
はぎ 8
August 2018

vol.318

広
報



萩市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-54582

明治維新150周年 10月23日
まで あと２カ月！

「みんなの150年プロジェクト」

企画政策課　☎ 25-3102

「萩城の夕」コンサート
　指月山を背景にライトアップされた舞台でコンサートを
開催します。
■とき　９月１日㊏　19:00 〜 21:00（悪天候の場合翌日）
■ところ　萩城天守閣跡（指月公園内）、客席：内堀外側広場
■内容　二

に こ
胡、津軽三味線、琴、歌、詩吟、ハワイアン等

■入場料　500 円

市民提案型事業
～多彩なイベント 16 事業が決定～

　萩・明治維新 150 年記
念事業の一環として、市民
が自主企画し、実施する「市
民提案型事業」を募集した
ところ、21 事業の幅広い
分野の提案がありました。
このうち、16 事業の採択
を決定しました。
　各団体の個性をいかした
事業の実施により、今後、
市内全域にわたり「萩・明
治維新 150 年祭」の機運
をさらに盛り上げていきま
すので、市民の皆さんもぜ
ひ、実施イベントにご参加
ください。
※採択された事業の詳細は
市ホームページに掲載して
います。

■販売場所　萩
楽器店、アトラ
ス萩店、サンリ
ブ萩、サンライ
フ萩、萩市民館

「萩城の夕」
コンサート実行
委員会事務局　
☎ 22-6545

K
コ ニ シ キ

ONISHIKIと一緒に歌おう、踊ろう！
　元大相撲力士の小錦さんと奥様でフラダンサーの千絵さ
んをお招きし、歌や踊りを楽しむイベントを開催します。
■とき　10 月 21 日㊐ 14:00 〜 16:00（開場 13:30）
■ところ　市民館大ホール
■内容　幅広い世代に親しまれるハワイの歌やフラダンス
を通じて、参加者みんなで楽しむ
■入場料　大人 2,500 円、高校生以下 1,000 円、未就

団体名 事業名 実施時期

「至誠」公演実行委員会 明治維新 150 年記念・至誠館大学吉田松陰研
究所開設記念　和泉流狂言「至誠」公演 ６月22日実施

田万川ふるさとづくり協議会 萩・明治維新150年祭「前原一誠」を知ろう！ ６月29日実施
萩の金毘羅さんおまつり実行
委員会

萩の金毘羅さんへ行こう！夏まつり
～第３回萩城城下町マルシェ～ ７月８日実施

ふるさと萩食品協同組合 明治維新胎動之地・萩「長州サムライ市場」観光
開国プロジェクト 6～３月

福栄文化遺産活用保存会 大板山たたら製鉄遺跡「鉄の道」の探索と整備 ７～12月

特定非営利活動法人
萩の夏みかんクリエイト

小幡高政翁生誕 200 年・明治維新 150 年記念
「サムライ萩　夏みかんの芽生え～過去・現在・
未来へ」の書誌刊行事業

８月刊行予定

萩ＬＯＶＥ 風人雷人in萩 ７～３月
特定非営利活動法人
北浦音楽芸能文化協会

萩・明治維新 150 周年
「萩城の夕」コンサート ９月１日

唐樋町町内会 唐樋町町内会地蔵堂”白虎隊石版画”はどこから ９月23日

須佐地域の歴史文化を守る会 明治維新前夜シンポジューム～維新を支えた家
臣たちの戦～ 10月６日・７日

（一社）萩青年会議所 KONISHIKIと一緒に歌おう、踊ろう！ 10月21日
特定非営利活動法人  萩明倫学舎 萩・明倫学舎ホラーナイト 10月27日
長州と会津の友好を考える会 會津こころ亭　星絵里子・紙芝居上演 10～11月頃

萩イルミネフェスタ実行委員会 2018萩イルミネフェスタ 11月24日
～１月４日

萩往還佐々並どうしんてやろう会 宿場町で維新の志士の模擬結婚式プロジェクト 11月25日
幕末長州科学技術史研究会 幕末の長州砲1/3サイズの再現鋳造実験 11～３月

学児：無料
■販売場所　萩商
工会議所、きくや

（田町）、ＮＴＡト
ラベル萩本店

萩商工会議所内 
担当：藤田　
☎ 25-3333
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２　明治維新150年記念事業　みんなの150年プロジェクト
４　基本ビジョン策定　
５　６月補正予算の概要
６　明倫小学校３・４号棟のあり方についての意見募集　
　　景観計画・屋外広告物基準の見直し住民説明会
８　萩版インバウンド受入環境整備支援事業
11　学校紹介（萩高等学校）
12　地域おこし協力隊「卒業後の活動は？」
14　情報案内板
22　慶弔だより
26　おでかけ情報

　萩博物館で好評開催中の特別展「深海魚大行進」。この
夏話題の日本最大級の深海魚展です。
　７月 15 日には１万人目の来館者を迎えました。記念す
べき１万人目となったのは北九州市から来館された古谷さ
んご家族。4.4 ｍもあるリュウグウノツカイの標本の迫力
やベンテンウオの美しさに驚き、感動されていました。
　まだ展示をご覧になられていない方、ぜひ萩博へ！

表紙
深海魚が
萩博に大集合！

目次

（８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
明倫 ８月７日㊋ サンライフ萩
相島 ８月10日㊎ 相島小・中学校
大島 ８月18日㊏ 大島公民館
見島 ８月20日㊊ 見島ふれあい交流センター

（変更後）８月 20 日㊊
　悪天候のため延期していました見島地区での開催日が決
まりました。ご参加のほどよろしくお願いいたします。

見島地区の日程が変更になりました

～萩まちづくりセッション～

広報課　☎25-3178

市民ファースト

産業戦略本部の様子

第１回萩市産業戦略本部を開催
　７月 12 日、市役所において第１回萩市産業戦略本部
を開催しました。
　開会にあたり藤道市長は、「企業同士の連携を強める
とともに産業戦略本部を通じて民間企業と行政が一体と
なって産業再生に取り組む」と述べました。
　会議では、地域産業振興構想の策定をテーマに市内事
業者から産業ごとの課題や目指す将来像について活発な
議論が行われました。

　平成30 年７月の梅雨前線等の大雨により被災された方
への義援金を受付中です。
　なお、救援物資の受付は取扱いをしていません。
○受付場所　市役所本庁福祉政策課、広報課、各総合事務
所、各支所・出張所
○受付期間　８月 31 日まで（土・日曜日、祝日は除く）
※必要な方には受領証を発行します。

日本赤十字社山口県支部萩・阿武地区事務局（福祉政策
課内）☎ 25-3550

義援金を受付中
「平成30年７月豪雨災害」

河川海岸一斉清掃へのご協力
ありがとうございました

　７月 15 日に実施した河川海岸一斉清掃には約１万
2,000 人の市民の
皆さんに参加いただ
き、おかげさまでき
れいな河川海岸を取
り戻すことができま
した。ご協力ありが
とうございました。
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～暮らしの豊かさを実感できるまちを目指して～
　市の将来像やまちづくりの方向性を市民と共有し、市民と行政が一体となって進めるまちづくりの指針となる「萩市基本ビ
ジョン」を策定しました。詳細については、ホームページや情報公開コーナーでご覧いただけます。

計画期間 2018（平成30年度）～2027年度

将来人口
　10 年後に、社会増減のマイナスをゼロ、出生
数 300 人以上を目指します

人口減少は、地域経済縮小や行政サービス水準の低下、
小売、飲食、医療などの日常生活に必要なサービスの撤退
につながるおそれがあるなど、私たちの暮らしにも大きな
影響を与えることとなります。

現在の動向では、2027 年に約４万 400 人にまで減
少する見込みのため、人口減少幅を抑制することにより、
４万 2,000 人を目標人口とします。

基本ビジョンの体系
　「萩市基本ビジョン」を本市の政策体系の最上位に位置
づけ、「めざすまちの姿」の実現に向けて、基本ビジョン
を支える３つの構想と「萩市総合戦略」に基づく施策の展
開とともに個別計画に掲げる取組を推進します。

めざすまちづくり
１．だれもが生きいきと暮らせるまちづくり
　高齢者や障がい者に配慮し、全ての市民が誇りと希望を
持って暮らし続けることができるよう、医療・介護・福祉・
健康の充実した人にやさしいまちづくりを目指します。

めざすまちの姿

　市民、民間団体、企業、行政等が互いに連携し、支えあ
いながら、ひとが輝き、産業活力がみなぎり、まちがきら
めく萩の未来を創造し、住みよいまち、住みたくなるまち
となるよう定めました。

「暮らしの豊かさを実感できるまち」

３．未来を担うひとを育むまちづくり
　誰もが将来への夢と志を抱き、自ら学び未来へ向かって
挑戦することができるよう、教育・学習の機会を創出する
など、本市の次代を担うひとづくりを目指します。

４．産業活力があふれるまちづくり
　元気な地域産業を再生するため、「人」「物」「情報」の
交流や、外部人材と地域資源を最大限に活用する創意のあ
る事業活動を促進し、足腰の強い経営体の育成や新たな産
業の創出を目指します。

５．魅力ある歴史・文化・自然をいかしたまちづくり
　豊かな地域資源を守り伝えるとともに、観光地経営の視
点に立ち、地域資源を有機的に結びつけることにより、新
たな萩の魅力を創出し、地域経済の振興につながるまちづ
くりを目指します。

６．生活基盤の充実した住みよいまちづくり
　将来にわたり持続可能で快適な生活が送れるよう、生活
環境基盤の充実など、住み慣れた地域で安心して暮らし続
けられる安全・安心なまちづくりを目指します。

７．だれからも愛されるまち、求められるまちづくり
　魅力ある地域づくりに向けて、市民の皆さんとともに、
悩み、考え、そして、新たな一歩を踏み出すことができる
ような取組を推進し、「暮らし続けたい」「移り住みたい」
と思われるようなまちづくりを目指します。

２．子育ての幸せが実感できるまちづくり
　子どもは、市民みんなの宝として、地域全体で支え合う
仕組みづくりや妊娠から子育てまで一貫したサポート体制
の充実など、だれ
もが安心して子ど
もを産み育てやす
いまちづくりを目
指します。

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　～みらいへの挑戦～
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萩市基本ビジョンを策定
基本ビジョンを支える構想の策定
　萩市基本ビジョンを支える３つの構想について、「地域産業振興構想」と

「ひとづくり構想」を策定するため委員会を設置し着手していきます。
　萩まちじゅう博物館構想については、萩市基本ビジョンと調和するよう、
見直しの必要性について検討していきます。

企画政策課　☎ 25-3342

新 地域産業振興構想策定事業 38 万円
　新たな産業や成長分野の創出、雇用拡大や地場産業の育成等により、産業
活力のみなぎるまちづくりの実現を目指すため、産業戦略本部を設置し、地
域産業振興に関する構想を策定します。委員は、市内の農林漁業、商工・サー
ビス業に従事する市民等 15 人と市長、産業戦略部長を含め 17 人で構成。

新 ひとづくり構想策定事業 17 万円
　萩市に輝きと活力をもたらす人材を育成するため、幼少期から高齢期まで、
生涯にわたるひとづくりに関する構想を策定します。委員は、学校教育、社
会教育、スポーツ、子育て、福祉、産業分野などで活動されている市民 15
人と市長、教育長を含め 17 人で構成。

（産業戦略室）

（教育政策課） 　「地域産業振興構想」「ひとづくり構想」
とも委員会で検討を重ね、９月の全員協
議会で素案を報告、パブコメを行ったう
えで 12 月の全員協議会で最終案を報告
し、計画を策定する予定です。

その他の６月補正予算の主な事業

　平成 30 年 1 月に、山口銀行と山口大学、萩市で締結した「山口銀行萩
支店浜崎出張所の活用に関する連携協定」のもと、山口銀行萩支店浜崎出張
所を改修し、萩市での起業・創業を目指す方を支援するための施設として整
備します。来年４月のオープン予定で、スタートアップ企業のシェア・オフ
ィスや、山口大学が萩市をフィールドとした教育・研究活動を行うサテライ
ト研究室などとして利用します。
■山口銀行萩支店浜崎出張所の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の利用停止
９月１日㊏から、ＡＴＭの利用ができなくなります。

ＡＴＭのお問合せ　山口銀行萩支店　☎ 22-0380

山口銀行萩支店浜崎出張所

新 山口銀行萩支店浜崎出張所活用事業 98 万円（企業誘致推進課）

　住民が主体となって、地域資源の活用や地域の課題の解決策について議論
し、元気な地域を再生するために必要な取組を定める地域振興計画「夢プラン」
を策定します。

新 地域振興計画「夢プラン」策定事業 130 万円（地域づくり推進課）

川上地域、田万川地域、須佐地域、
旭地域、大島地区

新 大井地区保育園整備事業 7,923 万円
　大井保育園（民間保育所）の廃園に伴い、大井地区での保育事業を継続するた
め、新たに保育園を整備します。平成31 年５月開設予定。総事業費9,953 万円。

（子育て支援課）

「萩市行財政改革推進プロジェクトチーム」 を発足
　萩市基本ビジョンに掲げる「めざすまちの姿」の実現
に向けて、本市の行財政改革を推進するため、副市長を
チームリーダーとする『萩市行財政改革推進プロジェク
トチーム』を発足しました。

地域でつくるひとづくり

　「市民目線の行政運営」「地域の自立と協働」「経営基
盤の強化」という視点に留意しながら、今年度末までに

「萩市行財政改革推進基本方針」を策定するなど、チャ
レンジ精神とスピード感を持って取り組んでいきます。

企画政策課　☎ 25-3342

■ 30 年度プラン策定地域

６月議会・補正予算
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募集！ 旧明倫小学校 3 号棟、4 号棟のあり
方についてのご意見を募集します！ 産業戦略部　☎25-3351

　現在、未活用の旧明倫小学校３号
棟、４号棟は経年により校舎の老朽
化が進行しており、早期に方針を検
討する必要があります。
　この度、２棟のあり方について、
現存する校舎を残して活用する場合
や文化財指定を解除のうえ解体して
跡地を活用する場合なども含め、あ
らゆる可能性を想定し、広く皆さん
からご意見等を募集します。

１棟あたりの基本情報
・所 在 地 　萩市江向 602 番地
・構造規模　木造洋瓦葺き 2 階建て（昭和 10 年築）※市指定文化財
・建築面積　913.38㎡
・延べ面積　1770.32㎡
　　　　　　（1 階 913.38㎡、2 階 856.94㎡）
・室　　数　15 室 66㎡（7.28 ｍ× 9.1 ｍ）
　　　　　　天井高 3.165 ｍ
　　　　　　※部屋のイメージは本館「復元教室」と同じ。
・敷地面積　2850.33㎡ （33.68 ｍ× 84.63 ｍ）
　　　  　　 ※ 3・4 号棟間の敷地含む
・規　　制　火気使用の制限（ＩＨ調理器可）
※ 3 号棟と 4 号棟の構造、面積、室数は同じ。

■募集期間　７月 23 日㊊〜８月 31 日㊎
■提出様式　様式自由。年齢、お住まいの地域（氏名、住所、
連絡先は任意）をご記入ください。産業戦略部または各総
合事務所産業振興部門備え付けの意見提出用紙（市ホーム
ページからもダウンロード可）をご利用いただけます。
■提出方法　郵送、FAX、メール、持参（市役所ロビー
総合案内、各総合事務所に意見提出箱を用意しています。）
※提出された意見についてはとりまとめのうえ、萩市ホー
ムページで公表予定（ご意見以外は公表しません）。
■提出先　〒 758-8555  萩市産業戦略部、FAX 25-
3420、メール  sangyou@city.hagi.lg.jp

萩版 DMO  市内移動充実事業を実施 
萩・明倫学舎設置の超小型モビリティで萩観光が便利に！

　市内の移動の
充実を図るた
め、スーパーは
ぎ号の発着点で
あり、萩観光の
起点である萩・
明倫学舎に超小
型モビリティを
設置し、期間限
定で貸出しをす
る実証事業を実

超小型モビリティ「コムス」

施します。
　昨年作成した、無料音声ガイドア
プリ「萩たびガイド」を使うとさら
に萩観光を楽しめます。
■期間　８月１日〜 11 月 30 日
■貸出車両　超小型モビリティ6 台
■設置場所　萩・明倫学舎

萩市観光協会　☎ 25-1750
「萩たびガイド」アプリの画面▷

萩市景観計画・屋外広告物基準
の見直し住民・事業者説明会

　「萩市景観計画」、「萩市屋外広告物等に関する条例」で
規定する景観形成基準の見直しについて、市民の皆さんか
らのご意見を反映させていくため、７月から住民説明会を
開催しています。
　８月は萩地域で開催しますので、ご参加ください。
■とき　19:00 〜（１時間 30 分程度）
※相島地区 10:00 〜

都市計画課　☎ 25-3647

地区名等 日程 場所
三見地区 ８月９日㊍ 三見公民館
大井地区 ８月10日㊎ 大井公民館
椿地区 ８月16日㊍ 市民体育館研修室

椿東小学校区 ８月20日㊊ 地域ふれあいセンター
（椿東小学校内）

越ヶ浜小学校区 ８月21日㊋ いきいき交流センター
山田地区 ８月23日㊍ ふれあいセンター

（楽々園隣）
川内地区 ８月28日㊋ サンライフ萩
相島地区 ８月30日㊍ 相島文化センター

事業者対象 ８月31日㊎ 市民館研修室

■日程および場所

開催

　いただいたご意見は市役所内部で検討する際の参考にし
ます。
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被災地に消防・水道職員を派遣
平成30年７月豪雨災害

救助・捜索活動の様子 給水活動の様子

　６日深夜から消防職員８人、車両３台を緊急消防援助隊山口県隊に
派遣し、18 日までの 12 日間で、累計 27 人（のべ 88 人）が救助や
捜索に従事しました。給水支援については、７月９日から、上下水道

受付開始 「先端設備等導入計画」の認定申請
　市では、生産性向上特別措置法に基づき、市内に事業所
を有する中小企業者等が労働生産性を一定程度向上させる
ために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、「萩市
導入促進基本計画」に合致する場合に認定します。
　認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資
にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものにつ
いては、特例により３年間固定資産税が免除されます。

認定を受けられる中小企業等の規模
業種分類 資本金の額または

出資の総額
常時使用する
従業員の数

製造業その他 ３億円以下 300人以下
卸売業 １億円以下 100人以下
小売業 ５千万円以下 50人以下

サービス業 100人以下

特例を受けるための要件

対象者
資本金１億円以下の法人、従業員数 1,000人以
下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画
の認定を受けた者

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均
1％以上向上する次の設備

【種類（最低取得価格 / 販売開始時期）】
・機械装置（160 万円以上 /10 年以内）
・測定工具および検査工具（30万円以上/5年以内）
・器具備品（30 万円以上 /6 年以内）
・建物附属設備（60 万円以上 /14 年以内）
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

特例期間 取得翌年から３年間

その他 ・生産・販売活動等の用に直接供されるもの
・中古資産でない

※詳しくは、市公式ホームページをご確認ください。

商工振興課　
☎ 25-3108

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。

※受験資格は、萩市内に居住できる方に限ります。

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
※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

募集期間　　８月17日㊎まで
採用予定日　平成31年４月 1 日

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

初級土木 若干名 ①平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた方（27 歳以下）
②高等学校以上（高専・短大・４年制大学も含む）でそ
れぞれの専門分野を履修し、卒業した方または平成 31
年 3月までに卒業見込みの方
※職歴は問いません。

【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

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接初級建築 若干名

局職員３人、給
水車１台を広島
県・岡山県に派
遣し 17 日まで
の間に、累計
13 人が給水活
動に従事し、現
在も継続してい
ます。
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［女子6年 100m］

（明木小６年）
久保 瑞

み ず の
乃

［5年生 男子の部］

（明倫小5年）
田中 碧

あ お い
一

［女子組演武］ ［女子単独演武］

（萩西中3年） （萩東中３年）
松谷 理

り か
花 楠

くすもと
本 帆

ほ の か
乃香

［女子単独演武］

（萩東中2年）
高屋 那

な ほ
帆

（萩西中2年）
山本 愛

ま な か
果

全国大会出場おめでとう！

萩少林寺拳法スポーツ少年団
全国中学生少林寺拳法大会 （8月18日〜19日 東京都）

（8月17日〜18日 神奈川県）

全国小学生
陸上競技交流大会

（7月29日 東京都）

わんぱく相撲
全国大会

萩版インバウンド受入環境整備支援事業
～外国人観光客の受入れをされている方、これから受入される方。ぜひご活用を！～

募集

提出先・問い合わせ先
観光課　☎25-3139
メール　kankouka@city.hagi.lg.jp

　外国人観光客の滞在時の快適性および観光地の魅力向上等を図るために行う、受入環境整備に要する経費の一部を補助します。

（１） Wi-Fi 整備
（２） 和洋室化
（３） 自社サイトの多言語化
（４） 館内案内表示の多言語化

（５） その他外国人観光客の受入を向上させるために
必要であると市長が認めた事業 （１） 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確

に特定できる経費
（２） 補助金交付決定以降に発生した経費
（３） 証拠書類によって支払金額が確認できる経費

２．補助対象事業

３．補助要件
外国人観光客受入等を向上させるための計画（外国人観光客

受入体制計画）を策定し、当該計画について萩市長の認定を受け
る必要があります。

補助率 3 分の１
（上限額 100 万円、下限額 5 万円／１事業）

補助金額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内

５．補助率および補助金の額等

１．補助対象事業者
　萩市内で外国人観光客の受入をしている、または、今後して
いく計画のある事業者

※運営費や事業者の人件費など経常的経費、レンタル・
リース費用等は対象外です。

４．補助対象事業期間　　平成 31 年２月末まで

６．補助対象経費

７．応募件数
同一事業者の応募は、１件まで

８．応募手続きの概要
　■募集期間　11 月 30 日㊎ 17:00 必着
　※応募金額が予算金額に達した時点で募集を締め切ります。
　お早めにご提出ください。

※補助金交付は、補助対象事業の完了確認後となりますので、
補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。
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全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
陸上

少林寺拳法

（8月2日〜６日 三重県）

（8月3日〜5日 愛知県）

卓球 （8月３日〜８日 愛知県）

［男子個人60㎏級］

（萩高校１年）薬
やくまる

丸 武
たけのり

則

［800ｍ］

（萩高校２年）
日
ひのくま

隈 達
た つ や

也

全国道場少年剣道大会 （７月24日〜25日　東京都）

［左から］宮木大
た い が

雅（萩東中２年）、松浦芽
め い

郁（萩西中３年）、
三好真

ま ほ
穂（萩東中3年）、西村彩

あ や か
加（萩東中３年）、野村拓

た く み
未

（萩西中３年）

団体戦（中学生の部） 萩剣武会剣道スポーツ少年団

柔道
（8 月 8 日〜 12 日 三重県）

［3000ｍ障害］

（萩高校３年）
西
にし

 翔
しょうたろう

太朗

［男子組演武］

（萩商工高校2年）
末武 広

こうだい
大

［男子組演武］

（萩商工高校2年）
矢
や つ ぎ

次 飛
つ ば さ

翔

［5000m競歩］

（萩高校 3 年）
香川 竜

りゅうと
都

［女子単独演武］

（萩商工高校1年）
亀
か め や

屋 萌
も え か

佳

全国大会出場おめでとう！

［左後から］野
の が み

上つぼみ（１年）、重
しげやす

安七
ななほ

穂（３年）、重安
恵
あ や か

佳（３年）、國弘麻
ま な

菜（２年）、［左前から］徳田明
あ か り

梨（１
年）、髙木胡

く る み
桃（３年）、川﨑裕

ゆ う か
香（１年）

［左から］井町飛
あ す か

鳥（越ケ浜小５年）、早
は や き

起孝
こうすけ

亮（明倫小３年）、堀優
ゆ う み

海
（椿西小６年）、木村拡

ひ ろ み
海（油谷小６年）、佐々木凛

りん
（椿東小６年）

団体戦（小学生の部） 萩洗
せんしんかん

心館剣道スポーツ少年団
［左から］佐々木歩

あ お
央（萩東中２年）、末武洸

こ う き
希、水津礼

らい
、中村航

こ う し ろ う
士郎、

井町虎
こ た ろ う

太郎（以上、越ケ浜中３年）

萩洗心館剣道スポーツ少年団団体戦（中学生の部）

萩光塩学院 卓球部

［左から］石丸結
ゆ い と

大（明倫小６年）、明
あきやま

山天
なおたか

空（弥富小６年）、井町守
も り し

志
（越ケ浜小６年）、齊藤朋

ともけん
謙（福栄小６年）、中村友

ゆ う き
紀（明倫小６年）

団体戦（小学生の部） 萩剣
け ん ぶ か い

武会剣道スポーツ少年団
［左から］岡村晴

せ い や
矢（仙崎中２年）、佐々木陽

ひなた
（野田中３年）、明

あきやま
山青

はるたか
空

（須佐中３年）、伊藤大
たいせい

晟（萩東中３年）、佐伯大
だいすけ

翼（野田中３年）

萩剣武会剣道スポーツ少年団団体戦（中学生の部）
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「萩市防災訓練」を開催します！

　近年全国各地でゲリラ豪雨が頻発し、河川氾濫による浸水災害、崖崩れなどによる
土砂災害の発生が増加しています。そこで、市民や地域団体、防災関係機関が協同し
て「萩市防災訓練」を行います。日常および災害発生時において「自らが何をすべき
か」を考え、災害に対して十分な準備を講じることができるよう、市民の防災に関す
る意識と知識の向上を図ります。
　当日は、大雨により河川氾濫の危険があると想定し、土原町内の住民による避難訓
練や萩市地域防災マネージャーによる防災講座などが行われます。
　また、煙体験テントを使った煙中体験や起震車による地震体験、はしご車搭乗体験
といった防災体験コーナーもありますので、市民の皆さんもお気軽にご参加ください。

問い合わせ

防災危機管理課（25-3808）～防災体験コーナーもあります。お気軽にご参加を～

炊き出しの様子

　波は沖から海岸へと打ち寄せますが、打ち寄せられた海水は沖へ戻ろうとします。
　この時に沖へ向かって発生する強い流れを「離

りがんりゅう
岸流」と言います。離岸流は毎秒２ｍの速さで流れていると言われています。

　これは、オリンピックの水泳自由形金メダリストが泳ぐ速さと同じくらいの速さです。

～楽しく安全なマリンレジャーのために～
「離岸流（りがんりゅう）」を知っていますか？ 問い合わせ

防災危機管理課（25-3808）

海水浴中に離岸流によって流されていると感じたときにはどうしたらよいのでしょうか？

離岸流から脱出するには…　
◆慌てずに落ち着く。
◆流れに逆らって海岸へ向かって泳ぐと体力を消耗してしまうので、離岸流から脱出するまで海岸と平行に泳ぐ。

　第七管区海上保安本部では、これから
海水浴シーズンを迎えるにあたり、遊泳
中における事故防止対策のため、６月
12日に萩市の菊ヶ浜海水浴場において、
シーマーカー（海面着色剤）を用いた離
岸流調査を実施しました。
　調査の結果は、左の写真のとおりです。

★印⇒離岸流の強いところ
●印⇒離岸流の弱いところ

海浜事故をなくし、楽しく、安全に、海で遊びましょう。

避難訓練の様子

■日　　時　８月 19 日㊐　9:00 〜 12:00　
　　　　　　※防災体験コーナーは 10:00 〜 12:00。
■場　　所　萩東中学校
■参加機関　土原１区・２区・３区町内会・自衛隊・警察・消防・萩市赤十
　　　　　　字奉仕団・防災関係機関等
■内　　容　避難訓練（土原地区）、防災講話、各防災体験コーナー（煙中体験・
　　　　　　地震体験・はしご車搭乗体験）、炊き出し（自衛隊カレー）

※調査結果の詳細については、
萩海上保安署　☎ 22-4999 まで
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■探究科の魅力とは？
　「課題を見つけて」「解決方法を探り」「結果を発信する」
　答えのない問題に立ち向かうことで、次世代に求められる学力を身に付けるこ
とができます。従来からの理数科と異なり、２年生から「英語・社会に特色があ
る人文社会科学科」と「理科・数学に特色がある自然科学科」に分かれて探究的
な活動を取り入れた授業を行います。大学との連携授業も多彩で、自分の興味の
ある分野を見つけ出すことができます。

■ＨＧＬとは？
　普通科２年生で実施している総合的な学習の時間です。萩グローカル・ラーニ
ング（HGL）と呼んでいます。ローカルな課題をグローバルに解決するため、４
〜５人のグループで地域の課題を研究し、ポスターにまとめて発表します。探究
的な活動を体験することで学びの質を高めることができます。

■普通科推薦とは？
　平成 31 年度から新たに始まる推薦入試です。普通科定員 100 人の 10％にあ
たる 10 人をスポーツ活動や文化活動等の取組を重視して選抜します。萩高校で
活躍したい人はぜひチャレンジしてください。

■萩高校の進路は？
　進学から就職まで幅広い可能性があります。理数科では７割を超す国公立大学
への進学実績があります。普通科では７割を超える大学進学に加えて、看護系の
専門学校や県警、市役所等の公務員就職など、幅広い進路希望に応えられるよう
様々なサポートが受けられます。放課後の課外や個別指導、週末課題で確実な学
力向上を目指します。

■学校生活は？
　文化祭や体育祭、クラスマッチや合唱コンクールなど、学校生活は行事が満載
です。これらの活動を通して、人間的な成長やコミュニケーション能力の向上を
目指します。進学校ですから、勉強は大変ですが、文武両道を目指して、充実し
た学校生活を送ることができます。

■部活動は？
　文化部と体育部合わせて 20 の部活が活躍しています。今年、陸上競技部と柔
道部は今年も全国大会に出場します。また、文化部では合唱部が何度も全国大会
に出場してきました。詳しくはホームページで確認してください。動画もありま
すので、ぜひフェイスブックにアクセスしてくださいね。

山口県立萩高等学校

探究科２期生募集！
高大連携学習の充実！
普通科推薦入試の開始！
新しい時代の学びが
ここにある！

シリーズ 魅力ある萩の高校①

　市では、市内中学生の市内高校への進学率向上に向けて取り組んでいます。
この取組みの一環として、市内の高校の魅力をシリーズで紹介します。
■問い合わせ　教育政策課　☎ 25-3141

☎ 22-0076 
■フェイスブック
https://www.facebook.
com/hagi.high.school
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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
萩市では、14 人（８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。　
任期を終えて卒業する隊員の今後の活動について、シリーズで紹介します。

■着任日　平成 27 年９月１日
■所　属　須佐総合事務所

深
ふ か の

野　和
かずのり

範

卒 業 後 の 活 動 は ？
～ vol.１～

着任時から行ってきたことは？

　【②デザイン制作】商品を作ったときのパッケージデザインやイベント出店時のチラシ・パンフレットなどを自分で制作していくう
ちに、周りの方からも名刺などのデザインのご依頼をいただくようになり、この３年間でいくつか制作をさせていただきました。商品
を作って誰かに届ける上で、品質が良い事は当然ながら、商品の見せ方や伝え方といった情報発信の面でも色々な形で学び、任期中に
少しずつでも形にできればと考えていたので、ご依頼をいただけたことはとてもありがたく思いました。このご縁を次に繋げていける
ようにしていきたいです。

　この３年間の任期中、３つの活動を主に行ってきました。
　【①地域食材を活用した商品開発】　地域に入って初めて知ったその土地にある特産品。前職は飲食
関係で働いていたこともあり、地域団体の方との商品開発や、地域にある店舗の方々のご協力のもと
新たな食への試み、個人的にも商品を作り、イベントなどでお店を出店するなどして、地域 PR も含
め、食材の活用方法を色々と試してきました。
　【②地域のガイド】須佐はジオパーク構想の一つでもあり、また観光遊覧船があります。シーズン
中はその遊覧船でのガイドをさせていただきました。始めたきっかけは自然を眺めているのが好きだ
ということもありますが、「なぜこの食べ物がこの地域にあり美味しいのか？」という地域の自然と
食との関わりに興味があったということと、「やはり須佐にいるのだから須佐を知るにはガイドが一
番」と思ったからです。

卒業後の計画は？
　須佐だけではなく、萩全体で様々な特産品があることを知りました。表に出ているモノからあまり知られていないモノまで。
そんな特産品を活用した商品を作り、多くの方にお届けできるようにキッチンカーを製作中です。そして、キッチンカーでの商
品販売を通じて商品力を高めていき、いずれは全国で販売していきたいと考えています。

受 賞

県知事表彰
おめでとうございます

※敬称略。

健康福祉功労（看護職員）

（55 歳　紫福）世良　美
み つ え

津恵
平成 8 年から福栄地域唯一の医療機
関である福川診療所で看護師として業
務に従事。幅広い知識・技術を生かし
住民の健康管理に尽力。

健康福祉功労（看護職員）

（62 歳）杉山　恵
え み こ

美子
昭和 54 年から市の保健師として乳幼
児から高齢者まで幅広い年齢層の方の
地域保健福祉の向上に寄与。

（食生活改善推進員）

（65 歳　須佐）寺
て ら ど

戸 和
か ず こ

子
健康福祉功労

昭和 58 年から食生活改善推進員とし
て生活習慣病予防を目指した健康づく
り活動を地道に行われ、組織の育成、
発展に寄与。

（看護職員）

（68 歳　椿）山㟢 泰
や す こ

子
健康福祉功労

昭和 46 年から准看護師として活動。
昭和 56 年から萩慈生病院で勤務。老
人保健施設德寿園の開園にも尽力し、
地域連携の礎を築く。

（看護職員）

（58 歳　山口市）宮内 美
み ち よ

智代
健康福祉功労

昭和 55 年から看護師として活動。平
成 12 年から萩市民病院に勤務。看護
管理者として急性期病院の基盤づく
り、運営、看護師の質向上に尽力。
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シリーズ154　健康ガイド

萩市民病院
医師：橘

きったか
髙　節

せつあき
明

専門：小児科

　子どもの夜尿症の定義は「５歳以降
で，１か月に１回以上の夜尿が３か月
以上続くもの」とされ、自然に軽快し
ていくことも多い疾患です。
　またその原因や分類についてはさま
ざまあり、検査や適切な治療介入を行
うことで、治癒までの期間を短縮する
ことを目指します。

■夜尿症の疫学について
　夜尿症の頻度は一般的に、５〜６
歳で約 20%、小学校低学年では約
10% 台、10 歳を超えても５% 前後、
中学校時代に１〜３% まで減少する
とされていますが、まれに成人になっ
ても継続することが報告されていま
す。このことから夜尿症は決してまれ
な疾患ではないことがわかり、また年
齢とともに自然に改善していくことも
わかります。

■夜尿症の原因について
　夜尿症の原因として、単一または複
数の原因が関係することが考えられて
います。まず考えられるのが、①夜間
多尿であり、これは睡眠中の抗利尿ホ
ルモン（体に水分を保持するホルモン）
の分泌低下によるものとされます。ま
た②排尿筋過活動といわれる状態で
は、膀

ぼうこう
胱の機能が未熟であり、膀胱に

溜まっている尿が少ない場合でも排尿
筋が活動してしまうものです。さらに
③覚醒障害といった状態が考えられ、
夜尿症では、目を覚ますために必要と
される刺激のレベル、例えば睡眠中の
尿意やそのほか音などの刺激のレベル
が通常よりも余分に必要である状態と
されます。
■夜尿症の検査など
　小学校に入っても夜尿症が続いてい
る場合は小児科あるいは泌尿器科など
の受診をお勧めします。まずは問診を
行い、実際にご家庭でも記録を行って
いただき、夜尿の状態・頻度、昼間の尿
漏れがないか、一回で最大どれくらい
の尿量をためることができるかなどを
評価します。また病院では尿検査で尿
の比重・浸透圧（どれくらい濃い尿か）

おねしょ（夜尿症）について

を測定したり、必要に応じて血液検査
やエコー検査などを行ったりします。
■治療方法など
　検査などで判明した原因によって、
それに応じた治療法の提案を行いま
す。まずは生活指導などを行い改善が
なければ、①アラーム療法や②内服治
療を検討します。アラーム療法は夜尿
を感知してアラームで知らせる方法
で、本人や家族の理解や意欲などが
ない場合は実施が困難な場合がありま
す。内服療法は抗利尿ホルモンを就眠
前に使用し、夜間の尿量を減少させる
方法です。その他、膀

ぼ う こ う
胱容量が少ない

場合は膀胱の緊張を緩和させて膀胱容
量を増加させる薬を投与することがあ
ります。こうしたさまざまな方法を使
用して治療にあたります。

～ vol.１～

平成 31 年４月就航
見島～萩間高速船の船名は　　　　　　　　に！決定！ 「ゆりや」

①旅客の快適性の向上
・イス席は、すべてリクライニング仕様
・フロアー席は、クッション性を高め、横になりやすい
・展望席を拡張し、三方を囲むような形で荒天時の波しぶきの侵
   入を防止
・一般席兼ペット同伴席を設置
②高齢者などに優しい設備の充実
・船内の通路・客室・便所は、バリアフリー対応

・身体の不自由な方にも配慮し、車イスでの利用も可能で、専
   用トイレを設置
・ソファーベットにより急患対応にも配慮
③航海の安全性の向上
・現在の「おにようず」より、エンジンの馬力を向上させ、余
   裕のある安全航海を行う

見島新船の特徴

　５月に船名を募集したところ、全国から 333 件の応募があり、選
考委員会で審査を行いました。「ゆりや」には複数の応募があり、抽
選の結果、山口市在住の前野哲

て つ お
夫さんが受賞者に決定しました。

　「ゆりや」は、見島に生息している緑色の非常に珍しい貝「ユリヤ
ガイ」に由来し、「ユリヤガイも生息している貴重な自然や文化が残っ
ている見島を全国に発信したい」という思いが込められています。

見島航路新船「ゆりや」▶
　　　　　    イメージ図

　見島航路船舶「おにようず」の老朽化に伴い、平成 31 年４月の就航
を目指して建造を進めている新船の名称が、「ゆりや」に決定しました。

新船の概要
総トン数:270トン、長さ:46m、幅:8m、
航海速力:23ノット、旅客定員：200人、
貨物積載能力：20トン

問い合わせ

萩海運有限会社（25-2040）
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の拡充を図ります。
■事業期間　原則、交付決定日か
ら１年間
■補助対象上限

※補助率は国２分の１、市４分の１、
事業者４分の１
■対象経費　設備費、改修費、広
告宣伝費、店舗等借入費、人件費、
研究開発費等

8 月 1 日㊌〜 31 日㊎
企業誘致推進課　☎ 25-3811

見島支所 ☎ 23-3311

消防法令の改正（飲食店対象）
　平成31年10月１日から延べ面積
150㎡未満の飲食店に対し、消火
器の設置が義務付けられます。
○消火器が必要となる飲食店
①延べ面積が 150㎡未満
②こんろなどの火を使用する設備ま
たは器具を設けている飲食店（安全機
能装置が設けられたものは除く）
○消防用設備等の点検・報告
　今回の改正により、新たに設置
した消火器は、６カ月ごとに点検
し、１年に１回消防に点検の報告
をする義務があります。

黙とうのお願い
　８月６日と９日は、広島市と長崎
市に原爆が投下された日です。また、
15 日の終戦記念日には全国戦没者追
悼式が行われます。
　犠牲になられた方々のご冥福と平和
を祈念して、１分間の黙とうを捧げま
しょう。
◦８月６日㊊　８:15（広島市）
◦８月９日㊍　11:02（長崎市）
◦８月 15 日㊌　12:00（全国戦没者
追悼式）

福祉政策課　☎ 25-3550

田床山施設の一部利用中止
　田床山のトリムコース（アスレ
チック施設）について、老朽化が
激しいため施設の利用を中止しま
す。なお、ローラースケート場、スー
パースライダー等は今まで通り使
用できます。

農林振興課　☎ 25-4194

見島での創業・事業拡大を支
援します
　雇用増を伴う創業、事業拡大を
行う民間事業者等に対して、特定有
人国境離島地域社会維持推進交付金を
活用し設備投資資金や、人件費、広
告宣伝費などを支援し、雇用機会

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
消防本部予防課　☎ 25-2798

大島便定期航路の増便
　お盆期間中の混雑緩和のため、増便
します。
■８月 14 日の大島便の増便

萩海運　☎ 25-2040

海区漁業調整委員の選挙人名
簿の登載申請
　海区漁業調整委員会の選挙人名
簿は、選挙権を有する人からの申
請に基づき毎年調整されます。
　該当する方は、申請期間内に忘
れずに手続きをしましょう。
■申請期間　９月１日㊏〜５日㊌
■該当者
①漁業者または漁業従事者
②平成 12 年 12 月６日以前に生ま
れた者
③海区に沿う市町村に住所または
事業場を有すること
④１年に漁業従事日数が 90 日以上
であること

所定の申請書を所属する漁協支
店へ提出

選挙管理委員会　☎ 25-2912

○不用品活用銀行
■おゆずりします　水遊び用すべり
台、和風 LED ペンダントライト、ポー
タブルトイレ、東中男子冬用制服、介
護用電動式ベッド、有田焼食器
■おゆずりください　東中男子制服、
ミシン、衣装ケース、キーボード（電
子ピアノ）、英検 3 級教本・問題集、
ベビーシート
◆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
○藍染を楽しもう

９月９日㊐　10:00 〜 12:00
蚊帳を藍で染める
20 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は８月２日の 9:00 〜。
○リサイクル洋裁講座

９月 11 日㊋・25 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）

各 500 円（材料費別）
※参加受付は８月３日の 9:00 〜。
※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
8 月 26 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

便 大島発 萩　着 萩　発 大島着

2  9:10 9:35 増便 
9:50

増便
10:15

3 増便 
10:25

増便
10:50 11:00 11:25

創業 限度額
600 万円以内

事業拡大 限度額
1,600 万円以内

設備投資を
伴わない
事業拡大

限度額
1,200 万円以内
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水難事故の防止について
　夏はプールや川・海などへ出か
ける機会が多くなり、水による事
故が多発しています。
○水による事故の原因
◦幼児＝泳力が未熟な上に水に対
して、恐怖心が少ない
◦子ども＝水遊びに夢中になり周
囲への注意力を欠く
◦大人＝「自分は泳げる」という
過信や安全無視、飲酒しての遊泳
○事故を防ぐためのポイント
◦遊泳中の子供から目を離さず複
数で行動させる
◦しっかりと準備運動を行い、体
調の悪い時は泳がない
◦水泳中は適度に休憩をとり、決
して無理をしない
◦ロープ付浮環等の救命具を用意
する

消防本部警防課　☎ 25-2784

道路上に張り出した樹木伐採
のお願い
　市道に隣接する私有地から道路
上に枝などが張り出している事例
が見受けられます。通行の妨げや
事故の原因となりますので、土地

の所有者や管理されている方は、
樹木の枝などを伐採していただく
ようご協力をお願いします。

土木課　☎ 25-3544

夏の献血キャンペーン
「愛の血液助け合い運動」
　夏は献血者数が大幅に減少するため
実施します。皆さんのご協力をお願い
します。

８月 19 日㊐　9:30 〜 16:00
アトラス萩店 駐車場
福祉政策課　☎ 25-3550

市有地等を売却します
■物件
①旧椿東保育園跡地（土地：3,137
㎡、建物：736㎡）
②旧はぎ温泉施設整備事業用地（土
地：3,893㎡）
■入札関係書類の提出期間　
　８月１日㊌〜 31 日㊎
■入札参加者の決定
　９月 25 日㊋〜 28 日㊎
■入札日　10 月 12 日㊎
　① 10:00 〜、② 11:00 〜
■場所　市役所２階 大会議室
　詳しくは、８月１日から契約監
理課と財産管理課で配布する入札

説明書、申請書（市ホームページ
からダウンロード可）をご覧くだ
さい。

○物件に関すること
　財産管理課　☎ 25-3143
　○入札に関すること
　契約監理課　☎ 25-3474

　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
◦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　８月 31 日㊎

収納課　☎ 25-3575

今月の納期のお知らせ

■ブロック塀の点検のチェックポイント
お宅のブロック塀は大丈夫ですか？

　6 月の大阪府北部を震源とする地震により、既設
のブロック塀の倒壊による被害が発生しました。ブ
ロック塀を、建築基準法に適合する安全な構造で設
置し、適正に維持管理することは、
所有者（または管理者）の責務です。
○既に設置されているブロック
塀について、危険性がないか
点検しましょう。
○危険性が確認された場合は、
早期に付近通行者への
注意表示を行い、
塀を補強または
撤去しましょう。

建築課　
　☎ 25-3693
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児童扶養手当の現況届と特別
児童扶養手当の所得状況届の
提出を忘れずに！
　現在、児童扶養手当と特別児童
扶養手当を受給されている方は、
現況届または所得状況届の提出が
必要です。該当者には案内の通知
を送りますので、期限内に必要書
類を提出してください。
　なお、期限内に提出されない場
合、12 月期の支払いが遅れること
がありますのでご注意ください。

○特別児童扶養手当の所得状況届
■必要書類等　所得状況届、証書、印
鑑、身体障害者手帳、療育手帳

8 月 10 日㊎〜９月 11 日㊋
■提出先　福祉支援課、各総合事務所
市民窓口部門、支所・出張所

福祉支援課　☎ 25-3523
○児童扶養手当現況届　
■必要書類等　証書、印鑑、養育
費等に関する申告書

８月 13 日㊊〜 31 日㊎
■提出先　萩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　☎ 25-3259

ひとり親全力サポートキャン
ペーン
　ひとり親家庭を対象に、児童扶
養手当現況届時に子育て支援課に
臨時窓口を設置し、就労支援を行
います。

①８月16 日㊍　9:30 〜 11:30
　② 22 日㊌　13:30 〜 17:30
　③ 24 日㊎　10:00 〜 16:00

子育て支援課　☎ 25-3259

中小企業退職金共済制度
■制度のしくみ　
・国が掛金の一部を助成

お知らせ

■入居時期　10 月上旬以降
■応募資格　次の要件をすべて満
たしている方
①住宅困窮者
②同居親族がある（住宅によって
は、高齢者など一定の要件を備え

ている場合、単身入居も可）
③収入基準に該当している方
④市税を完納している
⑤申込者、同居しようとする親族
が暴力団員でない
■募集期間・受付時間
8 月 1 日 ㊌ 〜 10 日 ㊎　 ８:30 〜
17:15（土・日曜日、祝日は除く）

※募集期間中に応募のなかった団
地については、９月末まで日毎の
先着順で受付けます。

建築課および各総合事務所産業
振興部門備え付けの入居申請書を
提出

建築課　☎ 25-2314
　各総合事務所産業振興部門

市営住宅入居者

地域 市営住宅名 住宅
種別

募集
戸数

単身
入居 入居階 構造 間取り 家賃（円） 駐車場

使用料（円）

萩

無田ヶ原口 公営 1 ○ 4階 耐火４階 2DK 19,900 〜 29,600

1,000

シルバー 2 ○ 2階・4階 1DK 15,200 〜 22,600
玉江 公営

（車いす専用） 1 × 1階 耐火３階 3DK 26,500 〜 39,500
今古萩

公営

1 × 1階 耐火４階 3DK 19,700 〜 29,400
雑式町第２ 1 ○ 1階 耐火 3 階 2DK 19,900 〜 29,600

金谷 2 × 1階・2階 耐火 4 階 3DK 17,700 〜 27,100
1 ○ 入口1階 耐火２階 3K 15,700 〜 23,300

河添南 1 ○ 入口1階 3K 10,800 〜 11,900
川上 堂河内 公営 1 × 入口1階 木造 2 階 3LDK 16,700 〜 25,100 無料

田万川
大沢 公営 4 × 1階・2階 耐火 3 階 3DK 19,300 〜 28,700 1,0001 ○ 2階 2DK 15,400 〜 23,000
三明 一般 1 ○ 1階 木造 2DK 30,000 無料おそ吹原 特公賃 1 ○ 1階 2LDK 45,000

むつみ 安附 公営 2 × 入口1階 木造 3DK 12,100 〜 18,000 無料

須佐

本町上

公営

3 × 入口1階

木造 2 階

3DK 19,000 〜 28,300

1,000

3 ○ 入口1階 2DK 13,600 〜 20,300
1 × 入口1階 3LDK 18,800 〜 28,100

山根丁東第２ 2 ○ 入口1階 2LDK 19,800 〜 29,500
山根丁東 1 ○ 入口1階 2DK 14,200 〜 21200

1 × 入口1階 3DK 19,800 〜 29,500
浦東 1 × 入口1階 準耐 2 階 3DK 97,00 〜 11,800

中津第１ 1 ○ 入口1階 木造 2DK 13,600 〜 20,200
弥富 1 × 1階 3DK 15,700 〜 23,300

弥富第２ 2 ○ 入口1階 準耐 2 階 3K 13,800 〜 22,100
旭 すもうば 一般 1 ○ 入口1階 木造 2 階 1LDK 20,000 無料沖ノ原 公営 1 × 3DK 18,800 〜 28,100

福栄 赤坂 公営 1 × 入口1階 木造 2 階 3LDK 16,100 〜 24,000 無料桜 一般 1 × 3LDK 25,000

募集

※公営＝政令月収 15 万 8,000 円以下、一般＝所得制限なし、特公賃＝政令月収 15 万 8,000 円以上。
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・掛金は全額非課税
・外部積立型で管理が簡単
・パートタイマーや家族従業員の加入
も可

中小企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234

ふるさと寄付
　6 月 1 日〜 30 日で、125 件 27
9 万 6,000 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 273 件、582
万 6,000 円）

寄付
○萩商工会議所女性会から萩・明
倫学舎に木製ベンチ５台
○萩市更生保護協会、萩保護区保
護司会、萩・田万川・須佐更生保
護女性会から児童向け図書 21 冊
○萩山口信用金庫から車椅子 2 台

訂正とお詫び
　広報７月号、P7「萩版ＤＭＯから
のお知らせ」の問い合わせに誤りがあ
りました。訂正してお詫びします。

（正）25-1750

萩市地域おこし協力隊活動報
告会 in 須佐
　平成 27 年度から、都市部から移住
して地域活性化に取り組む「萩市地域
おこし協力隊」を採用し、各地域で活
動しています。
　この度は、協力隊の活動を市民の皆
さんに報告いたします。

８月 22 日㊌　10:00 〜 12:00
須佐漁村センター
協力隊員による活動報告、活動資料

展示、ワークショップなど
地域づくり推進課　☎ 25-3360

萩市秋の花いっぱい運動
萩市まちの緑賞
①秋の花いっぱい運動
■応募種類　個人の部、地域・職域団
体の部、学校の部
■条件　学校部門以外は、誰もが自由

に観賞できる場所に花を植栽している
花壇等
■審査基準　管理状態、花壇（ポット）
の美しさ、花壇の育成状況、花壇づく
りの創意工夫など
■審査日　９月 13 日㊍（島しょ部、
萩地域以外の学校は９月 10 日〜 12
日に事前審査）
②まちの緑賞
　公道に面し、生け垣や樹木・花木に
より美しい景観がつくられている場所
■審査日　９月 13 日㊍

①・②いずれも、８月 24 日までに、
観光課、各総合事務所地域振興部門備
え付けの応募用紙またはハガキに、住
所、氏名、電話番号（萩市まちの緑賞
は樹種・所有者・所在地）を記入し、
郵送または持参（FAX 不可）
※他薦の場合は、所有者の承諾を得て
ください。
〒 758-8555　萩市観光課　☎ 25-
3160

「萩・椿スクール」
オープンスクール受講生
　萩ツバキ協会では椿の花を学習す
る講座を開設しています。

8 月 7 日㊋　18:30 〜
中央公民館 第３会議室
日本の椿と海外の椿〜歌曲「椿

姫」はなぜ…
■応募資格　市内在住、在勤の方、

ツバキや植物に興味のある方
観光課　☎ 25-3160

看護職の方の再就職を応援し
ます！
　「看護の職場から離れ再就職が不
安、技術を再確認したい！」という方
は地域の病院等で研修ができます。技
術や情報を得て、職場復帰を目指す看
護職の方が対象です。

未就業の看護職
随時

■研修期間　３日〜５日間
県内 25 の協力病院・訪問看護ス

テーション
看護について講義・演習・見学実習
月〜金曜日、8:30 〜 17:00 に、

山口県ナースセンターへ
　☎ 0835-24-5791

介護送迎業務講習の受講者
　介護施設利用者の介護送迎車への乗
降補助、車いす操作やマナーを学び、
一緒に働きませんか？

萩市・阿武町在住の 60 歳以上の方
で、シルバー人材センターへ入会し就
業を希望する方

10 人（決定は締切後郵送で通知）
８月 27 日㊊
山口県シルバー人材センター連合会

　☎ 083-921-6070

　萩市では高齢福祉サービスの一環と
して緊急通報システムを設置する事業
を行っています。
■緊急通報システムとは
　自宅で病気等により緊急事態となっ
た際に緊急ボタンを押すだけで、消防
署に通報できるシステムです。通報す
ると、受話器をとらずに消防署と会話
が可能で、必要に応じて救急車が出動
します。

萩市に住民票のある概ね 65 歳以上
のひとり暮らしまたはこれに準じた世
帯で設置の必要性を特に認めた方

無償貸与。ただし、装置の電気料金
や通報時の電話料金は自己負担

■設置条件等　近隣の２人の協力員の
登録が必要（通報時、消防署の要請等
で安否確認をしていただきます）。自
宅に固定電話が必要（携帯電話不可）。

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、
地区の在宅介護支援センター

ご存知ですか？緊急通報システム

募　集
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萩・明治維新 150 年祭
相島いも掘りフェスタ参加者
　今年は味に定評がある「紅はるか」
を栽培しました。

9 月 23 日㊐㊗　9:00 〜 14:00
※ 7:40 までに萩港に集合。

いも掘り体験、遊覧船で相島周遊（有
料）、魚釣り体験、島内探訪、海鮮バー
ベキューなど

130 人（先着順）
大人（中学生以上）2,500 円、子

ども（小学生）1,000 円、小学生未
満は無料
※別途往復船賃が必要。　
■主催　相島いも掘りフェスタ実行委
員会

8 月 31 日までに〒 758-0001　
萩市相島 JA あぶらんど萩 相島ふれ
あい店　☎ 25-7166（FAX 兼用）へ

萩ふるさとまつり出展（店）者
　萩・明治維新１５０年祭として、一
緒にまつりを盛り上げましょう。

11 月 10 日㊏、11 日㊐　
　10:00 〜 16:00

中央公園・市民館
■応募資格　市内の事業者・団体
■小

こ ま
間料　２万 2,000 円（テント・

長机５台、椅子の使用料込み）
８月 31 日までに、商工振興課備え

付けの申請書（市ホームページからダ
ウンロード可）を提出　〒 758-8555　
萩市商工振興課　☎ 25-3108、FAX 
25-3420

朝ごはんメニューコンテスト
　地場産食材を使って、子どもにも簡
単に作れる朝ごはんレシピを募集しま
す。

朝ごはんの一品、または、おむすび
と汁物
■応募資格　市内に居住、または市内
に通園・通学している幼児から高校生
※親子や友だちとのグループでも応募

できます。
■応募要件
①萩の地場産食材（ほうれん草、ブロッ
コリー、かぼちゃ、しいたけ、萩でと
れる魚、かんきつ類）のうち、いずれ
か１種類以上を必ず使う
②子どもでも手軽に作ることができ、
オリジナルのもの　
③材料費は４人分 600 円程度で、調
理時間は 30 分以内（事前準備、片付
けは含まない）
■応募方法　９月４日までに健康増進
課備え付けの応募用紙（市ホームペー
ジからダウンロード可）に記入し持参、
郵送、メール
■主催　萩市の食育を支える会

〒 758-0074 健康増進課
☎ 26-0500
メール kenkou@city.hagi.lg.jp

萩青年会議所 9 月度例会
～みんなで元気に楽しくスポーツ！暑
さを吹っ飛ばせ！～
　市民を対象としたスポーツ例会を行
います。

【前半の部】ワクワクかけっこ教室〜
速く走るコツを身につけよう〜

【後半の部】Z
ズ ン バ
UMBA 〜大人気ダンス

プログラムを体験しよう〜
９月９日㊐、10:00 〜 12:00 前後

（受付 9:30）
萩ウェルネスパーク萩武道館
市民の方（中学生未満の方が参加さ

れる場合は保護者同伴のこと）
100 人（先着順）
8 月 31 日㊎
氏名、年齢、保護者氏名、連絡先（電

話番号）を萩青年会議所へ電話、FAX
（一社）萩青年会議所 魅力拡大委員

会 松村　☎ 080-6338-2541、FA
X22-1108

2018 萩観光小町
　萩市の観光振興に活躍していただく
女性を募集しています。
■募集資格　市在住で、11 月 1 日現
在、満 18 歳以上の女性。年間 10 回
程度の行事等に参加できる方。勤務先
の了解が得られ参加できる方。
■任期　11 月 1 日から 2 年間

市内外で開催する観光キャンペー
ン、各種公的行事イベントへの参加
■応募方法　観光課、萩市観光協会備
え付けの応募申込書に住所・氏名・生
年月日・職業、勤務先・電話番号、自
己 PR を記入し、写真（正面上半身）
1 枚を添付し応募してください。

8 月 1 日㊌〜 9 月 10 日㊊
萩市観光協会　☎ 25-1750

目の健康講座 in 長門・萩
　緑内障、糖尿病網膜症を取り上げ、
早期発見、早期治療のため、眼科検診
の大切さについて学びます。

9 月 2 日㊐　13:30 〜 16:00
長門市応急診療所（長門市）

※受講料は無料。
山口県眼科医会事務局

　☎ 0835-28-0600

県営住宅入居者
■募集団地
▽中津江５戸、▽無田ヶ原１戸
▽第二無田ヶ原１戸、▽東萩１戸
▽金谷１戸
■入居予定時期　10 月下旬頃
■応募資格　次の要件をすべて満たし
ている方　①住宅困窮者、②同居親族
がある（住宅によっては、高齢者など
一定の要件を備えている場合、単身入
居も可）、③収入基準に適合している、
④申込者、同居する親族が暴力団員で
ない
■受付期間　8 月 20 日㊊〜 31 日㊎

（消印有効）
山口県施設管理財団山口支所、萩立

寄所（萩総合庁舎２階）および建築課
に備え付けの申込書を郵送

山口県施設管理財団山口支所
　☎ 083-934-2004

募　集

１
部

講演① 「糖尿病網膜症とその
治療について」

講師 太田真
ま な み

実
（山口大学眼科）

講演② 「緑内障とその治療に
ついて」

講師 永井智
ともひこ

彦
（山口大学眼科）

２
部目の健康相談
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山口県障害者芸術文化祭作品
■応募資格　山口県内に現住所を有す
る障がい者
■募集作品　絵画、写真（四つ切り以
上）、書道、手芸、工芸、俳句・短歌、
文芸の各部門を通して１人１作品
※応募作品は未発表のもの（芸術文化
祭に向けて製作したもの）
■応募方法　９月 28 日までに、福祉
支援課または社会福祉協議会備え付け
の申込書に必要事項をご記入のうえ、
作品と一緒に提出

福祉支援課障がい福祉係　☎ 25-
3523、萩市社会福祉協議会　☎ 22-
2289

世田谷 2
にいよんろく

4 6 ハーフマラソン
友好都市招待参加者
　友好都市・世田谷区のハーフマラソ
ンに参加者を募集します。

11 月 11 日㊐
駒沢オリンピック公園陸上競技場

（世田谷区内）
■種目　ハーフマラソン、健康マラソ
ン（5km）
※各 130 分、40 分の時間制限あり

3 人（応募多数の場合は抽選）
■参加要件　市内在住の 18 歳以上の
方（高校生以下は対象外）
※交通費・宿泊費等は参加者負担。

8 月 10 日㊎までに企画政策課備
え付けの書類に必要事項を明記のうえ
申込
■注意事項　招待参加者は大会終了
後、昼食を兼ねた交流会への参加が必
須となります。

企画政策課　☎ 25-3102

明治維新１５０年記念
「萩往還フォトコンテスト」作品
　明治維新１５０年記念として、萩往
還を歩いた感動写真のフォトコンテス
トを開催します。入賞作品は表彰式後
に、佐々並・重伝建地区内小林家にて
１年間展示します。
■応募規定　カラー・モノクロ自由。
2L サイズ。
■賞　山口県知事賞、山口・萩・防府
市長賞、参加賞等

■表彰式　12 月１日㊏　県政資料館
旧県会議事堂議場

10 月 20 日までに写真裏面に応募
票を貼付して「やまぐち萩往還語り部
の会」事務局へ郵送　〒 753-0042
山口市惣太夫町２- １JR 山口駅２階　

（一社）山口観光コンベンション協会内　
☎ 083-920-3323
※詳細はホームページ「歴史の道萩往
還」http://hagi-okan.yamaguchi-
city.jp/ を参照してください。

萩市地域福祉推進セミナー
　地域で誰もが安心して暮らし続ける
ことのできる『我が事・丸ごと』の地
域共生社会の実現に向けて、皆さんと
一緒に考えます。

８月 25 日㊏　13:30 〜 16:00
市民館大ホール
「我が事・丸ごと」の地域づくり
勝
か つ べ

部麗
れ い こ

子（大阪府豊中市社会福祉協
議会）
※旭地域での「協働による地域づくり」
実践報告も行われます。

地域活動に関心のある方
萩市社会福祉協議会　☎ 22-2289

ほっとすぺーす講演会
　発達障害のある人の理解、支援の充
実のため、講演会を開催します。

8 月 18 日㊏　14:00 〜 15:30

サンライフ萩 多目的ホール
※事前申し込み必要。

発達障害者の声『支援者から見た世
界と当事者から見た世界』

難
な ん ば

波寿
ひ さ か ず

和（発達障害児者支援サービ
ス スモステ A

エービーエー
BA 臨床発達心理士）　

萩市障害者生活支援センターほっ
とすぺーす　☎ 24-5858、FAX24-
5511

介護職員初任者研修
９月 22 日㊏〜 12 月 29 日㊏
福祉複合施設つばき
面接授業、添削指導（通信講座）

※面接授業の期間は９月 22 日から
12 月 22 日の内 13 日間。

介護の資格取得に向けて意欲がある
方

30 人
８月 31 日までに、萩市社会福祉事

業団かがやき備え付けの申込書を提出
萩市社会福祉事業団かがやき

　☎ 24-4111

萩市子育て支援センター行事
○観劇会

９月 10 日㊊　10:00 〜 11:00
日の丸保育園　
劇団ちろりんによる人形劇「スタタ

のさんぽ」
未就園児と保護者（先着 25 組）
９月３日までに、日の丸保育園内萩

市子育て支援センター　☎ 25-4488

講演・講座

　マイナンバーカードを利用して、住民票等の証明書が取得できる
コンビニ交付サービスをアトラス萩店でも開始しました。１階イン
フォメーションでご利用になれます。
　市内で証明書コンビニ交付が利用できる店舗は、次の 13 店舗に
なりました。
■利用できる店舗
◦アトラス萩店
◦セブンイレブン / 萩金谷店、萩玉江店、萩椿東店、萩橋本町店、
　萩反射炉前店、萩古萩町店
◦ローソン / 萩大井店、萩川島店、萩市役所前通店、萩椿東新川店、
　萩椿東平方店
◦ローソン・ポプラ たまがわ店
■注意　ご利用には、マイナンバーカードが必要です。

市民課登録係　☎ 25-3493

証明書コンビニ交付がアトラス萩店でも！
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萩博物館「星の会」特別編
○軍神マルス・赤い火星の大接近！

８月 10 日㊎　19:30 〜 21:00
15 年ぶりの火星の大接近。輝きを

増した土星や木星も、40㎝の反射望
遠鏡で観望します。
○惑星大集合！木星・土星・火星・金星

８月 17 日㊎　19:30 〜 21:00
明るい惑星たちが、西から東へずら

りと並びます。惑星たちの間の月も、
見ることができます。
○夏の大三角形と惑星たち

８月 31 日㊎　19:30 〜 21:00
夏休み最後の日、こと座のベガ、は

くちょう座のデネブ、わし座のアルタ
イル、夏の大三角形を楽しみます。

【共通事項】
萩博物館天体観望室
吉田恭

きょういち
一・廣

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

就学義務猶予免除者等の中学
校卒業程度認定試験の実施
　病気などやむを得ない事由により、
就学義務を猶予または免除された方等
に対し、中学校卒業程度の学力を認定
するため国が行うもので、合格者には
高等学校の入学資格が与えられます。
■試験期日　10 月 25 日㊍
■試験場所　山口県庁
■願書の受付期間
　８月 20 日㊊〜９月７日㊎

山口県教育庁義務教育課
　☎ 083-933-4595

消費生活無料法律相談
８月 10 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

人権・行政・公証相談
８月 14 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

無料法律相談
８月 22 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（8/1 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。

８月３日㊎、４日㊏、７日㊋、10日
㊎、14日㊋、17日㊎、18日㊏、21日
㊋、24日㊎、26日㊐、28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

ふるさと山口Ｕターン就職フェア
８月 14 日㊋　10:00 〜 12:30、

　13:30 〜 16:00
山口グランドホテル（山口市）
平成31年３月に大学・短大・専修学校

等を卒業予定の方、求職中の一般の方
山口若者就職支援センター

　☎ 083-976-1145

「若年性認知症・高次脳機能障
害」の個別相談会・講習会

８月 18 日㊏
○相談会（要予約）9:30 〜 10:30

市民館会議室
若年性認知症や高次脳機能障害に関

しての個別相談を専門スタッフが対応
８月 13 日までに福祉支援課へ

○講習会（予約不要）11:00〜12:00　
市民館小ホール
「もっと知りたい　若年性認知症・

高次脳機能障害」
兼
かねゆき

行浩
ひ ろ し

史（山口県立こころの医療
センター院長）

福祉支援課　☎ 25-3523
　
若者のための就労支援
　「就職したいのに自信がない」など
仕事についての相談は、気軽に問い合
わせください。個別診断も行います。

８月 22 日㊌、９月 26 日㊌
① 13:00 〜② 13:30 〜③ 14:00 〜
④ 14:30 〜⑤ 15:00 〜⑥ 15:30 〜

（予約制）
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

知的障がい者巡回相談
８月 24 日㊎　10:00 〜 15:00
萩市保健センター
18 歳以上の療育手帳を所持してい

る方、療育手帳の交付を希望する方
療育手帳、身体障害者手帳、障害基

礎年金証書等
■相談員　知的障害者福祉司、精神科
医師等

８月９日までに福祉支援課へ
　☎ 25-3523

身体障がい者巡回相談
（整形外科）

９月 20 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　

９月６日までに福祉支援課へ
　☎ 25-3523

萩夏まつり
①萩・日本海大花火大会

イベント

相　談

試　験

講演・講座
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　北浦最大約 10,000 発の花火！
８月１日㊌　20:00 〜 21:00

※悪天候の場合は、４日に延期
萩商港、菊ヶ浜沖

■有料観覧席　増野海産横　500 円
（小学生以上）
②萩商工会議所青年部創立 50 周年パ
レード

８月２日㊍　18:00 スタート予定
江向中央通り（浦上記念館前交差点

付近〜札場跡経由〜西京銀行前交差点
付近）

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・萩Ｙ
ＥＧパレード・東京ディズニーリゾー
ト ®35 周年スペシャルパレード
※パレードは悪天候等の理由により中
止、一部内容変更の可能性があります。
③市民総踊り

８月２日㊍
吉田町・田町商店街
ヨイショコショ総おどり (19:30

〜）、よさこい維新（21:40 〜）
④夏の伝統行事

８月３日㊎　18:00 〜
吉田町・田町商店街・住吉神社
お船謡巡行（浜崎を 11:00 出発）、

住吉みこし、踊り車、のんた大提灯パ
レード

萩夏まつり実行委員会（萩商工会議
所内）☎ 25-3333

シャッタークラブだいだい写真展
８月 10 日㊎〜 13 日㊊

　9:00 〜 17:00
市民館 第 1 会議室
写真愛好家による作品展示
シャッタークラブだいだい　河村

　☎ 27-0872

萩市長杯争奪将棋大会
８月 12 日㊐　受付開始 9:30 〜
市民館
一般 2,000 円、高校生以下 1,000

円（昼食付）
萩棋成会　藤本・水津　

　☎ 22-6757、090-6840-3447

金谷神社「幽玄の世界」
８月 13 日㊊　19:00 〜 21:30

金谷神社境内（駐車場あり）
オカリナ演奏（オンクル〈音空流〉）、

琴演奏（サンチョウロ〈三丁櫓〉）、金
谷神社の「宝物」公開披露
※灯篭・参道点灯、手提げ提灯準備。

三町内伝統文化継承保存会　藤田
　☎ 22-7025

萩・明倫学舎  夏の課外授業
○親子で学ぶ科学教室「松田のホログ
ラム万華鏡」 を作ろう

8 月 18 日㊏・26 日㊐（両日とも
同内容）10:00 〜 11:00

萩・明倫学舎本館
４歳以上〜小学３年生　
 先着 20 人限定（保護者同伴）
松田光

こ う い ち
一（サイエンスレンジャー）

1人150円（材料費含む・当日支払）
氏名、年齢・学年、保護者の連絡先

と参加希望日を NPO 萩明倫学舎へ電
話またはメール

ＮＰＯ萩明倫学舎　☎ 21-0304

ハローフレンズまつり
８月 28 日㊋　11:00 〜 14:30
ハローフレンズ（土原）
古本市、各種ゲーム、飲食コーナー

（かき氷・軽食・焼鳥など）
※駐車場は、サンリブ萩店屋上駐車場
を利用ください。

ハローフレンズ 西山・岡本
　☎ 22-3175

②

①

①

②

③

④

②

■工事期間　８月上旬〜２月下旬（予
定）8:30 〜 17:00（夜間、工事休止
日は開放）
■規制内容　①車両通行止め（歩行者・
自転車通行可）、②車両片側交互通行、
③歩道規制、④全面通行止

■工事期間　８月上旬〜２月下旬（予
定）8:30 〜 17:00

（夜間、工事休止日は開放）
■規制内容　①車両通行止め（歩行者
･ 自転車通行可）②車両片側交互通行

下水道建設課　☎ 25-3148

■下水道工事（椿地区）

通行規制にご協力を！

ツインシネマ
○名探偵コナン　ゼロの執行人　　～８/17
○オーバー ドライブ　　～8/10
○映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ 拉麺大乱　　8/4 ～ 31
○万引き家族　　8/11 ～

萩ツインシネマ　☎ 26-6705　【24 時間上映案内】☎ 26-6706
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慶 弔 だ よ り

　６月 30 日、県内の離島で暮らす青壮年が集う「山口県離島青年会議」が見
島で開催され、離島住民や行政関係者約 130 人が参加しました。
　「離島振興は離島青年自らの手で」を合い言葉に始まった離島青年会議です
が、現在も開催されているのは山口県だけとなり、今年は 50 回の節目の開催
となりました。

「第50回 山口県離島青年会議in見島」
が開催されました！

～離島振興は離島青年自らの手で～

問い合わせ 地域づくり推進課　☎25-3356

　記念式典後の全体会議では、県内の離島の参加者から各
島の現状について報告の後、意見交換も行われ、地域を超
えた連携の強化や島民同士の交流も図られました。
　最後に、山口県離島青年推進員連絡協議会会長の谷

た に の
野

典
のりひで

秀さん（相島）が青年会議決意表明を力強く述べ、会議
を終了しました。

人口／48,049人（前月比−72）　男／22,165人（前月比ー25） 　女／25,884人（前月比ー47）
世帯数／23,591世帯（前月比ー8） 　出生／13人　死亡／59人　（平成30年6月末日）人の動き
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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？

ニンニン・忍者展
～忍びの学び！ニンジャ道場～防府

　忍者屋敷体験、手裏剣などの修行道場、
科学的な視点で考える忍者道場などで頭
と体を鍛え現代の忍者をめざそう！！
とき　8月7日㊋〜9月9日㊐
9：30〜17：00 （入場は16：30まで）
料金　小中学生 200円、高校生以上
300円、忍者屋敷入場料　小学生以
上 200円

 防府市青少年科学館（ソラール）
　☎ 0835-26-5050

　「音のにちはら」とも称される「に
ちはら鮎まつり花火大会」。清流高
津川の河畔から約 2500 発の花火
が打上げられると、水面はきらめ
き、山々にこだまする轟音が臨場感
を後押します。
とき　８月15 日㊌ 20:00 〜
ところ　津和野町日原旭橋周辺

 津和野町商工観光課
　☎ 0856-72-0652

にちはら鮎まつり花火大会津和野

美祢
　８日間限定で、秋吉台サファリラン
ドが夜間開園します。昼間とは違う動
物の生態が観察できます。
入園料　大人 2,400 円、4 歳〜小学
生 1,400 円、65 歳以上 2,100 円
とき　８月４日㊏、11日㊗〜14日㊋、18
日㊏、25日㊏、９月１日㊏ 18：30〜20：
30（受付は17：30〜19：30）荒天中止

 秋吉台サファリランド
　☎ 08396-2-1000

ナイトサファリ

　フラダンスなどのステージショー、
食めぐり＆グルメフェス、お肉＆世界
のビールまつり、こども工務店などの
体験博覧会、素敵な景品がもらえる参
加型イベントや遊園地夜間営業など、
楽しいイベントが盛りだくさん。
とき　８月25日㊏ 12:00〜21:00
ところ　ときわ遊園地ほか

 宇部市ときわ公園課
　☎ 0836-54-0551

宇部

　約 600 年前から続くまつりで、竹
につけたちょうちん飾りが、山口の
街を紅く染めます。また、ちょう
ちん山笠の巡業等が行われ、山口
の夏の風物詩になっています。
とき　８月６日㊊、７日㊋ 18：00〜 22：00
ところ　山口市中心商店街、山口駅通
り、パークロードほか

山口市ふるさとまつり実行委員会
　☎ 083-932-3456

山口 山口七夕ちょうちんまつり

おのだ七夕祭り2018
～この想い、その先へ～

　元ホワイトベリーの前田有
ゆ き

嬉のライ
ブが決定。みんなで一緒に『夏祭り』
を歌おう ! その他、歌・ダンス等の
ステージイベント、オペラのライブ、
七夕浴衣コンテスト（当日飛入り参
加可）を開催。フィナーレには花火 !
とき　８ 月11日㊗ 18:00〜21:00
 （雨天時は 12 日㊐に延期）
ところ　小野田運動広場

小野田商工会議所 ☎0836-84-4111

山陽小野田

いつもはそのままお弁当に入れるミニトマトにひと工
夫。たっぷりのごまとごま油のダブル使いで、簡単ごま
和えのできあがり。

トマトのごま和え

【材料】４人分
ミニトマト････････16コ
A 黒ごま･･･････大さじ２
Aしょうゆ･･･大さじ１/2
A 砂糖･････････小さじ1
Aごま油･･･････小さじ１

１人当たり　エネルギー 26kcal　食塩相当量 0.8g　
※通常のごま和えの食塩相当量は約1.0gです。

その拾

１．ミニトマトはヘタを除き、半分に切る。
２．Ａの黒ごまをよくすり、ほかの調味料と合わせて和
　　え衣にする。
３． ２. に１. のミニトマトを和える。

　みなさんは、お昼ごはんに何を食べますか？お弁当はいろいろな
おかずが入っていて嬉しいですね。そんなお弁当の栄養バランスが、
ひと目でわかる方法があるんです！
★理想は、主食３：主菜１：副菜２
　あなたのお弁当箱を想像してください。お弁当箱の半分はごはん

（主食）を入れます。“節塩”の面からも味のついていない白飯が良
いですね。そして、残り半分のスペースのおかずは、肉などの主菜
が１に対して、野菜などの副菜が２、がベストバランスです。
　あなたが食べるお弁当のバランスはどうですか？ぜひ、お弁当を
作るときや買うときの参考にしてください。“せっかく買うならバラ
ンスが良い弁当”がおすすめです。副菜が少ないお弁当が多いので、

◎１日の食塩摂取目標量は、男性８g 未満、女性７g 未満 です

ひとつ足すなら
野菜の入ったも
のを選んでくだ
さいね。 クックパッドにレシピ掲載中  https://cookpad.com/kitchen/16520661

“お弁当”は、３：１：２がベストバランス！

宇部ＪＣ×ときわ公園
サマーフェスタ2018
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1水

萩夏まつり（～３日）　 特別展「深海魚大行進」（～9/2）/萩博物館/9:00～
●フランス宮廷の磁器 セーヴル 創造の３００年（～9/24）/県立萩美術館・浦上記念館/9:00～
●萩・日本海大花火大会/萩商港、菊ケ浜沖/20：00～
●あさひっ子 ひまわり教室（〜31日）/明木図書館/10:00〜　●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜
日）/児童館/10:00〜　●夏休み特別！まなぼう館でレッツチャレンジ！（８日、22日、29日）/須佐図
書館/10:00〜　●夏休みの工作/明木図書館/10:30〜　

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

2木

●萩商工会議所青年部創立50周年パレード・東京ディズニーリゾート35周年スペシャルパレード/
江向中央通り/18:00～
●ピヨピヨ「おまつりごっこ」/児童館/10:30〜
●栄養相談日・健康相談日(要予約）/萩市保健センター/9:00〜　
●椿東健康づくり教室/椿東小地域ふれあいセンター/13:30〜 

外科
内科

萩市民（25-1200）
全真会（22-4106）

3金

●おはなしの森(毎週月・金曜日、13日休み）/子ども図書館/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

かわかみ（21-7538）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

4土 ●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

萩むらた（25-9170）
波多野（25-2788）

5日
●萩市健康フェア2018～ぶち楽しい！夏の笑ん日～/市民館/9:30～
●第３回ぺーパークラフト/萩図書館/13:30〜

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

6月
●萩七夕まつり（～７日）/田町商店街アーケード/18:00～
●川上運動教室/川上保健センター/9:30〜

外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

7火

●萩まちづくりセッション（明倫）/サンライフ萩/19:00～
●おもちゃ図書館開館日（21日、28日）/からふる/10:00〜　●講演会「『千年の田んぼ』の著者が語る
見島に秘められた古代の謎を追いかけて」／萩図書館／14：00〜　
●萩市健康体操教室/小川交流センター/9:30〜　●こころの相談日（要予約、第1・3火曜日）/萩市保
健センター/10:00〜　●３歳児健康診査/萩市保健センター/13:00〜　●むつみ楽しく体を動かす
会/むつみ農村環境改善センター/13:30〜 

外科
内科

玉木（22-0030）
藤原（22-0781）

8水

●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00〜　●たべものやさんごっこ/明木図書館/10:30〜
●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」(22日）/萩図書館/17:00〜　
●弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30〜　●乳幼児相談/旭マルチメディアセンター/10:00〜　
●乳児相談（要予約）/むつみ農村環境改善センター/10:00〜

外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

9木 ●福栄楽しく体を動かす会/福栄保健センター/13:30〜 外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

10金

●萩まちづくりセッション（相島）/相島小・中学校/19:00～
●だんすダンス！（24日）/児童館/19:00〜
●人権相談/川上総合事務所/9:30〜　●行政相談/旭活性化センター/10:00〜　●消費生活無料
法律相談/萩総合福祉センター/10:00〜　●まちの保健室健康相談/須佐郵便局/10:00〜

外科
内科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206）

11土

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）

12日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

13月
萩万灯会（迎え火）/大照院/19:30～　●金谷神社「幽玄の世界」/金谷神社/19:00～

●行政相談/川上公民館/13:30〜
外科
内科

都志見（22-2811）
中坪（22-5430）

14火 ●人権・行政・公証相談/市役所/10:00〜 外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

15水

萩万灯会（送り火）/東光寺/19:30～　●木間風鎮祭/若宮神社/18:30～
●としょかん通信をつくろう/明木図書館/10:30〜
●健康・栄養相談/市役所ロビー/11:00〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
みやうち（25-2500）

8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木

●行政相談/むつみコミュニティセンター・むつみ農村環境改善センター/10:00〜、13:00〜　
●こころの相談日（要予約・第3・5木曜日）/萩市保健センター/13:30〜　
●浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30〜 

外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

17金
●行政相談/福栄農業担い手育成センター/9:00〜　●エアロビクス教室/田万川交流センター
/10:00〜　●三見ソナタ/三見公民館/13:30〜　

外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

18土
●萩まちづくりセッション（大島）/大島公民館/19:00～
●工作教室（20・21日）/児童館/10:00〜

外科
内科

田町（24-1234）
藤原（22-0781）

19日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08388-8-2311）

20月
●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～
●御許町健康教室/御許町公会堂/13:30〜　●弥富ウエルネス教室/弥富公民館/9:30〜

外科
内科

兼田（22-1113）
波多野（25-2788）

21火
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00〜　
●すくすく学級・相談会/須佐保健センター/10:00〜　●３歳児健康診査/萩市保健センター/13:00〜

外科
内科

都志見（22-2811）
中嶋（22-2206）

22水

●国際交流員の英国文化講座/萩図書館/10:00〜　●「草の芽」のこわ〜いおはなし会/明木図書館
/10:30〜　●国際交流員の英語であそぼ/子ども図書館/16:00〜　
●無料法律相談/市役所/10:00〜　●新・健康ちょ筋教室/田万川コミュニティセンター/10:00〜　
●１歳６か月児健康診査/萩市保健センター/13:00〜　　 

外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

23木

●子育て相談/児童館/10:30〜
●堀内健康教室/堀内公会堂/13:30〜　●みんなの健康運動教室/須佐保健センター/13:30〜
●第３回健康づくり教室/むつみ農村環境改善センター/9:30〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
中坪（22-5430）

24金 ●朝ごはんメニューコンテスト受賞レシピの試食会/JAファーマーズマーケット/10：00〜 外科
内科

萩むらた（25-9170）
わたぬき（25-2020）

25土

萩市長杯カヌーあぶ川大会/阿武川特設カヌー競技場/10:05～
●たまがわ夏まつり/江崎漁港弁天公園周辺/17:30～
●みんなでミュージック/児童館/13:30〜　●卓球教室/児童館/10:00〜

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

26日
●カヌースラロームジャパンカップ キョクヨーシリーズ第６戦・カヌーワイルドウォータージャパン
カップ第６戦/阿武川特設カヌー競技場/8:55～

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）

27月
外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

28火

●親子遊び「ぽっぽの会」/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/旭活性化センター/10:00〜

外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

29水
外科
内科

都志見（22-2811）
全真会（22-4106）

30木
外科
内科

玉木（22-0030）
波多野（25-2788）

31金
外科
内科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206）

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、13日
㊊〜16日㊍までは、8:00〜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、3日、22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、
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市内の児童クラブや社会福祉団体などによる多数
の七夕飾りで商店街を彩ります。

田町商店街振興組合連合会　☎ 26-2201

８月６日㊊～7日㊋ 18:00～21:00

田町商店街

萩・七夕まつり

萩のおでかけ情報

神代の舞奉納、神楽舞
披露、木間豆腐等の特産
品販売など
■送迎バスの運行
     ( 片道 100 円）

【行き】18:00 
          市役所駐車場発

【帰り】21:00
          木間若宮神社発

８月15日㊌ 18:00～21:00
若宮神社

木間風
ふうちんさい

鎮祭

８月４日㊏～26日㊐の間の㊏㊐のみ 9:30～16:30
萩・明倫学舎２号館

　萩・明倫学舎２号館の幕末ミュージ
アムには、佐久間象

しょうざん
山型のエレキテ

ルを展示しています。この型のエレキ
テルは、国内初の電気器械です。
　この仕組みを再現した幕末のエレキ
テルを用意しましたので、実際に触っ
て体感してみませんか。

２号館の入場料が必要（大人 300 円、高校生 200 円、小中学生 100 円）
不要
NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

東光寺　☎ 26-1052

大照院

萩・万灯会

■臨時バス（片道 100 円）
【行き】越ケ浜（19:00 発） ⇒東萩駅⇒萩バスセンター⇒市役所前
　　　  ⇒大照院入口（19:25 着）

【帰り】大照院入口（20:30 発）⇒市役所前⇒萩バスセンター
　　　  ⇒東萩駅⇒越ケ浜（20:57 着）
※各１便運行

萩市観光協会　☎ 25-1750

　毛利氏の菩
ぼ だ い じ

提寺である大照院、東光寺で、それぞれ 500 基を越え
る石灯籠にろうそくの火が灯

とも
され、幻想的な世界を創り出します。

迎え火 ８月13日㊊
19:30～22:00

送り火 ８月15日㊌
19:30～21:30

東光寺

萩・明倫学舎
幕末のエレキテル体験

高杉晋作も試した !?

佐久間象山型のエレキテル

紙芝居や影絵を使ったお話
４歳以上〜小学３年生

※お子さんだけの参加も可
ジョイントネット萩「草の芽」
不要
NPO 萩明倫学舎

　☎ 21-0304

８月19日㊐ 10:00～、14:00～

萩・明倫学舎本館

怖いはなし
萩・明倫学舎 夏の課外授業

怖さレベルは２種類 !

※送迎バスは、８月 10 日㊎までに要予約
観光課　☎ 25-3139
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■20:00 頃〜江崎湾の夜空に約3,000 発の
花火

今年で20 回目を迎える毎年恒例の田万川
地域の夏まつり。ビンゴゲームや山口県警察
音楽隊のステージなどを開催。

たまがわ夏まつり実行委員会
田万川総合事務所内　☎ 08387-2-0300

８月25日㊏ 17:00～

江崎漁港 弁天公園周辺

たまがわ夏まつり

※悪天候の場合は、花火のみ 26 日㊐に順延

８月25日㊏

阿武川特設カヌー競技場（萩阿武川温泉公園そば）

カヌ―ジャパンカップ
　萩市在住の選手を含め日本カヌー界トップクラスの選手が多数参加します。
地元選手への応援を含め、是非ご観覧ください。

10:05 ～ 15:35　スラローム・ワイルドウォーター競技
16:00 ～ 16:20　表彰式

８月26日㊐   8:55 ～ 15:50　スラローム・ワイルドウォーター競技
16:30 ～ 16:50　表彰式・閉会式

萩市長杯カヌーあぶ川大会

カヌースラロームジャパンカップ キョクヨーシリーズ第６戦
カヌーワイルドウォータージャパンカップ第６戦

■主催　日本カヌー連盟、
カヌー競技全国大会萩市実行委員会

山口県カヌー協会（吉村）
　☎ 090-3379-9639

各地区・地域の盆踊り大会
日　程 地　区

８月 12 日㊐ 河添、後小畑

８月 13 日㊊ 江崎、京
きょうば

場、見島本村

８月 14 日㊋ 見島本村、見島宇津、中小畑、沖原、大島、むつみふれあい盆踊り花火大会、弥富、鈴野川、明木
地区ふるさと祭り、ささなみふるさとまつり、福川、紫福

８月 15 日㊌ 江向１区、大屋、玉江浦全区、三見浦、大井湊、大井浦、川上、須佐、小川地区夏まつり、平
ひらわらび

蕨

８月 16 日㊍ 玉江、三見

８月 25 日㊏ 平原・横
よこがい

貝、平安古

文化・生涯学習課　☎ 25-3590

とき

　300 年近くにおよぶセーヴル磁器の創造の
歴史を18 世紀、19 世紀、アール・ヌーヴォー
とアール・デコの20 世紀、現代と、各時期を代
表するセーヴル作品を通して紹介します。

県立萩美術館・浦上記念館　☎24-2400

開催中～９月 24 日㊊

８月11日㊏　9：00〜16：30
エントランスロビーほか
高
たかしげ

重翔
しょう

マジックショー、モイストポプリ
を作るワークショップのほか、段ボール迷
路や万華鏡・うちわ・缶バッジを作るコー
ナーなど盛りだくさんのイベントを開催。

無料
一部のイベントは事前申込が必要。詳しく

は、ホームページ・チラシをご覧ください。
■県立萩美術館・浦上記念館ホームページ
http://www.hum.pref.yamaguchi.
lg.jp/
■主催　萩美まちなか交流実行委員会

関連イベント

Photo ⒸRMN-Grand 
Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique)/ Martine Beck-
Coppola / distributed by 
AMF

ポプリ壺「エベール」
1757年
セーヴル陶磁都市所蔵

◆ギャラリー・ツアー
会期中の毎週㊐

　11:00〜12:00
本館２階展示室
担当学芸員による展示品解説
不要（要観覧券）

Photo ⒸRMN-Grand Palais 
( S è v r e s ,  C i t é  d e  l a 
céramique) / 
Martine Beck-Coppola / 
distributed by AMF

ポプリ壺
「ポンパドゥール」　
1753年
セーヴル陶磁都市所蔵

フランス宮廷の磁器

セーヴル
創造の300年

◆特別展示観覧料
一般1,200円、70歳以上・学生1,000円、18歳以下は無料

アート・フェスティバル 2018

８月６日㊊、８月20日㊊、９月10日㊊は休館
9:00〜17:00（入場は16：30まで）
毎週㊎と８月２日㊍は19:00まで開館（入場は18：30まで）



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

8 月 11 日㊏、８月 18 日㊏
　18:00 ～ 21:00（入館は20:30まで）
※昼の部終了後、一旦、入口を閉鎖します。
■入場は博物館東口（博物館前駐車場横）から。
　整理券を配布。来館者の駐車場料金は無料

料金：通常通り
■ソフトクリームなどの販売やミュージアムショッ
プもオープンします！

特 別 展萩 博 物 館

深海魚大行進

あと２回開催！
ナイトミュージアム

開催中
～９月２日㊐

■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

萩博物館　☎ 25-6447問い合わせ

　好評開催中の「深海魚大行進」は、萩博物館と東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム
から合計約 300 種・約 3000 点を一挙公開する日本最大級の深海魚標本展です。
　この展示を見てもっと深海魚に興味を持ち、見るだけでなくプロの研究者のような特別体験をしたいと
いう意欲をもった小学３年～中学３年の皆さんへ、★とっておきのチャンス★があります。

東京海洋大学 Dr.MOTEKI と貴重体験！
「深海のプレデター」解剖リサーチ

ベンテンウオ

　会場には、1,000 万の山口県の花が咲き誇り、個性豊かな８つ
のゾーンでさまざま魅力が体感できるようにしました。子どもの育
ちを支える遊び空間づくりなど、公園の新しい利活用を開発、発信
し、未来公園の可能性を提案します。

「開会式／内覧会」の一般招待者を募集します！（300 人）

問い合わせ 「山口ゆめ花博」事務局　☎083-933-4805
（第35 回全国都市緑化やまぐちフェア実行委員会事務局）

開催日時
開会式　平成 30 年９月 13 日㊍ 10:00 ～ 11:00（開幕前日）
内覧会　開会式終了後～ 15:00（自由見学）

申込み方法
８月 13 日㊊までに必要事項を記入のうえ、
ハガキまたは FAX により応募してください。
※応募チラシは、県総合庁舎や各市町本庁舎等に設置。
　山口ゆめ花博のホームページからもタウンロード可。

屋外 PR ブース　萩市の特産品販売や観光 PR
屋外ステージ　13:00 ～ 17:00
大板山たたら太鼓、萩光塩学院書道パフォーマンス、創作

ミュージカル「SHOWIN」、萩民踊「男なら」など
前売入場券販売窓口

萩市役所観光課、各総合事務所、支所・出張所、萩博物館、萩・
明倫学舎　※平日のみの販売になります。

９月 15 日㊏は萩市の市町デー
皆さんのご来場をお待ちしています！

種類 価格 備考

普通入場券
大人 900 円 開催日からは 1,200 円

高校生 600 円 〃 800 円
小・中学生 500 円 〃 600 円

パスポート券
大人 2,400 円 〃 3,000 円

高校生 1,600 円 〃 2,000 円
小・中学生 1,200 円 〃 1,500 円

※未就学児、幼児は無料となります。

2018 年９月 14 日㊎～ 11 月４日㊐　52 日間
山口きらら博記念公園（山口市阿知須）

観光課　☎ 25-3160

✿前売入場券の種類メインキャラクター
やまりん

サポートキャラクター
ちょるる

東京海洋大学の船が、日本近海やインド洋で漁獲した獰猛な大型
深海魚（冷凍標本）の解剖に挑戦！
　東京海洋大学魚類学研究室の茂

も て き
木准教授の指導のもと、体の仕組

みや胃の中などを観察します。
　運がよければ、胃の中から珍しい深海魚が見つかるかも !?

８月 25 日㊏ 10:00 ～、13:00 ～、15:30 ～（各回１時間程度）
萩博物館講座室
本展を観覧した小学３年～中学３年生（小学生以下は保護者同伴。

保護者１人につき小学生以下２人まで）
各回、お子さん 18 人とその保護者（応募多数の場合は抽選）
展示会場出口の応募用紙に記入し、８月 10日（金）までに、往復

ハガキに貼りつけて郵送
※開催日の５～７日前に抽選の当否を連絡します。
■申込先　〒 758-0057　山口県萩市堀内 355　
　　　　　萩博物館内「解剖リサーチ係」


