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京都大学 iPS 細胞研究
所所長　教授
■演題　「私の修行時
代　ー未来を切り拓く
力とはー」
■プロフィール　大阪
府枚岡市（ 現東大阪
市）出身。神戸大学医
学部卒業、大阪市立大
学大学院医学研究科博
士課程修了。医学博士。
　米グラッドストーン

明治維新150周年 10月23日
まで あと３カ月！

市民大学教養講座平成30年度
　市民一人ひとりが人間性豊かな生活を送るために必要な情報を得る機会として、
市民大学教養講座を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。

シドニー五輪女子マラ
ソン金メダリスト
■演題「走り続ける中
で」
■プロフィール　岐阜
県岐阜市出身。ラン
ナー。98 年名古屋国
際女子マラソンで初
優勝、以来マラソン 6
連 勝。2000 年 シ ド
ニー五輪金メダルを獲
得後、同年国民栄誉賞

10月23日㊋ 17：00～18：30 12月15日㊏ 13：30～15：00

研究所に留学後、大阪市立大医学部助手、奈良先端科学技
術大学院大学教授、京都大学再生医科学研究所教授を経て、
2010 年 4 月より現職。2012 年にジョン・ガードン博
士とともにノーベル生理学・医学賞受賞。
■受講料　無料（申し込みが必要）
■申込方法　往復はがきの往信用裏面に当日受講される方
の氏名（最大２人まで）、電話番号、返信用表面に代表者の
郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、〒 758-8555　萩
市文化・生涯学習課「第 1回市民大学教養講座」係へ郵送
■募集期間　８月１日～ 31 日（必着）希望者多数の場合
は抽選

◎第１回講座

ところ　市民館大ホール

◎第２回講座
講師　山中伸

しんや

弥さん 講師　高橋尚
なおこ

子さん

受賞。2001 年ベルリンにおいて女性として初めて 2 時
間 20 分を切る世界記録（当時）を樹立。2008 年 10 月
現役引退を発表。
　公益財団法人日本陸上競技連盟理事、公益財団法人日本オ
リンピック委員会理事、公益財団法人東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織委員会アスリート委員会委員長
■受講料　大人　1,000 円（高校生以下無料）
■チケット販売場所　市民館、各地域総合事務所、各公民
館ほか　９月３日より販売開始

文化・生涯学習課　☎ 25-3590

海外に向けて
萩市の魅力を発信！

　６月 21 日、東京都のホテル椿山荘東京で開催された「地域の魅
力発信セミナー」に萩市をはじめ全国４つの地域が参加しました。
このセミナーは地方自治体などが駐日外交団などに対して地域の施
策や魅力をアピールする場として外務省が開催しているものです。
　当日は藤道市長が「萩ならではの『和』を楽しもう　～萩焼・夏
みかん～」をテーマにプレゼンを行い、400 年の伝統を有する萩
焼をはじめとした多種多様な特産品をＰＲしました。
　また、交流会では萩焼作家の松尾優

ゆ う こ
子さんの指導により、外交団

の方に萩焼の絵付けを体験してもらいました。体験された方は「と
ても貴重な体験ができた」と満足した様子で楽しんでいました。
　外交団の方には萩市とのパイプ役になっていただき、今後の海外
との交流促進が期待されます。

各回とも託児所あり、手話通訳・要約筆記、磁気ループ席あり

プレゼンの様子

外交団との交流会での萩焼体験

翌日、12 月 16 ㊐開催の萩城下町マラソンのゲスト
ランナーとして出場されます。
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　６月16日・17日、首都圏や萩市から 40 人の参加
のもと、明治維新 150 年を記念したひとづくり事業

「リーダーシップセミナー in 萩」が開催されました。
　参加者は、松陰神社を参拝し、普段は立ち入ること
のできない松下村塾の中で、上田名誉宮司による講話
を聴きました。時に笑い声も聞こえるリラックスした
雰囲気のなか、リーダーシップについて学びました。

表紙
未来のリーダー
が集う

目次

　国が導入を検討している陸上配備型迎撃ミサイルシステ
ム「イージス・アショア」について、むつみ地域が配備候
補地となっています。

「市民ファースト ～萩まちづくり
セッション～」の開催 （７月分）

　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。
　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ています。
　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。

小学校区 期　日 会　場
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（2 Ｆ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

（変更後）８月 10 日㊎　　（変更前）７月 31 日㊋
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお
願いいたします。

広報課　☎25-3178

相島地区の日程が変更になりました

イージス・アショアへの対応

６月１日㊎　大野防衛大臣政務官から山口県、萩市、阿武
町に対しイージス・アショアについて説明が行われる。
６月８日㊎　「イージス・アショアの配備に係る適地調査
の実施について（照会）」を山口県知事・萩市長・阿武町
長が連名で防衛省に提出する。
６月 15 日㊎　防衛省から６月８日付の照会に対して回答
がなされる。
６月18日㊊◦防衛省から萩市議会に対して説明が行われる。 
◦むつみ地域で住民説明会を開催する（参加者 230 人）。
６月 19 日㊋　萩地域で住民説明会を開催する（同 220
人）。

これまでの経緯
①配備候補地の選定基準を示してもらいたい。
②数ある演習場等の中で、むつみ演習場が最適とされる具
体的な根拠を明確にしてもらいたい。
③適地調査の結果、むつみ演習場が配備地として不適で
あった場合、候補地を変更するのか。
④北朝鮮をめぐる諸情勢の変化等により、配備計画が見直
される可能性はあるか。
⑤電磁波が住民の健康や畜産業に影響を与えないというこ
とについて科学的かつ客観的根拠を示してもらいたい。ま
た、周辺地域における住民生活や経済活動への影響、ドク
ターヘリやドローン等の飛行に係る制約はあるか。
⑥ボーリング調査について、地下水源に影響を及ぼさない
ための具体的な実施方法を示してもらいたい。
⑦ミサイル攻撃等の標的やテロ・破壊工作の対象となる可
能性について説明し、対策や住民生活等への影響を具体的
に示してもらいたい。
⑧ジオサイトの保全等への配慮・対応について具体的に示
してもらいたい。
⑨地元説明会の開催時期や手順についてどう考えるか。

６月８日の防衛省への照会内容の概要

総務課　☎ 25-3439

　防衛省への照会文書や防衛省からの回答については、
ホームページへ掲載しています。また、情報公開コーナー、
各総合事務所、支所・出張所でもご覧いただけます。

　萩市では市民の安全・安心を確保し、不安を取り除くこ
とができるよう国に対し説明を求めていきます。
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スタート

ゴール５㎞折り返し

市民体育館
市民病院 金谷神社
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コース
競技種目 参加資格 定員

ハーフマラソン 高校生以上 2,500 人

５㎞ 中学生以上 500 人

２㎞ 小学３～６年生
中学生女子 200 人

ファミリー
（２㎞）

親子のペア
（小学生）

300 人
（150 組）

ゲストランナー
高橋　尚子さん

▶申し込み用
ＱＲコード

　今年は、シドニーオリンピック 金メダリストの高橋尚
な お こ

子さんをゲストランナーとして
迎えます。今大会からネットタイム（スタート地点通過からゴールまで）を計測し、ナン
バーカード・参加賞などは事前に送付します。
■と　き　12 月 16 日㊐ 10:00 スタート

第19回 維新の里萩城下町マラソン
７月10日㊋申込受付開始！

12月16日㊐開催

■ところ　萩ウェルネスパーク（スタート・ゴール）
■定員　3,500 人
■申込方法
◉インターネットで申し込み
　http://hagi-joukamachi-marathon.jp/
◉市内各所に備え付けの専用振替用紙に必要事項を記入
　のうえ、参加料を添えて郵便局で申し込み
■申込期限
◉専用振替用紙での申し込みは７月 31 日㊋まで
◉インターネットでの申し込みは８月 31 日㊎まで
※各種目定員になり次第、締め切ります。
■主催　萩城下町マラソン大会実行委員会

参加者
募集！

区分 金額
一般 4,000 円

高校生 2,500 円
中学生 2,000 円
小学生 1,300 円

ファミリー 4,000 円

問い合わせ
スポーツ振興課
☎25-7311

※就学前のお子さんについては参加不可

■競技種目

■参加料

萩市体育功労者表彰平成30年度

　５月 30 日、萩市体育協会では、市の体育振興に功労のあった方
を表彰しました。

【前列左から】上原孝
たかあき

明 / 萩市卓球協会、賣
め づ き

豆紀雅昭 / 萩市陸上競
技協会、藤道市長、松村孝明市体育協会長、竹中一男 / 萩ラグビー
フットボール協会、石村恵子 / 萩市バレーボール協会

【後列左から】岡本達彦 / 萩市バドミントン協会、佐々木健治 / 萩
市サッカー協会、井町宜

よ し ひ さ
久 / 萩市野球連盟、　中村健治 / 萩市スキー

連盟
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第19回 維新の里萩城下町マラソン 深海魚大行進　
萩 博 物 館 特 別 展 深海魚にググッと

迫る数々

の関連イベント開
催！！

○深海魚大行進ナイトミュージアム
　照明を消し、夜の独特な雰囲気の中、懐中電灯で展示をご観覧
いただきます。
■と　き　７月21日㊏、８月11日㊏、８月18日㊏
　　　　　18:00 ～ 21:00（入館は 20:30まで）
■ところ　萩博物館　展示室
■観覧料　大人 510 円、高校・大学生 310 円、小・中学生100 円
■参加方法　18：00 ～ 20：30に萩博物館東門にて受付

開催中～９月２日㊐

問い合わせ
萩博物館 ☎25-6447

○東京海洋大学 Dr.MOTEKIの深海魚なんでもトークショー
　東京海洋大学魚類学研究室の茂

も て き ま さ と
木正人准教授が、トークやクイ

ズで深海魚のさまざまな話題や謎を紹介します。クイズ正解者に
はとっておきのプレゼント！
■とき　７月28日㊏　10:30 ～、13:00 ～、14:30 ～、16:00 ～
　　　　（各回 30 分予定）
■ところ　萩博物館　講座室
■料金　無料
■参加方法　各回の 30 分前から講座室前で
　　　　　　整理券を配布

○観光列車「○○のはなし」で行く！
　深海魚ウォッチングツアー in 萩
　人気の観光列車で萩の美しい海の風景と昼食を楽しみながら江崎
へ行ってみませんか。定置網に入ったサケガシラなどの深海魚を
タッチ・撮影・観察します。
■と　き　８月 8 日㊌、22 日㊌　11:30 ～ 17:00（予定）
■ところ　萩駅～江崎駅（江崎周辺）
■参加方法　萩市観光協会（☎25-1750）へお問い合わせください。

深海魚をもっと楽
しめるイベントを
ゾクゾク企画中！

７月 21 日㊏　10:00 ～
萩・明倫学舎本館
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）※低学年グループ（小学1～３年生）、
高学年グループ（小学４～６年生）のいずれかのコースに参加。
低学年と高学年の混合チームは不可。

ぞうきんがけリレーレース2018

小
お が わ コ レ ク シ ョ ン

川是苦集～初めて明かす裏ばなし～
　幕末ミュージアムの展示品について、寄贈者の小川さんか
ら、お話をいただきます。今回は、資料収集などについての
苦労ばなしについてのお話です。

７月 29 日㊐　13:30 ～
萩・明倫学舎　復元教室
小川忠

た だ ふ み
文　萩市幕末史料専門員

40 人（申込不要、先着順）

歴史パフォーマンス「SHOWIN～若き志士たち」
萩・明倫学舎ヴァージョン

　県内外で萩市の観光の魅力を PR している萩 SHOWIN 隊＆
TSUBAKI 娘、萩・こども manabi 隊などのメンバーが、歌と
ダンスとお芝居で、明治維新 150 年を迎えた萩をテーマに舞台
を繰り広げます。

７月 14 日㊏～ 16 日㊊・㊗、８月 18 日㊏・19 日㊐
　11:00 ～、13:00 ～、14:00 ～、15:30 ～

萩・明倫学舎　多目的復元教室

★怖いはなし 
8 月 19 日㊐　10:00 ～、14:00 ～
紙芝居や影絵を使ったお話　※お子さんだけの参加も可
ジョイネット萩「草の芽」
不要　 無料

★親子で学ぶ科学教室「松田のホログラム万華鏡」 
8 月 18 日㊏・26 日㊐　10:00 ～ 11:00　
 先着 20 組限定（親に対し、子２人まで）
1 人 150 円（材料費含む・当日支払）
①参加者氏名、②お子さん年齢・学年、③保護者連絡先、

④参加希望日を NPO 萩明倫学舎へ電話またはメール
松田光一
ＮＰＯ萩明倫学舎（21-0304）　※ 9:00 ～ 17:00

　メール info@hagimeirin.jp

萩・明倫学舎  夏の課外授業
萩・明倫学舎本館４歳以上～小学３年生

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 夏 の イ ベ ン ト

　現在開催中の日本最大級の深海魚展「深海魚大行進」では、展示を観覧するだけでなく、深海魚の謎や神秘にもっと迫りたいと
いう方々のため、数々の関連イベントを用意しています。

◀ベンテンウオ

ヒレジロマンザイウオ▶

問い合わせ 萩・明倫学舎推進課☎21-2018

萩・明倫学舎公開講座
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市内の魅力ある企業へ就職しよう！
「求む人材！萩市の企業紹介」コーナーを設置します

　就職を希望する高校生やその保護者、Ｕターン希望者に、市内の事業所を知ってもら
い、市内への就職を後押ししてもらうため、市役所に「企業紹介コーナー」として、企
業紹介専用のパンフレットラックを新たに設置します。
　就職先を考えるときの参考として、ぜひご活用ください。
　■設置予定日　７月２日㊊
　■設置箇所　　市役所ロビー

問い合わせ

商工振興課☎ 25-3108

　求人希望だけでなく、自社の事業を転職希望者などに知ってもらいたい事業者の方は、企業のパンフレット
等を企業紹介コーナーで配布しませんか。
■対象事業所　市内に本店および支店のある事業所
　※定期的に求人を行っている事業所を優先します。
■利用方法　30 セットを商工振興課へ事業者の担当者の名刺とともに持参
　※原則として、事業所が定期的に確認し補充すること。
○企業紹介のパンフレットや求人情報に限る（商品の販売用チラシ等は不可）
　※途中での求人チラシの追加なども可能です。
○募集事業者数　20 社

事業者の皆さん
パンフレットを配布しませんか？募集！ 自社の事業を知ってもらいましょう！

萩ビジネスプランコンテストを開催
新 た な

　プランは２分野で募集し、最優秀に選ばれたビジネスプランには、事業実施に必要な資金
を支援するため、支援金 100 万円を贈呈します。

７月上旬 募集開始

９月
応募締め切り

・
一次審査

10 月 二次審査

▼今後のスケジュール

学生ビジネスプランコンテストも 同時開催

ビ ジ ネ ス を 萩 の 地 か ら ！

　市では、起業にチャレンジする人を後押しするため、ビジネスプランコンテストを新たに実施します。

　また、市内の学生が仕事や起業に対して、意欲の向上や新規性・独創性に富み、実現性のある新
しいビネスプランの発掘・具現化を促進するとともに、投資家、ビジネスパートナー等との交流
の場を提供することを目的とした「学生ビジネスプランコンテスト」も同時に開催します。

【募集プラン】
　①独創的や市場性、地域貢献性および社会への波及効果のある事業で、新たに起業を目指す方
　②地域牽引性の高い新分野への進出等により規模拡大を図る事業者

問い合わせ

企業誘致推進課　☎25-3811

　今後、６月に設立した実行委員会で、内容を検討したうえで、７月上旬には市のホームページ等で募集を開始する予定です。
　新たなビジネスにチャレンジしたい方、また、アイデアをお持ちの学生の方は、ぜひご参加ください。

　萩市への企業誘致（サテライトオフィス誘致）を目的として、６月 13 日
から 15 日まで千葉県幕張メッセで開催された、国内最大級の IT 展示会

「InteropTokyo2018」に出展しました。会場には 14 万人を超える来場が
あり、最終日には市長自らがプレゼンテーションを行うなど、PRを行いました。
　萩市のプレゼンテーションは、来場者からの注目度も高く、「IT 人材の確保
が難しい都市部よりも、自然豊かな萩市にオフィスを置くことは魅力的だ。」
といった声も多く聞かれました。

萩市がサテライトオフィス誘致をＰＲ！

「I
インターロップ
nteropTokyo2018」に出展 ６月 13 日㊌～ 15 日㊎：幕張メッセ（千葉県）
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萩市民春季バレーボール大会
　５月 27 日に萩市民体育館で開催され、６チームが
参加しました。

優勝　つばき

　現在、萩市が運用する「萩市景観計画」は平成 19 年の策定から、また「萩市屋外広告物等に関する条例」は平成 20 年の制定
からそれぞれ 10 年が経過しました。

■ M
マ イ ス

ICE 誘致助成事業
　萩版 DMO では、「MICE」主催者に対して、予算と規程の範囲内で
支援を行っています。

【助成の要件】
・萩市内の宿泊施設における宿泊者が、延べ 20 人以上であること。
・催しの内容が、
　①産業、学術、芸術、文化およびスポーツの振興に寄与するもので
　　あること。
　②観光都市・萩市のイメージの向上に寄与するもの。
　③ 萩市の経済に波及効果を及ぼすと考えられるもの。

■時間　19:00 ～（１時間 30 分程度）
※見島地区は 11:00 ～、大島地区は 13:00 ～
※見島・大島地区を除く旧萩市での説明会は８月に行います。
　（日程は広報８月号に掲載）

地区名 日程 場所
川上地域 ７月17日㊋ 川上公民館

むつみ地域 ７月19日㊍ むつみ農村環境改善センター
福栄地域 ７月23日㊊ 福栄保健センター

田万川地域 ７月24日㊋ 田万川コミュニティセンター
旭地域 ７月26日㊍ 旭マルチメディアセンター

見島地区 ７月27日㊎ 見島ふれあい交流センター
須佐地域 ７月30日㊊ 須佐総合事務所
大島地区 ７月31日㊋ 大島公民館

開催

問い合わせ

都市計画課 ☎25-3647

■日程および場所　これらで規定する景観形成基準に対して、これまで寄せ
られてきたさまざまな意見や、本市の施政方針で掲げる「産
業振興による活力と賑わいあふれるまちづくり」との関連
等から、昨年より現行の基準の見直し作業に着手していま
す。見直し後の基準は、来年の運用開始を目指しています。
　そこで、見直し基準案について、市内各地で説明会を開
催し、市民の皆さんからのご意見を反映させたいと考えて
います。是非ご参加ください。

萩版ＤＭＯからのお知らせ
MICE 誘致助成事業・広告助成事業の募集について

募集

？「MICE」とは…
企業等の会議、研修旅行、学会 ･ 協会の総会 ･
学術会議、文化・スポーツイベント、展示会 ･
見本市など

問い合わせ 萩市観光協会　☎25-1750
ホームページ　http://hagishi.com/

【前列左から】
髙
た か お

尾淳
あ つ ひ と

仁（ １年 ）
東
ひがし

大
だ い ち

智（ ３年 ）
赤
あかざわ

澤亜
あ き と

樹斗（ ４年 ）
【後列左から】
増
ま す だ

田湧
ゆ う き

希（ １年 ）
井
いのうえ

上俊
と し き

樹（ １年 ）
濵
はまさき

崎恵
け い ご

虎（ ２年 ）

全国大会出場おめでとう！
６月14日、15日 

滋賀県
第55回全国大学ゴルフ対抗戦
至誠館大学ゴルフ部

　萩市観光協会では、地域 DMO として地域の稼ぐ力を引き出し、また、
地域への誇りと愛着を醸成する取り組みを推進していく舵取り役として、
効果的な観光事業を展開しています。

■広告助成事業
　萩市内の観光事業者に対し、広告宣伝費の一部を助成
しています。
・補助率　1/2 以内
・限度額　１事業者上限 25 万円
※予算の範囲内において交付します。
※申請書等は萩市観光協会ホームページよりダウンロード可。

萩市景観計画・屋外広告物基準の見直し住民説明会
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７月21日㊏は萩市の日（サンクスデー）
レノファ山口を応援しよう！

　サッカーＪ２ レノファ山口が、山口県民のクラブとして愛されるよう、萩市をはじめ
山口県および県内 19 市町がホームタウンになっています。

夏休み最初の週末、小学生の皆さんに迫力あるプロスポーツ
に親しみ、レノファ山口を応援していただくため、無料送迎バ
スの運行を行いますので、ご利用ください。
■送迎バス運行表（予定）　集合場所：市役所正面入口、出発：
15：30、試合：19：00 ～ 21：00 前、帰着：22：30 頃
■対象者　観戦する小学生とその引率者（必ず引率者同伴のこと）
■定員　25 人（先着順・引率者含む）
■申込方法　氏名、学校名・学年、連絡先（電話番号）をスポ
ーツ振興課へ電話またはＦＡＸ

レノ丸

当日価格より
500 円 お 安
くなっていま
すので、ご利
用ください。

種類 大人 小中高生
ＭＢ席 2,600円 1,500円
ＭＣ席 2,400円 1,400円
ＢＡ席 2,000円 1,200円
ゴール裏席（ホーム側） 1,500円 1,000円

◎チケット（取り扱いは自由席のみ、当日は 500円増）

維新みらいふスタジアム
（山口市）で 19：00キック
オフの水戸ホーリーホック戦
は、萩市の日です。

14：00 から競技場前広場
で萩市の特産品販売、試合開
始１時間前から、大板山たた
ら太鼓同好会による、太鼓の
パフォーマンスを行います。

無料送迎バス

■申込期限　7月 13日
スポーツ振興課　☎ 25-7311、ＦＡＸ25-7312

７月21日は萩市の日！

オナイウ阿
あ ど う

道選手
（萩ご当地所属選手）

「第２回川村孫兵衛重吉ゆかりの地を巡ろう！
（スタンプラリー）」開催！

７月１日～８月31日

スタンプラリー印章帳

石巻市・萩市連携企画
萩の魅力再発見ツアー
 ～萩はなぜ 世界遺産になった？～
　５月 26 日に放送されたＮＨＫ「ブラタモリ＃ 106 萩」
で取り上げられた内容を、実際にタモリさんを案内した専
門家の方々と一緒に巡って再現します。萩市内でのガイド
活動や観光客へのご案内にいかしてみませんか？
■とき　７月７日㊏　10：00 ～ 15：00（小雨決行）
■コース　中央公園出発（9：50 集合）→御成道→菊屋
横町→旧萩藩校明倫館→笠山石切場跡→笠山山頂→昼食

（萩の海産物メニュー）→萩反射炉→堀内伝建地区
■定員　20 人（申込多数の場合は抽選）

　友好都市の石巻市と萩市が連携し、萩市出身で仙台藩の新
田開発と河川改修を行った川

かわむらまごべえ
村孫兵衛翁の業績をしのび、両

市を巡るスタンプラリーを昨年に引き続き開催します。
■スタンプ設置場所　〔萩市内〕 萩図書館、三見公民館、
中村酒造㈱（新川）
※石巻市内でも川村孫兵衛翁ゆかりの地 10か所に設置
■ルール　スタンプ設置場所にて、印章帳を配布していま
す。萩市内の 3か所のスタンプを集めた方には、特製孫兵
衛翁ゆかりの地カードを進呈。
※カードは萩
市企画政策課
窓口でお渡し
します。

企画政策課
☎ 25-3102

ブラタモリ気分で萩を巡って萩の案内にいかしてみませんか？

■持参品　飲み物、歩きやすい服装、
帽子、雨具
■料金　3,000 円（昼食代、資料代、
保険代等含）
■申込　７月２日～４日に、電話、
FAX、メールで申込（電話受付は 9：
00 ～ 17：00）

ＮＰＯ萩まちじゅう博物館
☎ 25-3177、FAX24-0505
メール info@npomachihaku.com

７月21日の
観戦チケットを

販売します
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あなたの手で萩市の新たな時代を切り開け！　各地域から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に限ります。
※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）・見島診療所医療事務は随時募集しています。

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保育士資格取得者は当該資格証の写し
※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、祝日を除く8:30 ～17:15。

人事課　☎ 25-1239

　平成 25 年 7 月 28 日に発生した、萩市東部集中豪雨
の経験と教訓を風化させることなく後世に継承するととも
に、一人ひとりが自然災害についての防災意識を高めるた
め、市では 7 月 28 日を「萩市民防災の日」、７月 23 日
～ 29 日までの期間を「萩市民防災週間」に定めています。
　これに合せて、７月 17 日～ 30 日まで、市役所ロビー
でＮＰＯ防災・砂防ボランティア協会による「土砂災害か
ら命を守る」パネルの展示を行います。併せて、市役所や
総合事務所には横断幕を掲示します。
　また、「萩市民防災の日」には、式典・防災講演会を行
ないますので、市民の皆さんの参加をお待ちしています。
参加希望の方は、７月 20 日㊎までに防災危機管理課まで
お申し込みください。
■とき　７月 28 日㊏　13：30 ～ 15：00

■ところ　小川交流センター
■内容　防災講演会　ほか
■講師　福井俊

と し ひ ろ
寛（地域防災マネージャー）ほか

■参加費　無料
防災危機管理課　☎ 25-3808

７月28日は「萩市民防災の日」

募集期間 　7月１日㊐～８月17日㊎
採用予定日　平成31年４月 1 日

昨年のパネル展示の様子

募集職種 募集人員 受験資格（すべての条件を満たすこと） 試験日 第１次試験内容

社会人経験者 若干名
①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（35 歳以下）
②民間企業等での職務経験が５年以上、同一事業所
において３年以上ある方

【第1次試験】
とき：9月16
日㊐
ところ：市役所

【第2次試験】
とき：10月下
旬
ところ：市役所
内容：集団討
論、個人面接
※学校給食調
理員は個人面
接のみ

社会人基礎試験
作文
事務適性検査
集団面接

初級事務 若干名
①平成９年 4 月 2 日以降に生まれた方（21 歳以下）
②高等学校以上（4 年制大学を除く）を卒業した方ま
たは平成 31 年 3 月までに卒業見込みの方

教養試験
作文
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

保育士 若干名
①昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた方（30 歳以下）
②保育士資格を有する方または平成 31 年３月までに
保育士資格を取得見込みの方

専門試験
作文
職場適応性検査
集団面接

初級消防 若干名

①平成５年４月２日以降に生まれた方（25 歳以下）
②高等学校以上（4 年制大学を含む）を卒業した方ま
たは平成 31 年 3 月までに卒業見込みの方
③普通自動車以上の運転免許証（ＡＴ限定を除く）を取
得している方または平成31 年３月までに取得可能な方
※平成30 年度に高校を卒業見込みである者に限り、
平成32 年３月までに取得すること。

教養試験
消防適性検査
体力測定

学校給食調理員
（見島限定） １人 ①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（35 歳以下）

②見島に居住できる方

教養試験
職場適応性検査
労務適性検査
体力測定
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隠れた資源を活用し、移住・観光・農業を発展

発酵食や民泊で触れた地域の営みを萩ブランドとして紹介

地域づくり推進課　☎25-3360

萩市地域おこし協力隊活動紹介⑧
　萩市では、15 人（７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
　 平 成 28 年 に 深 野 隊 員 と 始 め た「 萩
Ｓ
さ け か す フ ァ イ ブ

ＡＫＥＫＡＳＵ５」プロジェクトを発展さ
せ、「発酵食」を追求しています。出産・育児
を経験したこと、そして味噌や醤油、漬物など
萩が発酵食の醸成地であることをもとに、切り
口にこだわって構成・発信したいと考えていま
す。今月 29 日のむつみひまわりロードフェス

■行っている活動
　着任したばかりなので、福栄に住む方々や商
売をされている方を訪問し、何をお手伝いでき
るのか模索しています。
■今後の展望
　萩の素晴らしい地域資源の中にはあまり着目
されていない資源もあり、隠れた地域資源を活
用し、移住、観光、農業の発展につなげていき

平成 27 年９月に着任（広島市から移住）　■所属　商工振興課
宮﨑　梨

り か
香

平成 30 年５月に着任（岡山市から移住）　■所属　福栄総合事務所
岡本　智

ともゆき
之

みんなでつくろう！ 萩ジオパーク構想
日本ジオパーク認定にむけて

　昨年度、萩ジオパーク構想推進協議会では、萩ジオマス
ター講座を開催しました。
　今年度はもっと多くの市民の方にジオパークの楽しみ方を
知っていただけるよう、講座の内容と構成を見直し、「萩ジ
オユニバース」として開催します。初回は萩ジオアカデミー
から始まります（詳しい日程は後日お知らせします）。

萩ジオユニバースに参加を

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）

（1）萩ジオアカデミー
大地を知り、地球にふれる講座として、萩

の大地の成り立ちを一線の研究者から座学と
現地で学びます。
■とき　７月 14 日㊏  9:30 ～ 15:30

タに、酒蔵や農家、元料理教室講師の方々、石
田隊員と一緒に出店予定です。
■今後の展望
　発酵食や民泊事業で触れた地域の営みを冊子

（７月発行）と体験プログラム化し、都市部に
萩ブランドの一つとして紹介。県内外でのネッ
トワークづくりも考えています。

たいです。特に外国人の中期滞在型旅行や食育
などを通して地域を活性化し、ジビエや野菜、
果物を使用したブランド商品を開発し、市外、
県外、海外に販路を確保し、商品が萩の PR に
なるように努めていきたいです。
　退任後は飲食店、宿泊施設などを運営し、よ
り多くの人に萩を訪れてもらえるような街づく
りに貢献していきたいと考えています。

■ところ　萩・明倫学舎、秋吉台（美祢市）ほか
■講師　脇田浩

こ う じ
二（山口大学教授）

■参加料　1,000 円（資料、昼食代込）
■申込　７月10日までにジオパーク推進課へ電話申込

（2）萩ジオマスター講座
　大地と人のつながりを楽しむ講座として、萩な
らではの特産品に萩の大地の成り立ちが関わって
いることを関連地で体験します。

（3）萩・地球を食べる食堂
大地と向き合い農産物や海産物を収穫する生産

者と料理人が繋がって生み出される至極の料理を
「食べる」ことを通じ、萩の大地の特徴と魅力を
探ります。

（4）はぎジオカフェ（第３木曜日18:30 ～開催）
気軽にジオパークについて語りあったり、他のジオ

パークとテレビ電話で繋がり、互いの地域のお菓子を
味わったりしながら、それぞれの土地の成り立ちを説
明しあいます。

協議会会員を対象とした下記学習会を開催します
※一般の方も事前申込で参加できます。
■現地審査説明会＆学習会　７月 11 日㊌ 15:00 ～ 16:00、市
役所大会議室
■保全部会学習会　７月19日㊍ 19:00～20:30、萩市民館（予定）
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後期高齢者医療制度のおしらせ

世帯の平成 29年中の所得の合計 軽減区分 軽減後の額

33万円
以下

被保険者全員が年金収入80万円
以下（その他各種所得がない） ９割軽減 5,244円

上記以外 8.5割軽減 7,866円
33万円＋（27.5万円×被保険者数）以下 ５割軽減 26,222円
33万円＋（50万円×被保険者数）以下 ２割軽減 41,955円

※世帯構成は４月１日（４月１日以降に加入した
ときは加入した日）現在の世帯主と世帯内の被保
険者の所得の合計に応じて計算されます。
※平成 30 年１月１日に 65 歳以上で公的年金所
得があるときは、軽減判定に 15 万円を限度とし
た控除があります。

口座振替の
手続きは注意

保険料のしくみ

上限は62万円
年間保険料 ＝ ＋等しく負担する部分

①均等割額
所得に応じて負担する部分

②所得割額

■平成30 年度の保険料額のお知らせを７月中旬に郵
送します。保険料額と納付方法をご確認ください。平成
29 年中の所得の申告が遅れた方や、まだ申告が済んで
いない方等は、保険料が変更となることがあります。

山口県後期高齢者医療広域連合　☎083-921-7110
　市民課保険年金係　☎25-3239

　保険料は等しく負担する「①均等割」と、所得に応じて負担する「②所得割」の合
計です。保険料率は県内均一で２年ごとに見直されます。

※後期高齢者医療制度加入前日に、会社の健康保険などの被扶養者である場合は均等割額の５割が軽減され、所
得割額は課せられません（被扶養者とは、企業の健康保険や協会けんぽ、船員保険、共済組合の被扶養者です。
国民健康保険や国民健康保険組合の方は該当しません）。

７月中旬に保険料額決定通知書を送ります

保険料の納付方法
▼次の方の保険料は、原則として年金から天引きされます（特別徴収）
◦保険料の天引きの対象となる年金受給額が年額 18 万円以上の方
◦介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の２分の１を超えない方
▼次の方の保険料は納付書払いか口座振替になります（普通徴収）
◦年度途中で 75 歳になった方や、市外から転入されてきた方
※年度の途中で保険料額が増額になる方は年金天引きと、口座振替または納付書払いの併
用となる場合があります。
※申し出により年金からの天引きを中止し、口座振替に変更できます。

「公益信託はぎ大学支援市民基金」への寄付にご協力を
　公益信託はぎ大学支援市民基金運営委員会では、至誠
館大学の留学生支援を目的に、「公益信託はぎ大学支援
市民基金」への寄付を募集しています。
　この基金は、経済的な理由で就学が困難な市内の留学
生に対し奨学金を給付し、安心して大学生活を送ること
ができるよう支援するものです。現在、萩では、５人の
留学生が至誠館大学で学んでいます。
■寄付金
◦個人　１口 3,000 円　　◦企業・団体　１口１万円 企画政策課　☎25-3102

金融機関名 種別 口座番号

郵便局 － 01370・6・90260

山口銀行萩支店 普通 6191006

萩山口信用金庫萩支店 普通 0438892

■寄付金の振込先

▷口座名義　いずれも「はぎ大学支援市民基金」

①均等割額　52,444 円

②所得割額［（前年所得−基礎控除 33 万円）× 10.28％］円

※所得が少ない方は均等割額が軽減されます。

　国民健康保険料の口座振
替は継続されません。
　口座振替を希望の方は

「口座振替の手続き」をし
てください。
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国民健康保険と後期高齢者医療制度ご加入の方
保険証・認定証は 8 月が更新時期です

保険証の更新
　現在交付している保険証の有効期限は７月31日までです。
新しい保険証は７月31日までに簡易書留で郵送しますので、
８月１日から新しい保険証をお使いください。古い保険証は８
月１日以降使用できませんので、各自で破棄してください（返
却不要）。
※保険料滞納の期間により、「短期被保険者証」や窓口での
負担が10 割になる「資格証明書」を交付することがあり
ます。お支払いが困難な方は納付についてご相談ください。

〔国民健康保険〕市民課保険年金係　☎25-3147
　〔後期高齢者医療制度〕市民課保険年金係　☎25-3239
　〔納付相談〕収納課　☎25-3209

認定証
　受診される際に、「認定証」を医療機関の窓口に提示する
ことで、窓口での医療費の負担が高額療養費の自己負担限度
額までとなります。また、入院時の食事代が減額される場
合もあります。（別表１・別表２）
　なお、8 月から 70 歳以上の方の現役並所得区分が細分
化され、新たに現役並所得区分Ⅰ・Ⅱとなる方には、限度
額適用認定証を交付します。
　認定証は、申請された月の初日から有効となります
ので、現在、認定証をお持ちの方で、引き続き認定を希
望される方は、8 月31 日までに更新手続きをしてくだ
さい（保険料の滞納がある方には発行できない場合が
あります）。
※後期高齢者医療被保険者で、現在、認定証をお持ちの方
のうち、8 月以降も市民税非課税世帯の方は全員自動更新
となりますので、申請の必要はありません。該当の方には
7 月下旬に認定証を送付します。

７月17日から事前申請を受付

高額療養費制度
　１か月に支払った医療費が高額となり、決められた限度
額を超えた場合に、その超えた金額を高額療養費として
支給する制度です。8 月から 70 歳以上の方の限度額が
別表２のように変わります（入院時の食事負担や差額
ベッド代等は含みません）。

８月から70歳以上の限度額が変更

所得（※1）区分 外来の場合
（個人ごとに計算）

外来と入院がある場合
（世帯ごとに合算） 認定証 内容

現役並所
得者

Ⅲ（690万円以上） 252,600円+（医療費-842,000円）×1％
４回目～（※２）　140,100円 ― ―

Ⅱ（380万円以上） 167,400円+（医療費-558,000円）×1％
４回目～（※２）　93,000円 限度額適用

認定証
◦窓口支払が限
度額までⅠ（145万円以上） 80,100円+（医療費-267,000円）×1％

４回目～（※２）　44,400円

一般（145 万円未満等）
18,000円

（年間限度額144,000
円）

57,600円
４回目～ 44,400円 ― ―

市民税非
課税世帯

低所得Ⅱ（※３）
8,000円

24,600円 限度額適用・
標準負担額
減額認定証

◦窓口支払が限
度額まで
◦食事代が減額低所得Ⅰ（※４） 15,000円

【別表１】70歳未満の高額療養費の内容
所得（※１）区分 自己負担限度額 認定証 内容

上位所得者
901万円超 252,600円+（医療費-842,000円）×1％

４回目～（※２）　140,100円

限度額適用
認定証

◦窓口支払が限
度額まで

600万円超901
万円以下

167,400円+（医療費-558,000円）×1％
４回目～（※２）　93,000円

一般
210万円超600

万円以下
80,100円+（医療費-267,000円）×1％

４回目～（※２）　44,400円
210万円以下 57,600円

４回目～（※２）　44,400円

市民税非課税世帯 35,400円
４回目～（※２）　24,600円

限度額適用・
標準負担額
減額認定証

◦窓口支払が限
度額まで
◦食事代が減額

昨年度と変更なし

【別表２】70歳以上の高額療養費の内容 青字部分が変更点

※１　【別表１】70歳未満の場合、基礎控除後の「総所得金額」
　　　【別表２】70歳以上の場合、「課税所得」にあたります。
※２　過去12カ月に限度額を超えた高額療養費の支給が４回以上　
　　あった場合
※３　［国保］同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の場合
　　　［後期］同一世帯全員が住民税非課税の場合
※４　住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない場合
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負担限度額認定（食費・居住費の減額）の更新
利用者負担割合の見直し（８月～）

負担限度額認定の更新
　現在お持ちの介護保険負担限度額認定証の有効期間は、７月31 日までです。
７月上旬に認定申請書類を送付しますので、更新申請をしてください。
また、新規の申請も随時受け付けています。
■必要書類等　①介護保険負担限度額認定証（薄紫色）、②認定申請書・同意書、
③印鑑、④通帳等（預貯金の確認できるもの）、⑤個人番号カード（通知カード）
⑥申請者の身分証明書
※配偶者のいる方は、配偶者の通帳等と印鑑が必要。
■申請期限　８月 31 日㊎
※９月以降の申請は、申請月の初日からの適用となりますのでご注意ください。
■対象者　次の要件をいずれも満たす方
①世帯全員が市民税非課税（別世帯の配偶者も市民税非課税）であること。
②預貯金等の金額が、夫婦で合計2,000 万円、単身で1,000 万円以下であるこ
と。
■対象施設・サービス
◦介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設入所における食
費と居住費
◦短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ）における食費と滞在費

高齢者支援課介護保険係　☎25-3368、各総合事務所市民窓口部門、支所・
出張所

利用者負担割合の見直し
　現在、65 歳以上の方が、介護保険のサ
ービスを利用したときの利用者負担の割合
は、原則として費用の１割または２割とな
っていますが、８月から現役並みの所得の
ある方は３割に引き上げられます。
■３割負担となる対象者　次の要件をいず
れも満たす方
①合計所得金額（※１）が220 万円以上
②「年金収入＋その他の合計所得金額（※
２）」が340 万円以上（同じ世帯に65 歳
以上の方が２人以上いる場合は463 万円
以上）
※１　地方税法上の合計所得金額から長期
譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別
控除額を除いた額。
※２　※１の合計所得金額から年金の雑所
得を除いた額。

高齢者支援課介護保険係　☎25-3368

介護保険

募集
！
　新しく開発した加工品や飲料について、「味や大きさ、
デザインはターゲットの好みに合っているか」「値段は受
け入れられるか」等、試食テストにより消費者の生の声を
聞いて、商品をブラッシュアップしませんか。

　　事業の内容
　食品事業者が試作した新商品等について、「会場調査（※
１）」を行い、商品についての評価や意見等のデータを集
めます。
※１　会議室等にモニターを集めてアンケートを行うもの。
　　メリット・役立つこと
・より消費者のニーズにマッチした商品開発が可能になる。
・調査の結果を、商談会、展示会、営業等で活用できる。
　　対象者
市内に事務所または事業所を有する法人、その他の団体お
よび事業を営む個人
　　調査の対象となる商品
・加工品は、食品衛生法の許可を受けている施設で製造し
ている食品、または飲料品であること。ただし、アルコー
ル飲料は不可。 
・申込事業者が自ら製造しているもの、または申込事業者
のみが販売するオリジナル商品として他の事業者に製造委

託しているものであること。 
・発売に向けて開発中であるもの、または発売済みである
が改良を検討しているものであること。
　　調査費用
無料（調査に係る試食品、小皿等は申込事業者で用意）
　　その他
・調査には、事前にモニター協力団体として登録頂いてい
る企業や団体が協力します。
・集めたデータの分析は、各事業者でお願いします。 
　　申込方法
農林振興課備え付けの申請書を提出

農林振興課 　☎ 25-4192

食品加工や飲料品の開発に取り組んでいる市内事業者の皆さんへ

昨年の実施の様子

試食テストをしませんか？ ～萩市マーケティング支援事業～
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毎月勤労統計調査特別調査に
ご協力を
　厚生労働省と県では、雇用・給与・
労働時間の状況などの調査を７月
31 日現在で実施します。７月中旬
から８月下旬にかけて、統計調査
員が調査地区内の事業所へ訪問し
ますので、ご協力をお願いします。
■調査対象　常用労働者数１～４
人の事業所
■調査地区　萩地域（浜崎新町、
浜崎町）、須佐地域（須佐）

山口県統計分析課
　☎ 083-933-2654

市長の資産公開
　市では、条例に基づき市長の資
産等について、資産等補充報告書
と関連会社等報告書を公開します。

７月２日㊊から平日開庁日の
8:30 ～ 17:15

総務課、各総合事務所地域振興
部門

総務課　☎ 25-3359

「社会を明るくする運動」強調
月間 
　犯罪や非行のない明るい地域社
会を築こうとする全国的な運動で、
啓発活動やパレードを行います。

７月７日㊏
【街頭啓発】萩地域＝ 11:00 ～アト

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
ラス萩店、サンリブ萩店、ザ・ビッ
グエクストラ萩店周辺、19:30 ～
田町商店（土曜夜市会場）

【街頭パレード】須佐地域＝ 10:00
～須佐総合事務所出発、田万川地
域＝ 9:30 ～道の駅ゆとりパークた
まがわ出発

市民活動推進課　☎ 25-3601

バス車内事故防止キャンペー
ン実施中

７月１日㊐～ 31 日㊋
◦バスが停留所に着いて扉が開い
てから席をお立ちください
◦走行中、やむを得ず急ブレーキ
をかける場合がありますのでご注
意ください

山口県バス協会
　☎ 083-922-5031

ダム・発電所現地見学会
　７月 21 日～ 31 日を「森と湖に
親しむ旬間」として、ダムの現地
見学会を開催します。
○阿武川ダム、新阿武川発電所

７月 22 日㊐、24 日㊋、26 日㊍、
28 日㊏　9:00 ～ 16:00
※阿武川ダムの監査廊（下流側の
一部）の見学は 9:00 ～ 15:30。
※新阿武川発電所の見学は事前に
電話予約、阿武川ダム見学は当日
予約が必要。

阿武川ダム管理事務所 ☎ 54-
2055、西部利水事務所（新阿武川
発電管理所）☎ 21-0772

○見島ダム
７月27日㊎～29日㊐　9:00～

16:00
※27日は13:00～、29日は12:00
まで。

萩土木建築事務所　☎ 22-0092

夏休みは子どものまぁーるバ
ス運賃５０円
　公共交通機関の利用促進のため、
夏休み期間中、小学生以下の子ど
もを対象に１乗車 50 円とします

（６歳未満は同伴者１人につき３人
まで無料）。
　なお、期間中は防長交通バス

（スーパーはぎ号を除く）でも小学
生以下を対象に１乗車 50 円の「こ
ども 50 えんバス」が実施されます。

７月 21 日㊏～８月 31 日㊎
■支払方法　現金のみ対象

商工振興課　☎ 25-3583
　防長交通萩営業所　☎ 22-3811

公衆電話（ピンク電話）から
の１１９番通報について
　公衆電話には旧式タイプの特殊簡易
公衆電話（通称、ピンク電話）と呼ば
れる電話機があります。
　この電話機から119番通報すると、
通信指令員の声は聞こえますが、通報
者の声が通信指令員へは伝わらないの
で、通信指令員は内容を聞き取ること
ができません。
　119 番通報をする場合には、この
電話機を使用せず周囲の人に助けを求

○不用品活用銀行
■おゆずりします　乾電池用充電器、
木製丸テーブル、敷マット 2 畳用、
プラスチック製すべり台、円形座卓、
七輪、火消しつぼ、マットレス、和風
ペンダントライト、原付バイク
■おゆずりください　ジュニアシー
ト、テーブル、敷物、西中男子制服、
電動自転車、エンジンチェーンソー、
東中男子制服、ミシン、衣装ケース

◆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
○さき織り講座

８月５日㊐　10:00 ～ 12:00
古布を裂いてコースターを作る
10 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は 7 月 3 日の 9:00 から。

※応募多数の場合は抽選。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
7 月 22 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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めるか、携帯電話などで 119 番通報
してください。

消防本部 警防課 通信指令室　
　☎ 25-2772

開港 25 周年。萩・石見空港を
ご利用ください！
　7 月の萩・石見空港開港 25 周年
を記念してスペシャルプラン等が
登場。
○萩・石見空港開港 25 周年記念ス
ペシャル東京 1 泊・2 泊
■旅行代金　２万5,800円～４万9,5
00 円（１泊、指定ホテル有、お一人）
■対象期間　7 月 1 日～ 31 日出発
■特典　羽田空港 ANA FESTA で
使える買い物券 2,000 円分付
○子育て応援助成 キッズプラス＋
■対象路線　東京線（片道利用から）

萩市、阿武町、島根県在住者
■対象期間　７月１日～９月 30 日
■搭乗（片道から助成対象となる
ため復路の場合であっても期間中
であること）
■助成金額　5,000 円（片道）
　　　　　　1 万円（往復）
■利用形態　18 歳以下の方、同行
の保護者２人まで

①専用の申請書、②助成申請す
る搭乗分の「ご搭乗案内」（ピンク

色）、③ 18 歳以下の者の年齢を証
明する資料の写し（健康保険証等）

10 月 15 日（消印有効）
萩 ･ 石見空港利用拡大促進協議

会　☎ 0856-23-0990

ふるさと寄付
　５月１日～ 31 日で、81 件 168
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148件、303万円）

寄付
○郡

ぐんじ
司信

のぶおき
興さん（東京都）から、「郡司

讃
さぬきもうしのこしじょう

岐申遺状」を含む郡司家資料 22
点。
○藤井巖

いわお
さん（山口市）から、「松林

桂
けいげつ

月画
が ふ く

幅」の掛軸１点。

「TWILIGHT EXPRESS 瑞
みずかぜ

風」
こども駅長
　ＪＲ西日本の豪華寝台列車「TWILI
GHT EXPRESS　瑞風」を歓迎し、「こ
ども駅長」によるおもてなしを行って
います。７月～９月分の「こども駅長」
を募集します。

７月29日㊐、８月23日㊍、９月９日
㊐・23日㊐、各日とも11:30～12:30

ＪＲ萩駅（現地集合）
①市内観光を終えた乗客のお出迎え

　②ＪＲの制服で「瑞風」の出発合図
小学生（要保護者同伴）
各日２人（特典で「瑞風」オリジナル

グッズをプレゼント）
ハガキに①参加希望者の氏名（ふ

りがな）、学校名、学年、性別、身長、
②同伴する保護者の氏名、③連絡先

（郵便番号、住所、保護者の電話番号）　
④参加希望日（第１希望・第２希望）、
メッセージ（あれば）を明記し郵送　

７月 13 日（当日消印有効）
※当選者には７月 20 日までに連絡。

〒 758-8555　萩市観光課　瑞風
こども駅長募集担当　☎ 25-3139

　納期限までに忘れずに納めましょう
◦固定資産税
◦国民健康保険料
◦介護保険料
◦後期高齢者医療保険料
※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 31 日㊋

収納課　☎ 25-3575

７月の納期のお知らせ

　申告により認定長期優良住宅等に対
する固定資産税の減額を受けることが
できます。なお、それぞれの対象要件
と減額内容は次のとおりです。

■申告期限　長期優良住宅の場合は、
新築した年の翌年１月31日まで。改修
の場合は、改修工事完了後３カ月以内。

課税課固定資産税係　☎ 25-3485
対象要件（すべてに該当すること） 減額内容

長期優良住宅

①平成32年3月31日までに新築されたもの
②長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
であること
③住居部分の面積が、家屋の床面積の２分の１以上のもの
④住宅の床面積が 50㎡（１戸建以外の賃貸住宅は 40㎡）以上 280㎡以下

新築後５年間（３階建以上の準耐火構
造または耐火構造住宅の場合は７年
間）、建物の固定資産税額の２分の１を
減額（ただし、１戸当たり 120㎡相当
分までを限度）

省エネ改修
①平成20年１月１日に既に存在していた住宅
②平成32年３月31日までに、現行の省エネ基準に適合した窓（必須）・床・
天井・壁の断熱の改修工事（外気等と接するものの工事に限る）を完了
③補助金等を除く改修工事費用の自己負担額が 50 万円を超えるもの

改修工事を行った建物の翌年度分の
固定資産税額の３分の１を減額（ただ
し、１戸当たり 120㎡相当分までを限
度）

バリアフリー
改修

①新築から10 年以上経過している住宅のうち 65 歳以上の方等一定の要
件を満たす方が居住（賃貸住宅を除く）
②平成32年３月31日までに、廊下の拡幅、浴室・トイレの改良、手すりの取り
付け等の一定のバリアフリー改修工事を完了
③補助金等を除く改修工事費用の自己負担額が 50 万円を超えるもの

改修工事を行った建物の翌年度分の
固定資産税額の３分の１を減額（ただ
し、１戸当たり 100㎡相当分までを限
度）

耐震改修
①昭和 57 年１月１日以前に建てられた住宅
②平成30年12月31日までに、耐震基準を満たした改修工事を完了
③費用が 50 万円を超えるもの

改修工事を行った建物の翌年度分の
固定資産税の２分の１を減額（ただし、
１戸当たり 120㎡相当分までを限度）

固定資産税を
減額します

募　集
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　経済的な理由等で保険料の納付が困
難な場合には、申請により保険料の納
付が免除・猶予される制度があります。

【保険料免除・納付猶予制度】
　申請者・配偶者・世帯主、それぞれ
の前年所得が基準以下の場合に免除さ
れます。なお、50 歳未満の方で、申
請者・配偶者それぞれの前年所得が全
額免除の基準以下の場合には納付猶予
されます。
※一部納付の方で保険料が未納の場合

や、保険料の免除・猶予を受けずに未
納の状態で障がい・死亡といった不慮
の事態が発生した場合は、障害基礎年
金・遺族基礎年金が受けられない場合
があります。
※昨年度、全額免除・納付猶予の継続
申請を行い、承認された方は、申請の
必要はありません。
■申請期間　いずれも７月～翌年６月
※申請可能な期間は、保険料の納付期
限から２年を経過していない期間（申

請時点から２年１カ月前まで）です。
市民総合窓口、各総合事務所、支所・

出張所、萩年金事務所に備え付けの申
請書を提出

年金手帳またはマイナンバーカード
（通知カード）、印鑑、失業した場合は
離職票または雇用保険受給資格者証の
写し
※マイナンバー通知カードの場合は、
免許証やパスポートなどが必要です。

市民課保険年金係 ☎ 25-3239
　萩年金事務所 ☎ 24-2158

国民年金保険料納付が困難な方へ

■保険料免除の基準　（平成30年度月額保険料　16,340円）

全額免除
一部納付（一部免除）

納付猶予
１/4納付 １/2納付 3/4納付

保険料（月額） ０円 4,090円 8,170円 12,260円 ０円

年金受給額 1/2で計算 5/8で計算 3/4で計算 7/8で計算
10年以内に納付し
ない場合、年金額に
反映されません。

所得基準
（扶養親族等の
数+1）×35万
円＋22万円以
下

78万円+扶養親
族等控除額+社
会保険料控除額
等以下

118万円+扶養
親族等控除額+
社会保険料控除
額等以下

158万円+扶養
親族等控除額+
社会保険料控除
額等以下

（扶養親族等の数
+1）×35万円＋22
万円以下

明治維新 150 年企画
大島まるまる体験ツアー

７月 22 日㊐　10:30 ～ 17:10
10:30 までに萩商港定期船乗場へ

※無料駐車場を 10 時から、萩商港荷
物取扱所の奥に開設します。

漁船による大島周遊、カンテンづく
り見学、海鮮バーベキューによる昼食、
サザエのつかみ取り等

70 人（先着順）
運動靴（漁船に乗るため）、サンダル、

タオル、着替え（サザエのつかみ取り
で海に入るため）等
※海鮮バーベキューには、肉等の持ち
込みも可能です。

中 学 生 以 上 2,000 円、 小 学 生
1,000 円、３歳以上の幼児 500 円（昼
食代含む。定期船運賃は別途）
■主催　大島元気なねえさまの会

７月２日～ 13 日
大島出張所（☎ 28-0584）

萩ッズセーバー
　ー sサ マ ーummer a

アクト
ct 2018 ー

　自然体験活動を通じて、楽しみなが
ら「海の楽しさ・怖さ」、「自分の命は
自分で守る」ことを学びます。
①午前プログラム = 指月冒険 & 海洋
生物観察ツアー
②午後プログラム = 菊ヶ浜冒険 & 海
洋生物観察ツアー
①②共通プログラム = ウォーター
セーフティ・プログラム

７月１日㊐～８月 19 日㊐
　① 10:00 ～ 12:00
　② 13:30 ～ 15:30

菊ヶ浜海水浴場
幼児（年中以上）～小学６年生と保

護者
各プログラム 15 人（先着順）
500 円（保険料込）　
参加希望日前日の 15:00 までに、

萩サーフライフセービングクラブ 
國
く に き

木へ　☎ 090-4562-3970

移住者交流イベント　
　仲間を増やし、萩ライフをもっと楽
しむための移住者交流イベントです。
○移住者交流会 in 須佐

７月 16 日㊊㊗　11:00 ～ 14:00
須佐湾エコロジーキャンプ場
意見交換会・バーベキュー
大人 3,000円、小学生以下 500円
７月９日

○移住者交流会 in むつみ
８月 29 日㊌　11:00 ～ 14:00
阿武東カントリーエレベーター駐車場
意見交換会・トマト収穫体験・昼食
大人 1,500円、小学生以下 500円
８月３日

【共通事項】
萩に移住してきた方、移住者と交流

したい地元の方、萩への移住に興味、
関心のある方

30 人程度（子ども連れ大歓迎）
萩暮らし応援センターへ

　☎ 25-3819

募　集
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萩セミナーハウス「トレジャー・
ハンティング Z

ゼ ロ
ERO ～はじまり

はここから～」
　２泊３日のストーリーキャンプ
です。

８月 10 日㊎～ 12 日㊐
萩セミナーハウス ( 堀内 ) 他
グループワークトレーニング、野外

炊飯、海あそび、森あそび等
小学校４年生～中学生
20 人（先着順）
１万 2,000 円（材料費、保険代等）
７月 15 日までに、萩セミナーハウ

スへ　☎ 21-7501、FAX21-7666

街路灯のスポンサー
　萩市照明都市計画委員会では、市内
に街路灯を整備・維持することで明る
いまちづくりを推進しています。設置
した街路灯は市内に 312 基あり、ス
ポンサーの方には電気代等の維持費を
負担していただきます。
　広告用看板（縦 90㎝×横 45㎝）
は無料で作成し、街路灯のポールに据
え付けます。

商店主や事業者の方、自治会や組合等
■広告料（月額）１本につき 1,200
円～ 2,100 円

商工振興課　☎ 25-3108

松陰先生和歌かるた大会
　明治維新 150 年を記念して作られ
た、「松陰先生和歌五十首かるた」の
大会を開催します。

７月 22 日㊐　13:30 ～
松陰神社立志殿
市内在住の小学生
小学校低（１・２年）、中（３・４年）、

高（５・６年）学年の各 15 人
７月 15 日までに、申込書を郵送

または持参　〒 758-0011 萩市椿東
1537 松陰神社崇敬会事務局 上田
　☎ 22-4643

登録統計調査員
　国が実施する国勢調査や農林業セン
サス等、各種統計調査の調査員（非常
勤公務員）として活動いただける登録
調査員を募集します。

　登録調査員には、調査実施の際に市
から調査員の依頼をし、承諾いただい
た場合に調査に従事していただくこと
となります。
※登録された方に毎回調査をお願いす
るとは限りません。
■報酬　実際に調査員に任命され、調
査に従事した際に国の規定により支払
います。金額は、調査や調査区数等に
より異なります。
■応募資格　①市内在住で年齢 20 歳
以上　②税務、警察、選挙、興信所等
の業務に直接従事していないこと　③
調査時に知り得た秘密の保護に信頼の
おける方で、調査期間中、責任を持っ
て調査事務を遂行できること　④暴力
団や暴力団員と密接な関係が無いこと

電話等でご連絡いただいた方へ統
計調査員概要書および登録申請書を送
付。申請書を提出後、面接等による選考

７月 20 日㊎
企画政策課統計係　☎ 25-3690

萩市景観審議会委員
　萩市景観審議会委員は市長の諮問に
応じ、市の景観に関する事項について
調査、審議することを目的とした機関

です。
３人程度

■応募要件　市の景観に関心を持ち、
景観形成に高い見識を持つ方で、市内
に在住または勤務し、年に数回開催さ
れる審議会に出席できる方
■任期　２年

７月 26 日までに、任意の用紙に住
所、氏名、年齢、職業、電話番号を記
入し、市の景観に関する意見、提言

（800 字程度）を添えて、郵送または
持参　〒 758-8555　萩市都市計画
課　☎ 25-3647

海の祭典
（サマーフェスティバル）

７月 21 日㊏・22 日㊐
砂
さ み だ

見田海水浴場・キャンプ場（見島・
宇津）

ビーチバレー・サザエ探しゲーム・
ビーチフラッグ他

50 人
大人 5,000 円、小人 4,500 円（食

事３食・テント代・保険料含む）
７月 13 日までに、萩市見島支所内

見島観光協会へ
☎ 23-3311、FAX23-3313

　山口県では明治以来、宅地や農
耕地に１番から順に地番（耕地番）
が付けられ、山林などの山間地に
も同じように１番から順に地番（山
地番）が付けられました。このため、
同じ大字（地番区域）内の耕地と
山間地に「重複地番」が多く存在
しています。
　このような地域では、登記事項
証明書等を取得する場合に、目的
不動産を誤るなど、多くのトラブ
ルが生じています。
　皆さんの不動産に関する権利を
保全し、円滑で安全な取引を図る
ため、現在、重複地番の解消作業
を実施しています。
■平成30年度の実施時期と対象地域
　8 月 6 日
　川上・むつみ・旭・福栄地域

■地番の変更方法
　「山地番」に 10000 番を加える方
法で行います。建物の所在および
家屋番号も同様に変更します。 

■所有者への通知方法
　地番変更を行った土地・建物の
所有者の方には、９月上旬に、地番・
家屋番号変更の通知を郵送します。

◎住所と本籍地
　住所を変更後の地番にする場合
や、本籍地の地番を変更する場合
には、届け出が必要です。

市民課　☎ 25-3400・25-3493

山地番・家屋番号を変更します
山口地方法務局登記部門 地図整備・筆界特定室　☎ 050-3381-8756

変更前 変更後
1 番 ➡ 10001 番

123 番 ➡ 10123 番

例

注：「耕地番」の変更はありません
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ごみに関する審議会委員
 ごみの減量化、資源化や環境美化
などごみに関するさまざまな問題
を審議する「萩市廃棄物減量及び
地域美化推進審議会」の委員を募
集します。
■任期 就任後～平成 32 年３月 31
日

 ごみの減量、リサイクルや適正
な処理方法および環境美化への取
り組みなど

２人程度（選考あり）
■応募資格 市内在住、在勤または
在学の 18 歳以上の方
■報酬 日額 3,000 円（条例に規定）

７月 31 日までに、応募用紙（萩
市ホームページからダウンロード可）
に必要事項（応募の動機、ごみに
対する考えなど）を記入し、環境
衛生課へ郵送または FAX
〒 758-8555 萩市環境衛生課　
☎ 25-3520　FAX 25-3591

市民農園
契約日～平成 32 年３月 31 日まで
椿・椿東地区（東光寺付近）
耕作と耕作地の管理が可能な方

■募集区画　椿 1 区画、椿東２区画（1
区画 35㎡）

年額 3,000 円
7 月 15 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・夏まつり
○萩・日本海大花火大会の有料観覧席
　迫力ある花火を間近で観覧できま
す。市外のご友人などにも、ぜひご紹
介ください。

８月１日㊌ 20:00 ～ 21:00
※荒天の場合は４日㊏に延期。

花火大会本　部横（菊ケ浜・増野海
産駐車場）

500 円（小学生以上）
※当日、花火大会本部で徴収。延期の
場合も有効。

７月 25 日（消印有効）までに、往
復ハガキに郵便番号、住所、氏名、電
話番号、人数（８人まで）を記入し郵
送、または萩夏まつりホームページ掲
載の申込書をメール
○巡視艇「はぎなみ」一般公開船内
見学会

８月１日㊌ 10:00 ～ 15:00
萩漁港（小畑・萩しーまーと裏）
当日、会場にて受付（事前予約不可、

小学生以下は保護者同伴、車椅子不可）
萩夏まつり実行委員会

　☎ 25-3333

目指せ！大富豪＄特許でウハウハ
特許王育成プログラム（第３部）

８月 11 日㊏　14:00 ～ 18:00
至誠館大学 3 号館 明教館
今すぐ使える知的財産権を利用した

売り方、商品の作り方。第１・２部で
学んだ学生たちの事例発表

中学生、高校生、大学生、一般
100 人
2,000 円
７月 31 日までに、氏名、年齢、所

属、電話番号をＦＡＸ 22-1108、メー
ル karasudaeiji@gmail.com へ

萩青年会議所☎ 25-3333（萩商工
会議所内）藤田

萩市美術展の作品
　９月 30 日～ 10 月７日まで開催す
る萩市美術展の、高校生・一般の部お
よび小・中学生の部の作品を広く募集
します。
■出品資格　
▽市内に在住または通勤・通学してい
る方、▽市内に在住しているが、勤務
地が市外の方、▽大学・短大・専門学
校などに通う市内出身者で、家族が市
内在住の方、▽市内の美術団体に加入
している方
■出品部門　
▽高校生・一般の部＝平面、立体、書、
写真、▽小・中学生の部＝絵画、書
※規格、課題等は要項（萩市ホームペー
ジからダウンロード可）を参照。
■作品搬入日
▽高校生・一般の部＝９月 17 日㊊㊗　
10:00 ～ 19:00、18 日㊋ 10:00 ～
12:00、▽小・中学生の部＝各学校へ

募　集

とき ところ 講座・教室名 講師名
8 月 1 日㊌

10:00 ～ 11:30
中央公民館
☎ 25-3590

ストレッチで健康な身
体づくり 井

い が わ
川 貴

たかひろ
裕

8 月 7 日㊋
10:00 ～ 11:30

福川公民館
☎ 52-0029

地域包括システムと安
心した暮らし 梅木 幹

も と し
司

8 月 8 日㊌
10:00 ～ 11:30

高俣公民館
☎ 08388-8-0211

自分の財産を守るため
に出来ること 横山 順一

8 月 21 日㊋　
10:00 ～ 11:30

明木公民館
☎ 55-0001

美しい日本の歌を歌い
ましょう 古

こ ね が わ
根川 円

まどか

9 月 13 日㊍
13:30 ～ 15:00

須佐公民館
☎ 08387-6-2310

転倒予防のトレーニン
グ 福田 一

かずのり
儀

12 月 13 日㊍
13:30 ～ 15:00

江崎公民館
☎ 08387-2-0211

暮らしの中でできる筋
トレウォーキング 岡崎 祐

ゆうすけ
介

　「心豊かなくらしを創る」をテーマ
に至誠館大学の教授等が講師を務めま
す（全６回）。受講料は無料で、１回
のみの受講もできます。

住所、氏名、電話番号を開催会場の
公民館へお知らせください。

至誠館大学　☎ 24-4000

至誠館大学公開講座

 椿東・後小畑地区にある㈱マリーナ
萩は、潟港にあるマリーナ施設の管理
を行っています。

１人
■採用予定日　11 月 1 日㊍
■選考方法　書類選考・面接

８月 20 日までに、応募書類を郵送
または持参
〒 758-0011 萩市椿東 6080-6 
マリーナ萩　☎ 26-5005

マリーナ萩 営業推進部長募集
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作品を提出
９月７日までに、文化・生涯学習

課、各公民館備え付けの出品申込書を
郵送または持参　〒 758-8555 萩市
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

松陰先生を学ぼう
①松陰に親しむ会

８月４日㊏　9:30 ～ 11:45
サンライフ萩

「吉田松陰の生涯と業績・松陰の最期」
弘長純

よしただ
忠（萩松

しょうほう
朋会）

90 人程度
松陰読本（会場で販売）

②子どもが学ぶ松陰先生
８月 10 日㊎　9:05 ～ 12:00
萩・明倫学舎
明倫館史跡、萩城跡ほか見学、解説
小学３年生～６年生（保護者の参加可）
40 人程度
①は７月 25 日、②は７月 27 日

までに、住所、氏名、電話番号（②
は、学校名、学年、保護者名）を記
入し、FAX またはメール、ハガキで
郵 送 〒 758-0061 萩 市 椿 3729-
2 山口県教育会萩支部 椿へ　☎ 22-
3400（FAX 兼 ）、 メ ー ル tubaki.
y@wonder.ocn.ne.jp

萩美術協会 新萩画学校
8月4日㊏、5日㊐　9:00～15:00
総合福祉センター
絵画（空想画、生活画、静物画、人

物画等、学年に応じて画題を選定）
萩美術協会役員ほか
小学生 50 人程度
絵の具、クレヨン等
500 円 ( 保険代・教材費等 )
７月 13 日までに、萩美術協会事務

局　玉村　☎ 090-7772-1979

男だけの介護教室
　男性対象の排せつ介助や、おむつの
選び方などの介護教室です。

７月 31 日㊋　10:00 ～ 13:00
総合福祉センター
現在介護をしている男性、介護につ

いて学びたい男性

講演・講座

900 円　
7 月 17 日までに、萩市社会福祉

協議会へ　☎ 22-2289

高齢者教室
　高齢者の生きがいと健康、楽しい仲
間づくりの教室です。
○陶芸教室「萩陶会」

毎月第 2・4 の月～金曜日　8:30
～ 17:00
※自由に見学・体験できます。

萩陶会 堀　☎ 090-4809-3717　
○竹細工の教室

毎月第 2・4 週の月・火・水曜日　
8:30 ～ 11:30

竹細工の会 田村　☎ 22-3273

夏休み萩焼制作体験
７月 26 日㊍ 10:00 ～ 11:30
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

萩焼を学ぶ、萩焼制作体験（手びね
り）、電動ロクロの体験

宮田佳
よ し の り

典ほか（陶芸家、萩焼伝統工
芸士）

小学生～高校生
30 人（先着順）
1,000 円

※制作した作品は８月下旬に引き渡し
ます。希望者は９月上旬に渡辺蒿蔵旧
宅で開催される萩焼作家との共同展で
展示します。

７月 18 日までに、商工振興課へ　

☎ 25-3638

萩中央セミナー参加者
①親子で作る時短料理教室

７月 28 日㊏　9:30 ～ 12:00
■講師　槌

つ ち や
屋幸

ゆ き こ
子（フードライフコー

ディネーター）　
10 組程度
500円（別途材料代1,000円程度）

②ステンシル（型染め）体験
７月 29 日㊐　10:00 ～ 12:00
松本美知子（ヴォーグステンシルイ

ンストラクター）　
15 人程度
500 円（別途材料代 600 円程度）

※ T シャツなど材料持込み可。
①、②ともに中央公民館
中央公民館　☎ 25-3590

音声ボランティア体験講座
　視覚障がい者のために行なっている
活動で、本や広報誌などを声に出して
読む技術を習得し録音します。

７月 29 日㊐　① 9:30 ～ 12:00、
② 13:30 ～ 16:00（①か②のどちら
かを受講）

萩市立図書館２階研修室
小学生～一般の方
７月 20 日㊎
音訳サークルゆう（津室）

　☎ 090-8360-5134
　福祉支援課　☎ 25-3523

人権教育指導者養成講座

と　き テーマ 講　師
８月６日㊊

14:00～15:30「高齢者、障害者の権利擁護」鶴
つる

 義
よしかつ

勝（権利擁護センタ
ーほっとやまぐち）

８月７日㊋
14:00～15:30

「インターネット社会に潜む
法的問題点」

岡田 卓
た く じ

司
（岡田法律事務所）　

８月８日㊌
14:00～15:30

「愛する人からの暴力ってあ
るの？」

小
こ し ば

柴 久
ひ さ こ

子（NPO 法人山口
女性サポートネットワーク）　

８月23日㊍
14:30～16:00

「性別違和についての理解と
対応　～性と生の多様性に寄
り添うには～」

金子 法
の り こ

子
（針

は り ま
間産婦人科医院院長）　

　さまざまな人権課題に対する正しい
理解と認識を深めるための講座です。

市民館小ホール
各 150 人（先着順）

※手話通訳・要約筆記通訳が必要な方
は事前にご連絡ください。

７月 20 日までに、福祉政策課へ　
☎ 25-3634　FAX25-3232
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　空き家の管理や活用、相続などの悩
みをお持ちの方。地震に対する住まい
の安全性を知りたい方、耐震改修を行
いたい方のために開催します。

7 月 7 日㊏
市民館
◦司法書士によるセミナー

　9:00 ～ 10:00（30 人程度）
　◦専門家との個別相談会
　10:00 ～ 12:00
　◦木造住宅耐震相談会
　10:00 ～ 12:00
　（1 組 20 分程度、当日先着順）　
■相談員　司法書士、宅地建物取引士、
弁護士、建築士、税理士

建築課　☎ 25-2314

人権・行政・公証相談
7 月 10 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
7 月 13 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
7 月 25 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（7/2 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

萩市学校教育研究発表大会
８月 21 日㊋　13:00 ～ 16:35
市民館大ホール　　
▽小・中学生の志メッセージ　

市内の小・中学校７校の代表者
▽提言「ふるさと萩を誇りとする
子どもを育てる」～萩ジオパーク
構想がめざすもの～（ジオパーク
推進課）　　　　　　　　　　　　

「次代に求められる資質・能力とこ
れからの学校教育」～新学習指導要領
から考える～

髙木展
の ぶ お

郎（横浜国立大学名誉教授）
※ 9:00 ～ 17:00 に小ホールで、各
学校の校内研究、個人研究、グループ
研究等の展示。

学校教育課　☎ 25-3558

萩看護学校オープンキャンパス
○高校生等対象

７月 23 日㊊　13:00 ～ 15:30
○准看護師免許取得（見込）者対象

７月 26 日㊍　13:00 ～ 15:30
萩看護学校（堀内）
7 月 12 日までに、萩看護学校へ

　☎ 26-6500

親と子の水辺の教室
７月 26 日㊍　9:00 ～ 11:30

玉江川（白水小学校前）
水生生物の観察と水質判定
市内の小学校に通う児童と保護者
20 人（先着順）
７月 13 日までに、電話またはハガ

キに住所、氏名、学年、電話番号を記
入し郵送　〒 758-8555　萩市環境
衛生課　☎ 25-3341

萩博物館「星の会」特別編
７月６日㊎　19:30 ～ 21:00
萩博物館天体観望室
西の空に明るく輝く、水星と金星を

観望
吉田恭

きょういち
一・葊

ひろかね
兼哲

てつろう
朗（萩博物館天

文指導員）
萩博物館　☎ 25-6447

司法書士による無料電話相談会
７月７日㊏　10:00 ～ 16:00
クレジット・キャッシング等の多重

債務、相続登記などの相続問題、空家
問題など
■相談受付電話　☎ 0120-003-821

山口県青年司法書士協議会
　☎ 083-227-3297

空き家セミナー・相談会
住宅耐震相談会

相　談

とき 講座名 / 講師

7月15日
㊐

①長州藩二百六十年の怨念から見る革命的風土とは / 末
すえなが

永光
みつまさ

正

②萩藩財政「八万貫
か ん め

目の借金」/ 吹
ふきあげ

上修
お さ み

身

7月22日
㊐

①鹿
ろくめいかん

鳴館を造った男 井上馨 立志篇 / 末永光正

②毛利家と吉川家の関わり / 繁
はんざわ

澤征
ゆ く お

夫

7月29日
㊐

①萩藩重臣 浦
う ら ゆ き え

靭負とその日記 / 森重澄
す み こ

子・上利遥
は る よ

世

②長州と会津の関わり / 吹上修身

　萩図書館で郷土史と維新史に関する
調査・相談を行うレファレンス専門員
と図書館職員によるミニ講座です。

① 13:30 ～、② 14:20 ～
萩図書館
各講座 50 人程度

※全６講座受講された方に、ＮＰＯ萩
みんなの図書館オリジナルクリアファ
イルをプレゼント。

萩図書館　☎ 25-6355

萩図書館レファレンス
専門員と図書館職員に
よる「夏の歴史館」

講演・講座
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市民体育館
玉入れ、綱引き等
萩市老人クラブ連合会

　☎ 25-2488

啓心書道展
７月 14 日㊏～ 16 日㊊㊗　 9:00

～ 17:00
市民館小ホール
啓心書道会　小倉　☎ 22-3340

萩高校合唱部定期演奏会
　混声合唱を中心に、ミュージカルな
どの演奏会を開催します。

７月 22 日㊐　14:00 ～ 16:00
市民館大ホール
コンクール曲やミュージカル、愛唱

歌など
一般 700 円、学生 300 円
萩高等学校合唱部　☎ 22-0076

山口県ビーチバレー in 萩にご
声援を
　昨年は市内や県内、九州から 140
チーム、412 人の選手が参加。30 回
目の今年も、砂浜で熱戦を繰り広げま
す。

7 月 15 日㊐　9：00 ～（雨天決行）
菊ケ浜海水浴場
スポーツ振興課　☎ 25-7311

舞台芸術フェスティバル小公演
　イタリアン・ストリート・サーカス

「オッ、マンマミーア！」
８月５日㊐　16:30 ～
旭マルチメディアセンター
ミラノからやってきたミケーレ・カ

ファッジのジャグリングやマジックな
ど楽しいパフォーマンス

600 円（前売券 500 円）
■主催　明木母親クラブ「さくらんぼ
の会」

明木公民館　☎ 55-0001

れた方同士を紹介します。
７月３日㊋、６日㊎、７日㊏、10日

㊋、13日㊎、17日㊋、20日㊎、21日
㊏、22日㊐、24日㊋、27日㊎、31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

高齢者・障がい者のための弁
護士電話法律相談

7 月 10日、24 日、8 月 28 日、9
月 11日、25 日、いずれも火曜日
10:00 ～ 12:00

消費者被害、遺言・相続、成年後見、
財産管理、介護、虐待など
■相談受付電話　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会
　☎ 083-922-0087

若者のための就労支援
○個別職業相談

７月 19 日㊍　11:00 ～、13:00
～、14:00 ～、15:00 ～

市民館
○適職診断

７月 25 日㊌　13:00 ～、13:30
～、14:00 ～、14:30 ～、15:00 ～、
15:30 ～

ハローワーク萩
39 歳以下の方で就職活動中の方
ほうふ若者サポートステーション

☎ 0835-28-3808

山口県よろず支援拠点の出張
相談会
　市内中小企業・小規模事業者のあら
ゆる経営課題の早期解決を図るための
相談会です。

7 月 19 日㊍　9:30 ～ 16:30
総合福祉センター
経営全般、創業、経営革新、資金調

達、販路開拓等
※専門家による個別面談方式（相談時
間は要予約）。

やまぐち産業振興財団内山口県よろ
ず支援拠点　☎ 083-922-3700

萩広域はばたき教育相談会

　子育てに関するお悩みについての相
談会です。

７月 26 日㊍
市民館
子どもの学習や進路・就労について

お悩みのある保護者、療育・教育で特
別な支援を必要とする子どもの保護者

（子どもの同席可）　
※申込用紙は、小・中学校、保育園、
幼稚園等を通じて各家庭に配付。

７月６日までに、学校教育課へ　
　☎ 25-3562

５歳児相談
　今年度５歳になるお子さんの発育・
発達に関する相談会を行います。
■問診配布　市内各保育所・幼稚園
　市外へ通園しているお子さんや未就
園児のお子さんについては個別に対応
します。

健康増進課　☎ 26-0500

萩市健康フェア 2018
～ぶち楽しい！夏の笑

え
ん日

にち
～

8 月 5 日㊐　9:30 ～ 12:00
市民館
◎子育てまつり：手づくりおもちゃ・

人形劇・リサイクルバザーなど　◎食
育フェア：カミカミレシピの紹介・試
食など　◎萩節塩プロジェクト：みん
なの塩分チェック、節塩弁当の販売（管
理栄養士考案）　◎歯の健康コーナー・
市民館ロビー：子どもへのフッ素入り
予防ジェル無料塗布、歯科医・歯科衛
生士による歯・口に関する健康相談・
個別歯科指導（無料）　◎いやしの空
間：ストレス度セルフチェック　◎Ｈ
ＡＧＵコーナー：活動展示、ＨＡＧＵ
の手作りうちわをつくろう　◎認知症
カフェ：あたまの健康チェック他、ク
イズラリーなど　◎がん検診 PR コー
ナー

健康増進課　☎ 26-0500

老人クラブスポーツ大会に
ご声援を

７月６日㊎　10:00 ～ 15:00

イベント
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慶 弔 だ よ り

人口／48,121人（前月比－58）
男／22,190人（前月比ー14） 
女／25,931人（前月比ー44）

世帯数／23,599世帯（前月比ー19） 
出生／21人、死亡／84

（平成30年5月末日）

○ボス・ベイビー　　　　7/13 まで
○名探偵コナン～ゼロの執行人～

上映中
○フェリーニに恋して　   7/13 まで
○オーバー：ドライブ　7/13～8/10
○私は絶対ゆるさない　 7/14 ～ 27

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

ツインシネマ

人の動き

　６月 17 日、18 日に、まちのシン
ボルの花をテーマとしたまちづくりを
目指す、全国９つの都市が集まった「フ
ラワー都市交流連絡協議会」が、静岡
県下田市を会場として加盟都市の首長

など約 370 人が出席した総会や交流
物産展などが開催されました。
　また、下田市と萩市が姉妹都市であ
ることから、17 日の午前中に「吉田
松陰先生ゆかりの地めぐり」と称して
下田市民有志からおもてなしを受ける
など、より一層の交流を深めることが
できました。

フラワー都市交流連絡協議会
下田市総会が開催

藤道萩市長（左から３人目）と萩観光シンボルレディー
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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？

夏の幸せますフェスタ
港まつり防府

　カッターレース大会、みなとサマー
コンサート（Yamakatsu）、子ど
も向けイベント他。天候等により
変更・中止の場合があります。潮
彩市場防府「潮彩フリーマーケット」
同時開催。
とき　7 月 15 日㊐ 8:30 ～ 15:30 
ところ　三田尻港　潮彩市場防府周辺

 幸せますフェスタ実行委員会 港ま
つり部会　☎ 0835-22-4352

　鷺舞は津和野の弥栄神社に伝わる
神事で、国の重要無形民俗文化財に
指定されています。2 羽の白鷺が寄
りそったり、向かい合って羽根を開
いたりする優雅な舞です。
とき　７月20 日㊎、27 日㊎15:00～
※子鷺踊りは13:00 ～
ところ　津和野町後田地区内

 津和野町商工観光課　
　☎ 0856-72-0652

鷺
さぎまい
舞神事津和野 美祢

　約 1,800 発の花火がカルスト台地
の広い夜空を彩ります。人気のレーザ
ーショーや、西日本ではレアな２尺玉
に加え、40 回目の節目となる今年は、
さらに大きな３尺玉があがります。
とき　7月28日㊏ 20:00頃～21:00
頃。小雨決行・荒天時中止。
ところ　秋吉台カルスト展望台付近

 秋吉台観光まつり実行委員会
　☎ 0837-62-0115

第40回秋吉台観光
まつり花火大会

　打ち上げ総数約 10,000 発！花火
とＢＧＭをコンピューター制御でシン
クロさせる「音楽花火」、空に広がる
大迫力「連続打上花火」など、宇部港
の夜空を飾る花火大会です。
とき　7 月 21 日㊏ 20:00 ～ 21:00
ところ　宇部港

 宇部商工会議所
　☎ 0836-31-0251

宇部 第64回宇部市花火大会

　初日は八坂神社にて鷺の舞が奉納さ
れ、その後御旅所まで裸坊に担がれ
た３基の神輿が町を練り歩きます。
24 日には市民総踊りが開催され、最
終日には御旅所から八坂神社へ神様
をお返しする御還幸が行われます。
とき　７月 20 日㊎～ 27 日㊎
18:00 ～ 21:30
ところ　八坂神社、山口市中心商店街周辺

 八坂神社社務所　☎ 083-922-
0083

山口 山口祇園祭

　義
よしすけ

助とも称しました。藩医の家に生まれ、藩校明倫館
で学びました。安政 3 年（1856）、17 歳で九州遊歴後、
吉田松陰に接近し入門します。松下村塾で高杉晋作ととも
に「竜

りゅうこ

虎」「双
そうへき

璧」と称せられ、松陰から「防長年少第一流」
と絶賛されました。
　江戸・京都を往復し薩摩・土佐・水戸の同志と尊王攘夷
運動を推進します。文久元年（1861）、長州藩論が開国
を肯定した「公

こ う ぶ が っ た い

武合体」に傾くや、激しい反対運動を展開

久
く さ か

坂 玄
げ ん ず い

瑞

尊攘派を牽引した村塾
の双璧

【生没年】　1840年～ 1864年（天保 11～元治元）
【享　年】　25 歳
【誕生地】　長門国萩平安古（萩市）
【墓　所】　萩市椿東（護国山団子岩）、京都市東山区（霊
　　　　　山墓地）、山口市秋穂二島（朝日山護国神社）

萩・幕末維新
人物ものがたり

25

『松下村塾の偉人 久坂玄瑞』より

８月20日が命日になります。

し、翌 2 年、「破
は や く じ ょ う い

約攘夷」に転換させました。12 月には
晋作・井上馨

かおる

（聞
ぶ ん た

多）らと英国公使館を焼き打ちするなど、
攘夷の急先鋒として活動しました。朝廷の権威を背景に幕
府を追い詰め、文久 3 年 5 月から浪士を率い関門海峡で
外国艦砲撃を指揮しました。つづいて京都で大

やまとぎょうこう

和行幸、攘
夷親

しんせい

征を画策しましたが、孝明天皇の怒りを買い、同年 8
月 18 日の政変で長州藩は京都での地位を失いました。
　三条実

さねとみ

美ら尊攘派七
しちきょう

卿らとともに京都から追放されたた
め、失地回復を目指して奔走するが、元治元年（1864）
禁門の変で敗れ、寺島忠

ちゅうざぶろう

三郎とともに鷹
たかつかさ

司邸において自刃
し果てました。

第７回現代ガラス展
㏌山陽小野田

　全国から寄せられた現代ガラス作品
を展示。若手ガラス作家による現代ガ
ラスの世界をお楽しみください。
とき　７月７日㊏～８月 26 日㊐
10 :00～ 19:00（７月７日は14:00～）
ところ　おのだサンパーク２階大催事場
料金　前売 400 円、当日 500 円、
高校生以下無料

 現代ガラス展実行委員会事務局　
☎  0836-71-1000

山陽小野田
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1日

●特別展「深海魚大行進」（～9/2）/萩博物館/9:00～　●山東のやきものを楽しむ（～7/16）/県立萩
美術館・浦上記念館/9:00～　●須佐男命いか直売市（～9/30）/須佐漁港/9:30～　●萩の瀬つきあ
じ祭り/卸売市場 萩しーまーと/10:00～　●童謡運動100年記念コンサート/市民館/14:00～
●子育て輪づくり 七夕まつり / 旭活性化センター /10:00 ～
●七夕まつり / 福栄保健センター /10:00 ～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

2月

●萩市環境美化週間（～ 7/8）/ 市役所 /8:45 ～
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/ 子ども図書館 /11:00 ～
●ママ友の会（H30.1～3月生まれ）/ 児童館 /10:00 ～　
●１歳児あつまれ教室（H29.7 月生まれ）/ 萩市保健センター /10:00 ～

外科
内科

兼田（22-1113）
波多野（25-2788）

3火
●こころの相談（第1・3火曜日）/ 萩市保健センター /10:00 ～
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/ からふる /10:00 ～

外科
内科

田町（24-1234）
市原（22-0184）

4水

●市民ファースト～萩まちづくりセッション～（白水）/ ふれあいセンター（楽々園）/19:00 ～
●子育てアドバイス（毎週水曜日）/ 児童館 /10:00 ～
●たなばたの会 / 明木図書館 /15:30 ～　●城東タマちゃん体操会 / 城東会館 /13:30 ～　
●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 ～
●エイズ即日検査 / 萩健康福祉センター /14:00 ～　

外科
内科

都志見（22-2811）
わたぬき（25-2020）

5木
●子育てアドバイス（毎週木曜日）/ 児童館 /10:00 ～　●子育て応援講座 / 児童館 /10:30 ～
●栄養相談日・健康相談日 / 萩市保健センター /9:00 ～　　

外科
内科

玉木（22-0030）
中坪（22-5430）

6金

●市民ファースト～萩まちづくりセッション～（見島）/ 見島ふれあい交流センター /19:00 ～
●ちっちゃなおはなし会（毎週金曜日）/明木図書館/11:00～
●元気もりもり体操会/須佐保健センター/9:30～　●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（毎週金曜日）/中央公園/10:30～　　

外科
内科
小児科

萩市民（25-1200）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

7土

●たまち土曜夜市（7/14・21・28）/ 田町商店街アーケード /18:00 ～
●いきいきのびのびふれあい表現活動展（～ 7/8）/ 市民館 /10:00 ～
●子育てアドバイス（毎週土曜日）/ 児童館 /10:00 ～　●おたまじゃくし学級・運動会 / 田万川保
健センター /10:00 ～　●七夕会 / 萩図書館 /14:00 ～　

外科
内科

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

8日
●河川海岸一斉清掃等 / 市内各所 / 早朝　●萩市民芸能の夕 / 市民館 /13:00 ～、18:00 ～

萩の金毘羅さん夏まつり＆第３回萩城城下町マルシェ / 萩城城下町・円政寺横駐車場 /11:00 ～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

9月

●市民ファースト～萩まちづくりセッション～（椿西）/ 市民体育館 /19:00 ～
●弥富ウエルネス教室 / 弥富公民館 /9:30 ～　●川上健康運動教室 / 川上保健センター /9:30 ～
●倉江健康教室 / 倉江公会堂 /10:00 ～　●行政相談 / 川上公民館 /13:30 ～

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

10火

●未就園児開放日（ひよこ組）/ 萩幼稚園 /9:30 ～
●手作りおもちゃの会「ヨーヨー」/ からふる /10:30 ～、13:00 ～　
●人権・行政・公証相談 / 市役所 /10:00 ～　●萩市健康体操教室 / 小川交流センター /10:00 ～　
●健康づくり教室 / 福栄保健センター /10:00 ～　●小畑グットヘルス / 小畑漁村コミュニティセ
ンター /13:30 ～

外科
内科

大藤（21-0002）
藤原（22-0781）

11水

●市民ファースト～萩まちづくりセッション～（三見）/ 三見公民館 /19:00 ～
●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～　●ガムテープでつくろう/明木図書館/15:30～　●国際交流員の英語で読み聞かせ/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」（7/25）/萩図書館/17:00～　
●弥富元気クラブ / 弥富公民館 /9:30 ～　●白水健康教室 / 白水会館 /10:00 ～　●１歳 6 か月児
健診 / 萩市保健センター /13:00 ～　●骨髄ドナー登録会 / 萩健康福祉センター /13:30 ～　

外科
内科

萩むらた（25-9170）
柳井（22-0748）

12木
●こころの相談（第2・４木曜日）/ 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 ～　●みんなの健康運動教室 / 須佐保健センター /13:30 ～

外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

13金

●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 ～
●行政相談 / 福栄総合事務所 /9:00 ～　●人権・行政相談 / 旭マルチメディアセンター /10:00 ～　
●消費生活無料法律相談 / 萩総合福祉センター /10:00 ～　●三見ソナタ / 三見公民館 /13:30 ～　　

外科
内科

かわかみ（21-7538）
波多野（25-2788）

14土

●菊ヶ浜海水浴場海開き(～8/19)/菊ヶ浜海水浴場　●啓心書道展（～7/16）/市民館/9:00～　
●むつみ昆虫王国オープン（～8/23）/むつみ昆虫王国/9:00～　
●卓球教室 / 児童館 /10:00 ～　●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/ 子ども図書館 /14:30 ～　

外科
内科
小児科

萩市民（25-1200）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

15日

●山口県ビーチバレー㏌萩 2018/ 菊ヶ浜海水浴場 /9:00 ～
● NHK 公開セミナー 大河ドラマ「西郷どん」/ 市民館 /14:00 ～　
●夏の歴史館（7/22・29）/ 萩図書館 / ① 13:30 ～、② 14:20 ～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）

7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



広報はぎ 平成30年７月号 25

16月

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/須佐

（08387-6-2540）

17火
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/ からふる /11:00 ～
●すくすく相談・育児学級 / 田万川保健センター /10:00 ～　

外科
内科

玉木（22-0030）
市原（22-0184）

18水
●元気なときにかかる医者 / 児童館 /10:30 ～　●としょかん通信をつくろう / 明木図書館 /15:30 ～
●健康・栄養相談 / 市役所ロビー /11:00 ～　●乳幼児相談 / 福栄保健センター /10:00 ～

外科
内科

花宮（25-8738）
わたぬき（25-2020）

19木

●ピヨピヨ「水遊び」/ 児童館 /10:30 ～　
● 10 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 ～・むつみ農村環境改善センター /13:00 ～　●大井グットヘルス / 大井公民館 /13:30 ～

外科
内科

兼田（22-1113）
中坪（22-5430

20金

●市民ファースト～萩まちづくりセッション～（越ヶ浜）/ 山口県漁協はぎ統括支店 /19:00 ～
●元気もりもり体操会 / 須佐保健センター /9:30 ～　●エアロビクス教室 / 小川交流センター
/10:00 ～　●行政相談 / 弥富公民館 /10:00 ～　●雑式町健康運動教室 / 雑式町公会堂 /13:30 ～　　

外科
内科

都志見（22-2811）
中嶋（22-2206）

21土 萩・明倫学舎 ぞうきんがけリレーレース 2018/ 萩・明倫学舎 /10:00 ～ 外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

22日

●萩高校合唱部定期演奏会/市民館/14:00～
●世界のおはなしを楽しむ会「ストーリーテリング」/ 萩図書館 /10:00 ～
●三見子育て輪づくり・七夕かざり会 / 三見公民館 /10:00 ～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

23月
外科
内科

田町（24-1234）
藤原（22-0781）

24火

●あさひっ子 ひまわり教室（～8/31）/明木図書館/10:00～　●親子遊び ぽっぽの会「運動あそび」
/ からふる /10:30 ～　●発達相談日 / からふる /11:30 ～　
●あさひ健康運動教室 / 旭マルチメディアセンター /10:00 ～　●おや自炊教室 / 田万川保健セン
ター /10:00 ～　●３歳児健康診査 / 萩市保健センター /13:00 ～　●心の健康相談 / 萩健康福祉
センター /13:00 ～　●江向体操教室 / 江向 1 区公会堂 /13:30 ～　

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

25水

●工作教室 / 児童館 /9:00 ～　●まなぼう館でレッツチャレンジ！/ 須佐図書館 /10:00 ～
●「草の芽」のおはなし会 / 明木図書館 /10:30 ～　
●無料法律相談 / 市役所 /10:00 ～　●子育て輪づくり水遊び（山田地区）/ 萩市保健センター
/10:00 ～　●新・健康ちょ筋教室 ピチピチ / 田万川体育館 /10:00 ～　● 1 歳 6 か月児健康診査
/ 萩市保健センター /13:00 ～　●アルコール相談 / 萩健康福祉センター /13:00 ～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
波多野（25-2788）

26木
●子育て相談 / 児童館 /10:30 ～　
●５か月児相談/萩市保健センター/9:30～　●暮らしと心身の総合相談/萩健康福祉センター/13:30～

外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

27金

●須佐男命いか祭り / 須佐漁港 /9:00 ～　
●夏休み絵画教室 / 明木図書館 /14:30 ～　●だんすダンス！/ 児童館 /19:00 ～
●人権相談/福栄総合事務所/10:00～　●今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家/13:30～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
全真会（22-4106）

28土

●萩市民防災の日/小川交流センター/13:30～　●須佐湾大花火大会/須佐漁港、須佐湾/20:00～
●児童館がゆく！/児童館/8:45～　●卓球教室/児童館/10:00～　●みんなでミュージック/児童
館/13:30～　

外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

29日 ●ひまわりロードフェスタ / むつみ地域 /9:30 ～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

30月 ●子育て輪づくり・プール遊び（浜崎・今古萩・城東周辺地区）/萩市保健センター/10:00～　 外科
内科

萩市民（25-1200）
わたぬき（25-2020）

31火
外科
内科

花宮（25-8738）
中坪（22-5430）

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、6日、14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 fax0838-26-545826

瀬つきあじの水揚即売、加工品販
売、握り寿司無料試食（500 カン限
定）、おさかなひっかけどり（小学生
以下対象・先着100 人）、あじ一夜干
し無料試食（先着300 人）など

萩の瀬つきあじ祭り実行委員会　
水産課内　☎ 25-4195

７月１日㊐ 10:00～13:00

山口県漁協萩地方卸売市場・
道の駅「萩しーまーと」

萩の瀬つきあじ
祭り

須佐漁港
（JR 須佐駅から海側に車で２分）

　

ビアガーデン、輪投げ、射的など
■ 5 日㊍～ 12 日㊍　歯科医師会による
標語、ポスター、習字展
■ 13 日㊎～ 19 日㊍　市内保育園・幼稚
園による「家族の絵展」
■ 21 日㊏　「デュエルマスターズカード
ゲーム大会」　※賞品あり　 300 円
■28日㊏　「のんたまち　3’Sウオーター
バトル（カードゲーム）」大会　
※賞品あり　 子ども 300 円、中高・大
人 500 円

萩市田町商店街振興組合連合会
　☎ 26-2201

７月７日㊏、14日㊏、
21日㊏、28日㊏

萩のおでかけ情報

※７月28・29日、８月18・19日は休み

特別価格　活イカ 100g290 円（税込）
※初日（７月１日）と最終日（９月 30 日）は、
お買い上げに対して抽選でプレゼント進呈。

山口県漁協
　須佐支店　
　須佐一本釣船団
☎ 08387-6-2311

７月１日㊐～９月30日㊐の
毎週㊏・㊐

■販売時間　9:30～11:30
　※8:30から整理券配布

須佐男
み こ と

命いか
直売市

田町土曜夜市

　快
か い

水浴場百選に選ばれている菊ヶ浜で海水
浴をお楽しみください。
※７月 14 日㊏～８月 19 日㊐は、駐車場が
有料となります。（１回 1,000 円）

観光課　☎ 25-3139

７月14日㊏～８月19日㊐
9:00～17:00

菊ヶ浜海水浴場

菊ヶ浜海水浴場海開き

７月14日㊏
～８月23日㊍

9:00～17:00

むつみ昆虫王国（高佐下ひまわりロード近く）

むつみ昆虫王国
オープン

「昆虫の森」で昆虫採集、「クワガタの館」で昆
虫の成虫や、飼育資材の販売、「かぶと虫ドーム」
で放し飼いのかぶと虫との触れ合い
■開国式　７月14日㊏10:00 ～
もちまきや抽選会を行います。

無料（かぶと虫ドームは 300 円）
むつみ総合事務所産業振興部門☎ 08388-

6-0211、むつみ昆虫王国☎ 08388-8-0064

萩産瀬つきあじ刺身無料試食（先着200 人）、萩産キス
フリット＆フライドポテト無料試食（先着100 人）、サム
ライめし・郷土料理の当日限定テイクアウト販売、萩の特
産品試食販売、ガラポン抽選会など。

道の駅「萩しーまーと」　☎ 24-4937

７月８日㊐
9:00～16:00

道の駅「萩しーまーと」

長州サムライ市場

　地元の旬の食材や伝承されてきた料理を気軽に一口食
べてみませんか。

７月21日㊏
～８月26日㊐
■受付時間　9:00～16:00

指月橋そば（堀内）

萩八景遊覧船
日本海観賞コース

箱めがねによる日本海の水中観察など、夏らしい体験型の「萩ジオパーク構
想コラボ特別企画　日本海観賞コース」を運航します。
※当日の天候等により、コースの変更・運休となる場合があります。
■所要時間　約50 分（通常より10 分程度延長）

大人 1,200 円、中・高校生 1,000 円、
小学生以下 500 円
※３歳未満無料

（高校生以下は通常料金より値引き）
萩八景遊覧船　☎ 21-7708

新企画！夏休み限定

売り切れ次第
終了！

18:00～21:00

田町商店街（のんたまち）

みんなあつまれ‼

楽しさ満タン！



広報はぎ 平成30年７月号 27

～７月16日㊊㊗　※７月９日㊊は休館
9:00～17:00（入場は16：30まで）
㊎は19:00まで開館（入場は18：30まで）

とき

山口県・山東省友好協定締結 35 周年記念

　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。

山東のやきものを楽しむ

須佐漁港
７月27日㊎ 9:30～15:00

須佐男
み こ と

命いか祭り
活イカ直売市、するめ干し体験、サザ

エのつかみ取り、男命いかレース、お楽
しみ抽選、シーカヤック体験など
■「男命いかを味わう会」

40 人（先着順）
2,000 円

須佐男命いか祭り実行委員会
須佐産業振興部門　☎ 08387-6-2219

須佐湾遊覧船 須佐漁港（JR須佐駅から海側に200m）

【サンセットクルーズ】
定時運航日に予約により運航
※乗船希望日の３日前までに要予約
※大人５人以上で平日でも運航可能
■運航時間　19:00 ～

大人2,200 円、小学生以下1,100 円
つわぶきの館　☎08387-6-2266

【定時運航】７月 22 日㊐～８月 26 日
㊐の㊏・㊐・㊗・お盆（８月13日～15日）
■運航時間　10:00～15:00（１日８
便、所要時間60分）

【予約運航】10 月 31 日まで（７月 26
日～ 29 日を除く）
※大人５人以上で平日等も運航

萩ヨットレース2018

７月22日㊐ 10：00スタート

菊ヶ浜沖
レーシングクラス（31㎞）

　クルージングクラス（20㎞）
萩ヨットレース実行委員会

☎ 090-4693-2947（福間）

◆無料観覧船乗船者募集
　萩沖の美しい景色と迫力あるレースのス
タートを間近で観覧できます。
■出航時刻　9:30（約 60 分）

萩八景遊覧船乗船場（堀内）
24 人（先着順）

※要予約、空席があれば当日受付可。
無料
萩ヨットレース実行委員会

観光課内　☎ 25-3139

道の駅「ハピネスふくえ」
フラダンスショー、たたら太鼓の競演で世界遺

産観光をPR（正午ごろ）、新鮮野菜市、旬の果物
即売（ぶどう・すいか・メロン）、飲食物販売など

７月29日㊐ 9:00～14:00ハピネスふくえ
道の駅まつり

ひまわりスケッチ体験、地元新鮮野菜、焼き
とうもろこし、鮎の塩焼きなど

７月29日㊐ 10:00～15:00
むつみ物産販売交流施設（高佐下ひま

わりロードそば、むつみ昆虫王国入り口）

むつみひまわり
ロードフェスタ

14km 流れた溶岩の跡を巡るスタンプラリー、
弥富名産のそばを使った手打ちそば、農産物・加工
食品等の即売、催し物など
※スタンプラリー全ポイントを制覇された方には
景品あり。

畳ヶ淵交流事業実行委員会
弥富公民館内　☎ 08387-8-2044

７月29日㊐ 10:00～15:00
弥富交流促進センター、伊

い ら お
良尾火

山灰層観察施設、道
どうえい

永の滝、畳
たたみがぶち

ヶ淵、
猿
さ る や

屋の瀧、龍
りゅうりんきょう

燐郷、福の里

萩ジオパーク構想
龍が通った道まつり

７月22日㊐～

県立萩美術館・浦上記念館　☎24-2400

ギャラリー・ツアー
７月１日㊐、15日㊐

いずれも11:00～12:00
担当学芸員による作品

解説
不要（要観覧券）

関連イベント

参加者
当日募集！

７月２日㊊～
受付開始！

夏の
特別企画

観音岩～ホルンフェルス、屏風岩
（海蝕洞）など周遊　※海の状況、天
候によりコース変更や運休有り

大人1,800 円、小学生以下900 円
（３歳未満無料）

道の駅「ハピネスふくえ」　
☎ 52-0356

フラガール総勢３０人出演

【ひまわり写真コンテスト】
カメラ片手にお越しくださ
い。応募用紙は、会場、むつ
み総合事務所で配布　

8 月31日
むつみひまわり咲かせ隊

むつみ総合事務所産業振興
部門内☎ 08388-6-0211

乗船無料！

タッチ＆トーク
７月７日㊏ ①10:00～11：00、

②14：00～15：00
作品解説と作品（館蔵品）に触

れての鑑賞
担当学芸員
2,000円（特別展示観覧料を含

む。要申込）
各回10人（申込先着順）



萩市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-545828

８月２日㊍ 18:00スタート
萩市江向中央通り（萩美術館浦上記念前交差点～札場跡経由　

～西京銀行前交差点の予定）

18:00～21:30

～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

萩夏まつり

　開催まで、あと約１か月。公募
で選ばれた萩市の小学生と地元ダ
ンスグループ約 70 人が、ディズ
ニースペシャルパレードキッズダ
ンサーとして出演！みんなで一つ
になって盛り上げようと、踊りの
練習に励んでいます。

※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

須佐夏まつり・須佐湾大花火大会

祇園踊り（子ども踊り）の奉納、夜店

７月 25 日㊌～ 28 日㊏

７月25日㊌
松崎八幡宮

13:00～16:00

２台の祇園車が巡行

７月26日㊍
松原～浦西

16:00～21:30
大道芸、石見神楽演舞、神子舞

７月27日㊎
須佐漁港

20:00～21:00

きただにひろしや米
よねくら

倉千
ち ひ ろ

尋によるアニソンライブ、
花火の前には石見神楽演舞など

７月28日㊏
須佐漁港

有料観覧席と須佐駅前駐車場を予約受付（先着順）
観覧席1席:3,000円、駐車場１台:2,000円

※駐車場のみの予約受付はできません。
７月20日までに、実行委員会事務局☎08387-6-2219へ

祇園祭前夜祭

祇園祭（祇園車巡行）

弁天祭前夜祭

須佐湾大花火大会

須佐湾大花火大会の有料観覧席

約5,000発
の大花火！

★アニソンライブ★　① 19:30 ～　② 21:00 ～
須佐漁協横特設ステージ

　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。

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

　開園35 周年を迎える「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、ミッキーマウスをはじめとする、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。
　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
開催します。最高に幸せなディズニーの夢をお届する史上最大の

“Happiest”な祭典です。
　萩夏まつりでは、ディズニーの仲間たちが、“Happiest”なデ
ィズニーの夢をお届します。パレードを楽しんだ後は、# 東京ディ
ズニーリゾート 35 周年 # ミッキーたちがやってきた を付けて、
感想を SNS で投稿してくださいね！

パレード練習の様子

東京ディズニ―シー ®
「ジェラトーニワゴン」がやってくる！

８月２日㊍  15:00～21:00
（雨天時は13:00～18:00）

田町商店街JOY201

　ディズニーの人気キャラクター“ダッフィー”のお友達の
“ジェラトーニ”のぬいぐるみと同じ素材でラッピングした「ジ
ェラトーニワゴン」がやってきます。一緒に記念写真をとった
り、ふわふわな車体に触ったりしてお楽しみください。


