～

内科・外科・歯科
休日急患診療センター

（26-1397）

25月

●福栄集団健診 / 福栄小中学校 /7:30 ～ 外科/大藤（21-0002）
内科/中嶋（22-2206）

26火

●福栄集団健診 / 福栄農業担い手育成センター /7:30 ～　●未就園児開放日（ひよこ組）/ 萩幼稚園
/9:30 ～　●おもちゃ図書館地域開館日 / 子ども発達支援センターからふる /10:00 ～　●親子遊
び「ぽっぽの会」/ 子ども発達支援センターからふる /10:30 ～　●発達相談日 / 子ども発達支援セ
ンターからふる /11:30 ～

外科/都志見（22-2811）
内科/全真会（22-4106）

27水

●無料法律相談 / 市役所 /10:00 ～　●国際交流員の英国文化講座 / 萩図書館 /10:00 ～　●未就
園児への園舎開放日「てんし組」/ 萩光塩学院幼稚園 /10:00 ～　●新・健康ちょ筋教室ピチピチ /
田万川コミュニティセンター /10:00 ～　●子宮がん・乳がん検診 / 福栄農業担い手育成センター 
13:00～/むつみ総合事務所 14:30～　●アルコール相談/萩健康福祉センター/13:00～　●「草
の芽」のおはなし会 / 明木図書館 /15:30 ～　●国際交流員の英語であそぼ / 子ども図書館 /16:00
～　●国際交流員と話そう！「フリートーキング with エマ」/ 萩図書館 /17:00 ～　

外科/かわかみ（21-7538）
内科/みやうち（25-2500）

28木

●子育て相談 / 児童館 /10:30 ～　●堀内健康教室 / 堀内公会堂 /13:30 ～　●こころの相談日（要
予約）/ 萩市保健センター /13:30 ～　●みんなの健康運動教室 / 須佐保健センター /13:30 ～ 外科/萩市民（25-1200）

内科/柳井（22-0748）

29金
●集団検診（萩地域）/ 萩市保健センター /8:30 ～ 外科/萩むらた（25-9170）

内科/萩慈生（25-6622）

30土
●朝ごはん教室 / 萩市保健センター /9:00 ～　 婚活力アップセミナー / 市民館 /10:30 ～ 外科/花宮（25-8738）

内科/藤原（22-0781）

夜間・休日当番医明治維新150年祭関連イベント　●イベント　●図書館・児童館　●相談・健診・保健

※月～金曜の夜間当番は、17:00～翌朝8:00、土曜の当番は、12:00～翌朝8:00、日曜・
祝日の当番（休日急患診療センター）は、9:00～16:00、17:00～翌朝8:00、歯科は9:00
～12:00、13:00～15:00、阿北（萩地域以外）は、8：30～17：30
※小児科は、4日、15日以外内科で対応します。
※日曜日・祝日の外科は休日急患診療センターで対応します。
※救急医療は急患のためのものです。

夜間・休日当番医の診療時間

■当番医が緊急やむを得ず変わった場合　消防テレホンサービス（☎ 25・7474）、
萩・阿武健康ダイヤル24で確認してください。（受付時間19:00〜翌朝8:00）

＃８０００電話相談
小児救急医療
にかかる前に

萩・阿武
24時間年中無休・無料
☎ 0120・506・322へ

急病時の相談や、医療・健
康に関することは、



萩市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-545830

ホタルを見に行こう！

神楽舞披露、地元農産物の直売、
飲食コーナーなど
■シャトルバス　往路17:30 ～
20:30、復路22:00 まで（市役所
から天神橋までを20 分おきに往
復、片道100 円）
※会場付近の道路は通行止。

主催　ホタルまつり in やまだ
実行委員会
☎ 090-1683-8468 片岡

６月２日㊏
17:30～（雨天順延）

山田天神橋付近

ホタルまつり
inやまだ

くじ引き、もちまき、
焼鳥、むつみ満月鍋など

主催　大光寺ホタルの
会　 ☎ 08388-6-0656 
金
か な だ

田

６月９日㊏
18:00～（雨天中止）
大光寺地区（むつみ

地域吉部下）

大光寺
ほたる祭り

手打ちそば、鮎の塩焼きなどの飲食コー
ナー、トロンボーン演奏など
■無料バス　▽往路17:25 ①旧江崎漁協発

（小川支所経由）、②須佐駅発（弥富支所経
由）、▽復路20:30 ①旧江崎
漁協行（小川支所経由）、②須
佐駅行（弥富支所経由）

主催　ほたるまつり実行
委員会　
☎ 090-3178-0834 品川

６月９日㊏ 18:00～（雨天決行）

鈴野川小学校～いすの木周辺（雨天時は、
鈴野川農林漁業者等健康増進施設）

鈴野川ほたる祭り

悠久の時を刻む「萩市保存樹木」
指定№64「夏みかん古木群」

観光課　☎︎25-3160

　萩市では平成 29 年度に、新たに 6 件の保存樹
木を指定しましたので紹介します。
■樹種　ナツミカン（ミカン科）
■所在地　南古萩　個人所有

■概略　明治 9 年、夏みかん栽培は
小幡高政により士族救済事業として開
始され全国に広まった。
　長門市青海島に夏みかんの原樹があ
り、この古木群は実

みしょう
生であることから、

明治の栽培開始以前に長門から萩に持
ち込まれたものと考えられる。
　古木群の最大幹周 1.5 ｍは周知の
ところ我が国最大級といえる。

萩城城下町冨川家保存修理工事見学会

冨川家住宅（南古萩町）
冨川家住宅は、史跡萩城城下町を構成する

重要な建物で、萩を代表する景観のひとつ。
江戸屋横町の中ほどに建ち、通りに面した表
門やわたり塀、仲

ちゅうげん
間部屋は、藩政時代の武

家住宅の形態をよく残しています。
　近年、建物全体の老朽化が深刻になったた
め、平成29年12月から保存修理工事を行っ
ています。現在、仲間部屋の組立工事を進め
ており、建物の構造や特徴がよくわかる機会
に見学会を行います。

無料（申込不要）
※駐車場は、中央公園駐車場を利用してくだ
さい。

文化財保護課　☎25-3299

10:00～11:30６月９日㊏

仲間部屋 桟瓦葺の様子

仲間部屋 荒壁塗の様子

「瑞風」運行開始
１周年記念イベント

ＪＲ東萩駅
　昨年６月に運行を開始した、ＪＲ西日本の豪
華寝台列車「ＴＷＩＬＩＧＨＴ ＥＸＰＲＥＳ
Ｓ　瑞風」。運行開始１周年を記念し、特別な
おもてなしを実施します。ぜひお越しいただき、
おもてなしの心で「瑞風」を歓迎しましょう。

地元の子どもたちによる芸能披露、来場者全
員でお客様のお出迎え・お見送り

８:30～６月10日㊐

■「瑞風」運行開始１周
年を記念した布製手旗の
プレゼント（先着 150
人）

観光課　☎ 25-3139

日没後すぐから 21:30 頃までが見頃。翌日が雨にな
りそうな湿度の高い、風の少ない日がチャンスです。

観光課　☎２５- ３１３９
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萩のお出かけ情報

木間地域活性化センター
9:30～16:00

木間ふれあい祭り

木間物産展、炊き込みご飯、うどん、米のすくいどり、
軽トラック市（野菜販売）、神楽舞披露 13:00 ～、も

６月10日㊐

企業組合木間加工センター　☎ 27-0200

ちまき 14:00 ～
※木間地域物産展

（木間豆腐、木間
味噌、すし、野菜
等の販売）は、６
月２日～ 10 日。
菖
しょうぶ

蒲の花も見ごろ
を迎えています。

県立萩美術館・浦上記念館　☎24-2400

６月５日㊋〜７月16日㊊㊗　とき山口県・山東省友好協定締結 35 周年記念

道の駅「萩・さんさん三見」
三見びわ収穫祭

10:00～15:00６月16日㊏、17日㊐
　道の駅「萩・さんさん三見」（山陰道明石パーキング
エリア）

道の駅「萩・さんさん三見」　☎ 27-0041

びわの販売（直送、試食も可）、甘夏・たまねぎなど地
元の新鮮野菜、・海産物の販売、屋台出店等
○「日本一精度の高いびわの種飛ばし大会」

関連イベント 中国茶と楽しく触れ合う
６月24日㊐、７月８日㊐

いずれも14:00～15:30
お茶の煎れ方を体験しなが

ら、本場の中国茶を楽しむ
武
た け や

谷哲
てつひろ

宏 (武
た け や

谷清風堂)
1,000円（要申込）
各回20人

記念講座「悠久の山東陶磁」
６月10日㊐13:30～15:00
柿
かきぞえ

添康
こ う へ い

平（当館学芸員）
無料（申込不要）

　新石器時代の彩陶・白陶・黒陶から清末民国の作品まで、山
東ゆかりのやきもの約100 点を紹介します。

６月 16 日㊏ 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 15:00

萩商工高校の生徒の協力で測量
■部門　シニア（65 歳以上）の部、
男性の部、女性の部、小学生は４～
６年の部と１～３年の部、幼児の部

無料　
※飛び入り参加歓迎、参加賞あり、荒天の場合中止。

山東のやきものを楽しむ

手びねり作陶体験
６月30日㊏10:00～

11:30、13:30～15:00
手で粘土を造形し、自由な

発想で作陶体験
渋
し ぶ や

谷英
え い い ち

一（陶芸家）
1,000円（要申込）　
各回16人

二胡コンサート
６月23日㊏14:00～
本館エントランスホール
王
お う た ん

丹（王丹二胡アカデミー
主宰）ほか

無料（申込不要）

10:00～７月21日㊏
　萩・明倫学舎本館

萩・明倫学舎推進課　☎ 25-3569

１チーム４人制で、90 ｍの廊下を
リレー形式によりぞうきんがけを行う
タイムトライアル（１人約 45 ｍ）
※優勝チームには、豪華景品あり。

小学生（市内外不問）
1 チーム 1,000 円（当日支払）
50 チーム（応募多数の場合は抽選）
７月９日（必着）までに、郵便往復はがきの往信用裏面に、

①参加者全員の氏名・学校名・学年、②代表保護者連絡先（当
日連絡がつくもの）、③チーム名を記入。返信用表面に代表者
の郵便番号・住所・氏名を記入し、〒 758-0041 萩市江向
602 番地 萩・明倫学舎 へ郵送

萩・明倫学舎
ぞうきんがけリレーレース2018

エコプラザ・萩

9:30～14:00

エコプラザ・萩  夏まつり

再生品の販売や体験教室、フリーマーケット等
の開催、軽食コーナー等

６月17日㊐

エコプラザ・萩　☎ 24-5300 ＦＡＸ 26-9999

■無料シャトルバス▽市
役所を 30 分ごとに出発

（往路９:00 ～ 13:30、
復路 11:00 ～ 14:00）
※エコプラザ・萩は駐車
場がありません。
○フリーマーケット出店者募集！
■募集区画  ５区画（先着順）
■出店料　１区画 500 円

体験教室の様子

測量する萩商工高校の生徒



　恒例の夏の展示がいよいよ始まりま
す。今年のテーマは、深海のモンス
ター・・・深海魚！
　萩は 80 年以上前から「竜宮城の使
者」といわれるリュウグウノツカイな
ど、深海魚がしばしば出現する日本有
数の地です。
　この地に立つ萩博物館に蓄積・引き
継がれてきた秘蔵の標本と、東京海洋
大学の「マリンサイエンスミュージア
ム」から特別に借用する世界各地の標
本をあわせ、数 300 種類・約 3,000

深海魚大行進
☎ 25-6447

夏期特別展

８月２日㊍ 18:00スタート

萩美術館浦上記念前交差点～札場跡経由～西京銀行前交差点

　開園 35 周年を迎えた「東京ディズニーリゾート」から皆
様へ感謝の気持ちを伝えるために、ディズニーの仲間たちが、
萩夏まつりの萩YEG創立50周年パレードにやってきます。

　

玉江浦（橋本川下流域・常盤橋～玉江橋間）

６月３日㊐ ９:00～13:00（小雨決行）

６月23日㊏～９月２日㊐

点という圧倒的な数量を一挙公開す
る、日本最大級の深海魚展です。

萩 館物博

注目の展示物！
▽全長 4.4m ！西日本最大級の「リュ
ウグウノツカイ」を本展のために剥製
化！
▽「図鑑でしか見られない」とまで言
われる幻の珍魚「ベンテンウオ」が、
2008 年に三見に出現。以来、萩博物
館で 10 年間冷凍保管していた日本有
数の完全無欠の標本を特別公開！

■開館時間　９:00 ～ 17:00
（入館は 16:30 まで）会期中無休
■観覧料　大人 510 円、高校・大学
生 310 円、小・中学生 100 円

萩夏まつり

～半世紀の出会いに感謝～
萩ＹＥＧ創立 50 周年パレード

萩夏まつり実行委員会事務局　☎ 25-3333

玉江浦
ふるさとまつり

同時開催

６月23日㊏ 20:00～21:30（小雨決行）

萩往還おもてなし
茶屋周辺

萩往還の宿場町で
あった佐々並市伝建地
区に竹灯籠を灯しま
す（約 450ⅿ）。甘粥、
コーヒーの販売など
■主催　萩往還佐々並どうしんてやろう会

萩往還おもてなし茶屋　☎ 56-0033

萩往還に竹灯籠点灯

同時開催 佐々並ホタルツアー
19:00 旭活性化センター集合（小雨決行）

マイクロバス等で佐々並地区のホタルの生息場所へご案内
700 円（萩往還維新弁当代、保険料含む）
40 人
６月１日から、住所・氏名・連絡先を萩往還おもてなし茶

屋（水曜日休）へ　☎ 56-0033

　中学生・一般の部には公募参加のチームが出場します。
中学生の部予選９:30 ～、一般の部予選 10:30 ～、

決勝 11:30 ～、玉江浦「おしくらごう」12:00 ～
■主催　萩の和船大競漕実行委員会

水産課　☎ 25-4195

８:30 ～ 17:00
玉江浦河川敷
船山車道中８:30 ～、アトラクション（カラオケ、舞踊）

13:30 ～、もちまき 16:30 ～
■主催　玉江浦ふるさとまつり実行委員会

山口県漁協玉江浦支店  ☎ 25-1493

萩の和船大競漕 ～おしくらごう～

※東京ディズニーリゾートでは2019年3月25日まで「東京ディズニー
リゾート35周年"Happiest Celebration!"」を開催しています。

　萩商工会議所青年部は創立 50 周年を迎えます。50 年
間の感謝の気持ちを込めパレードを開催します。

※パレードは悪天候等により中止、一部内容変更の可能性があります。
※画像はイメージです。

東京ディズニーリゾート ®35 周年スペシャルパレード

明倫小学校マーチングキッズ 椿東小学校金管・カラーガードクラブ
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