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萩と明治維新
　今から遡ること 150 年前、高い志を持ち、果敢に行動した日本人の手
によって、新しい時代が切り拓かれました。

ここ萩市は、近代日本の礎を築いた多くの人材を輩出したまちであり、
「明治維新胎動の地」といわれています。

◎萩・明治維新の動き (1863 年〜明治改元）
元号（西暦） 月　日 主 な で き ご と

文久３年
（1863 年）

５月10日 〔攘夷決行〕下関海峡において、アメリカの商船を砲撃する。同月 23 日にはフランスの通報艦、
同月 26 日にはオランダ軍艦を砲撃する。

５月12日 〔長州ファイブ密航留学〕志道聞多（井上馨）・山尾庸三・野村弥吉（井上勝）・伊藤俊輔（博文）・
遠藤謹助は英国に密航留学する。

６月7日 〔奇兵隊結成〕高杉晋作が奇兵隊を結成し、初代総督となる。

６月９日 〔女台場完成〕菊ヶ浜に土塁の築造を命ずる。6 月 25 日に着工し、9 月 1 日にほぼ完成する。女
台場（おなごだいば）という。

８月18日
〔八月十八日の政変〕会津藩・薩摩藩を中心とした公武合体派がクーデターを起こし、長州藩は京
都堺町御門警護の任を解かれ、三条実美ら七卿も罷免されて長州に走る。世にこれを七卿落ちと
いう。

元治元年
（1864 年）

６月５日 〔池田屋の変〕京都池田屋の変で吉田稔麿（24 歳）が死去する。

７月19日 〔禁門の変〕禁門の変（蛤御門の変）が起こり、長州軍は敗れる。久坂玄瑞（25 歳）、入江九一（28
歳）などが戦死・自刃する。この年、松下村塾「四天王」のうち３人が死去する。

７月24日 〔第一次長州出兵〕勅命が下り、幕府は長州藩追討を諸侯に命令する。

８月５日 〔下関戦争〕英・米・仏・蘭の四カ国連合艦隊が下関を砲撃し、長州藩兵はこれに対して 3 日間
にわたり応戦する。

12月16日 〔晋作挙兵〕高杉晋作が下関（赤間関）で挙兵する。

元治２年
慶応元年

（1865 年）
※ 4 月改元

1月6日
〔大田・絵堂の戦い〕前年に高杉晋作が下関で挙兵し、諸隊は美祢郡（現美祢市）に進軍。1 月 6
日夜半、美祢郡中央に位置する大田や絵堂を戦場にわずか 10 日間で藩政府軍を打ち破った。元
治の内

ないこう
訌ともよばれる。

２月２日 〔藩論統一〕萩藩主毛利敬親は、幕府に対しては恭順を旨とするが、藩内においては富国強兵・武
備の充実に努めるという、武備恭順の方針に藩論を統一する。

４月12日 〔第二次長州出兵〕幕府は長州再征を命ずる。

慶応２年
（1866 年）

１月21日 〔薩長同盟〕木戸孝允は西郷隆盛らと会議して長州藩と薩摩藩の政治的・軍事的同盟の締結を行う。

６月７日 〔四境戦争〕2 月 12 日幕府軍は四境を包囲しようとする。毛利敬親は、諸臣に抗幕戦の準備を命
ずる。6 月 7 日幕府軍が進撃し大島口で戦いの口火が切られ、四境戦争が始まる。

慶応３年
（1867 年）

４月14日 〔高杉晋作没〕高杉晋作（29 歳）が馬関で病死する。
12月９日 〔王政復古〕江戸幕府を廃絶し、摂政・関白等の廃止と三職の設置による新政府の樹立を宣言する。

慶応４年
明治元年

（1868 年）
※10月改元

１月３日 〔戊辰戦争〕長州藩・薩摩藩を中核とした新政府軍と旧幕府軍の戦い。１月３日の鳥羽・伏見の
戦いから始まり、明治２年５月 18 日函館戦争において旧幕府軍が降伏し終結する。

３月14日 〔五箇条の御誓文〕明治天皇が示した明治政府の基本方針。
9 月 8 日

（新暦10月23日）
〔明治維新〕
明治天皇即位。改元の詔書が出される。

明治維新は、江戸幕府が支配する封建体制を倒して近代国家
を造った壮大な変革です。この萩には、その足跡が今もなお残
されており、後世に語り継ぐべき物語があります。

その物語をひも解き、次の世代に伝えていくこと、そして、
この明治維新 150 年を機に、先人の志や行動力に思いを馳せ、
現在、我が国が直面している人口減少問題の克服など、困難に
立ち向かい、積極果敢に挑戦し、将来の萩、引いては日本につ
いて考えていくことが、私たちに課せられた使命ではないでし
ょうか。

明治維新胎動の地碑（松陰神社）

松陰神社
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　９月20日、萩市および阿武町全域と山口市阿東地
域をエリアとする萩ジオパークが日本ジオパークに認
定されました。多くの報道陣が見守る中、日本ジオパー
クネットワーク事務局からの速報を受けたのち、関係
者や市民の方々と喜びを分かち合いました。
　今後もこれまで以上に大地の遺産をいかした活動を
展開し、持続的な地域づくりに取り組んでまいります。

２ 萩と明治維新
４ 萩・明治維新 150 年記念式典　
５ 萩・明治維新 150 年記念「萩・食の祭典」
７ 祝・日本ジオパーク認定
８ イージス・アショアへの対応
13 学校紹介（萩光塩学院）
14 地域おこし協力隊「活動報告会」「９月着任隊員の紹介」
18 情報案内板
26 慶弔だより
30 おでかけ情報

表紙

目次

◎萩・明治維新のキーワード

　松陰は「坤
こ ん よ ず し き

輿図識」を
愛読し、世界情勢を熱心
に研究しました。嘉永６

（1853）年、江戸に出
た松陰は、ペリー来航に
遭遇します。
　西洋兵学を実地に究
めることの必要性を痛
感した松陰は、翌安政元

（1854）年３月ペリー艦
隊へ乗り込み、密航を計
ろうとしました。しかし、

吉田松陰！ 長州ファイブ！
　文久３（1863）
年５月 12 日、５
人の若者が、横浜
から船に乗り込
み、日本をあとに
し、「生きた器械」
となるべく、ロン
ドンに渡りまし
た。
　のちに、外務大
臣や大蔵大臣を歴
任した井上馨、近
代的造幣技術を確
立した遠藤謹助、
工業の発展と教育
に尽力した山尾庸

奇兵隊！
　藩主毛利敬親は、高杉晋作を呼
び、外国への対策を命じました。
高杉は下関へ赴き、奇兵隊を結成。
奇兵隊は、有志で結成する、実力
主義の軍隊でした。
　奇兵隊は、兵士は努力すれば誰で
も隊長になれるという自覚のもと
に訓練に励むことができました。こ
うして、庶民を含む全階層の活力が
引き出されていったのです。

薩長同盟！
　第二次長州出兵により、幕府との決戦が予想される中、長州
藩では、木戸孝允が政治や軍の改革に取り組みます。
　その中で薩摩藩との提携を求め、坂本龍馬のあっせんもあっ
て、慶応２（1866）年１月 21 日、薩長同盟が結ばれました。

未遂に終わり、萩の野山獄に投じられました。
　その後、実家の杉家に幽囚され、近隣の子弟に講義を始め、
松下村塾を主宰した松陰は、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文な
ど、多くの人材を育てました。
　安政５（1858）年、幕府はアメリカとの通商条約締結の動
きを見せる中、松陰は幕府の対外政策を厳しく批判します。まず
は開港を拒絶し、その間に海外に出て実力を蓄え、その後に日本
から主体的に開港すべきとしました。
　幕府は反対派への弾圧を強め、松陰はこれを厳しく批判。翌
安政６（1859）年 10 月、処刑されました。

四境戦争！
　幕府は再び長州を攻撃し、慶応２年６月から大島口、芸州口、
石州口、小倉口の４つの国境において、戦争が繰り広げられま
した。
　圧倒的な兵力と軍事力を持つ征長軍に対し、長州藩は西洋式
戦法に習熟し、それを十分に使いこなし、四境戦争に勝利しま
した。
　四境戦争に敗退した幕府の権威は失墜し、幕府は終焉を迎え
ることになります。

三、初代内閣総理大臣の伊藤博文、そして、生涯を鉄道に捧
げた井上勝の５人、「長州ファイブ」です。
　５人が学んだ、名門ユニバーシティー・カレッジ・ロンド
ンには、「薩摩スチューデント」とともに、彼らの功績を称
えた記念碑が建てられています。

日本ジオパーク
認定決定！
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萩・明治維新１５０年記念式典 10月23日

◎関連企画

　明治維新150 年の節目の年にあたり、近代日本の扉を開いた先達たちの歴
史をひもとき、維新の精神を風化させることなく、幕末・維新の萩物語を将来
につなげていくとともに、萩の魅力を広く市内外に情報発信するため、150
年前の明治改元の日に合わせ、「萩・明治維新150 年記念式典」を開催します。

■とき　10 月 23 日㊋　10:00 〜 11:30
■ところ　市民館大ホール
■参加予定者　国、山口県、姉妹都市・友好都市、県内自治体、幕末明治
維新の志士たちのご子孫、萩ふるさと大使、萩・魅力ＰＲ大使ほか
■内容（予定）　アトラクション、幕末明治の歴史解説、「志」作文の表彰・
優秀作品発表など
■申込方法　10 月 12 日㊎までに参加される方の氏名・住所を企画政策
課へメール（kikaku@city.hagi.lg.jp）または、電話（25-3102）。後日、
入場整理券を送付します。

　市内の小中学生が幕末の志士をテーマに制作したモザイク
アートを萩市民館で展示。

モザイクアート展

　10 月 22 日・23 日の午後、萩体験ツアーを実施。
エクスカーション（体験型見学会）

◎萩・明治維新 150 年記念歓迎　
　レセプション
　記念式典前日の 10 月 22 日
18:00 から、歓迎レセプショ
ンを開催します。
　あわせて、記念漫画「長州フ
ァイブ（作画 : 萩ふるさと大使
　桐

きりき けんいち
木憲一さん）の完成披露会

を開催します。

◎明治維新 150 年特別記念講演
　京都大学 iPS 細胞研究所所長　山中伸

し ん や
弥教授による萩・

明治維新 150 年特別講演を実施します。
■とき　10 月 23 日㊋　17：00 〜 18：30
■ところ　市民館大ホール
※申し込みは終了しています。

　記念式典開催にあたり市役所西側通路（市民館南側）
からの車両の進入および駐車場の使用はできません。
　大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほど
よろしくお願いします。
とき　10 月 23 日㊋　8:30 〜 13:00
ところ　市役所西側（市民館南側）通路・駐車場

市役所西側通路（市民館南側）の
通行規制

　海外渡航は死罪。そんな江戸時代後期に長州藩の若き 5 人
のサムライが、日本よりはるかに進んだイギリスの文化や技
術を学び“生きた器械（技術者）”となるべく命がけの密航留
学を果たします。山尾庸

ようぞう
三、井上馨

かおる
、伊藤博文、井上勝、遠藤

謹
きんすけ

介・・・彼らは後にこう呼ばれました、“ 長州ファイブ ”と。

◎記念漫画「長州ファイブ」

監修：三宅紹
つぐのぶ 

宣
まんが執筆：桐

きりきけんいち
木憲一

製作：萩・明治維新 150 年記念
事業実行委員会
編集：株式会社 学研プラス
販売価格：980 円（消費税等別）
私家版：1500 部、ISBN 版1500 部
販売場所：萩・明倫学舎ほか
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萩・食の祭典 10月20日～11月11日
◎萩食談 萩の食を堪能しながら、歴史や自然など萩ならではのテーマでゲストにお話しいただくトークショー

　萩城下町と着物と萩焼など萩
のキレイと萩の食についてお話
しいただきます。
と き　10 月 21 日 ㊐ 15:00
〜 16:30
ところ　北門屋敷
定員　70 人程度
参加料　5,000 円
ゲスト　中村江

え り こ
里子さん（元フ

ジテレビジョンアナウンサー）ほか

テーマ②「和の食卓」
　幕末明治期の偉人が食した料
理などをテーマに萩の食と歴史
についてお話しいただきます。
と き　10 月 20 日 ㊏ 15:00
〜 16:30　
ところ　萩の宿 常茂恵
定員　100 人程度
参加料　5,000 円
ゲスト　高橋英

ひ で き
樹さん（俳優）

ほか

テーマ①「偉人の食卓」

　萩の大地と食の魅力について
お話しいただきます。
と き　10 月 27 日 ㊏ 15:00
〜 16:30
ところ　口福の馳走屋「梅乃葉」
定員　70 人程度
参加料　3,000 円
ゲスト　勝

かつまた くにかず
俣州和さん（タレン

ト）ほか

テーマ③「ジオの食卓」
　開運も味方に、運命を切り拓い
てきた先人たちに思いをはせな
がら、萩食材を絡めた「開

かいうんめし
運飯」

についてお話しいただきます。
とき　11 月３日㊏ 15:00 〜
16:30
ところ　萩・明倫学舎
定員　40 人程度
参加料　3,000 円
ゲスト　ボルサリーノ関

せき
さん

（芸人）ほか

テーマ④「開運の食卓」

◎萩食祭レストラン
　期間中、萩市内の協力店舗において萩ふるさと大使であ

◎スタンプラリー
　期間中、市内協力店舗３か所で特別メニューを食事し、ス
タンプを集めると、萩の食や明治維新にまつわる賞品をプレ
ゼントします。
ステップ①　参加飲食店で、特別メニューを注文
ステップ②　チラシ（※）裏面のスタンプ欄に、オリジナ
ルスタンプを押印。
ステップ③　スタンプ（押印）が計 3 個たまった場合は、
萩の食や明治維新にまつわる賞品をプレゼント。あわせて
抽選で、萩の食材をプレゼント。
※チラシは企画政策課または参加飲食店等に設置します。

〜地球を食べる食堂〜

　企画政策課に電話、または企画政策課備え付けの参加申込書（萩・明治維新 150 年記念事業ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入のうえ、郵送または FAX でお申し込みください。萩・明治維新 150 年記念事業ホームページ内の
参加申込入力フォームからもお申し込みいただけます。
■申込先　☎ 25-3102　〒 758-8555　萩市企画政策課「萩・食の祭典」係、FAX 26-3803
※申込完了後、振込口座をお知らせします。入金完了後、お申込いただいた住所に入場整理券をお送りいたします。
※振込手数料はご本人様負担となります。窓口での支払いおよび現金書留による支払いも可能です。

■申込方法

◎協力店舗
萩暦、割烹千代、見蘭牛ダイニ
ング玄、高大、だいにんぐまめ
た、萩の宿 常茂恵、B

ブ ラ ッ ス リ ー
rasserie 

L
ラ ボ
ab、末益お食事処、維新亭、

萩本陣、萩元気食堂 奥田政行シェフ

る奥田政
ま さ ゆ き

之シェフによる助言の
もと、宇部フロンティア大学付
属香川高等学校の生徒が考えた
萩の食材を使った特別メニュー
の料理を提供します。

萩・食の祭典に関する詳細については、
萩・明治維新150年記念事業専用サイト　http://www.city.hagi.lg.jp/site/meijiishin150/　をご覧ください。

萩・明治維新150年記念事業実行委員会（企画政策課内）　
☎ 25-3102
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■とき　11 月 17 日㊏〜 18 日㊐
■内容（予定）

　萩市では、明治維新 150 年を記念した人づくり事業とし
て、「リーダーシップセミナー in 萩」を開催します。
　これは、世界で通用するグローバルリーダーの育成を推進
する一般社団法人久

ひさのじゅく
野塾の協力のもと、首都圏等の社会人・

学生とともにワークショップ等を行うものです。
　今年度２回目となるセミナー参加者を募集します。
　「志」ある皆さんのご参加をお待ちしています。

リーダーシップセミナーin萩

６月に行われた第１回開催の様子

参加者
募集！

■参加料　5,000円（交流会に参加する場合は別途4,000円）
■募集定員　40人（先着順）　
■対象者　社会人・学生
■申込　メール、電話またはFAXで企画政策課へ申込
■申込期限　11月９日㊎　
■主催　萩市、萩・明治維新 150 年記念事業実行委員会、
　一般社団法人久野塾

企画政策課　☎25-3342、FAX26-3803、メールkikaku@
city.hagi.lg.jp

日にち 内　容

11月17日
・松陰神社上田名誉宮司による講話
・ワークショップ①　（テーマ：吉田松陰のビ
ジョン「夢」、「責任」、「能力」を考える〜 partⅡ〜）
・交流会

11月18日
・ワークショップ②　（テーマ：萩市の未来を
予測しながら、萩市の「夢」、「責任」、「能力」
を考える）

うみかぜ田万川住宅入居者

募集戸数：３戸（一戸建て）
場所：下田万 2886-1（道の駅ゆとりパークたまがわ付近）
構造：木造２階建 間取り：３LDK ペット：不可
延床面積：約 84㎡ 駐車場：２区画
家賃：基準家賃４万円（※入居する子どもの人数により 
 ２〜３万円の控除あり）
敷金：入居時の家賃（控除後）の３か月分
入居時期：平成 31 年４月１日以降（２月完成予定）

◎住宅の概要

・入居時、入居者の中に小学生以下の子どもがいること        
 （母子健康手帳の交付を受けている者を含む。）
・萩市東部地域に定住し、地域活性化に貢献する意思がある者
・地方税の滞納がない者
・入居者、同居者が暴力団員でない者

◎入居申込者の資格 （次のすべてに該当すること）

①市外在住者、平成 25 年７月 28 日から平成 30 年９
　月 30 日までに萩市東部地域（須佐・田万川地域）
　に転入された方
②萩市東部地域で就労（内示を受けている方を含む）、 
　開業をされている方（見込みがある方を含む）
③入居する子どもの人数が多い方
④入居する世帯員数が多い方

◎入居者の選考 応募多数の場合は、以下の順で選考します

■募集期間　10 月１日〜 12 月 31 日
■申込方法　地域づくり推進課、または田万川総合事務所
地域振興部門に備え付けの申請書（萩市ホームページから
もダウンロードできます）に必要事項を記入のうえ、必要
書類を添付し、持参または郵送（当日消印有効）
■申し込み◦地域づくり推進課 〒 758-8555 ☎25-33
60　◦田万川総合事務所地域振興部門 〒 759-3112 萩
市大字下田万 1036  ☎08387-2-0300

平成29年４月に竣工した「うみかぜ田万川住宅」

募集！

　今回から、市民の方も申込ができるようになりました。応募多
数の場合は市外在住の方や平成 25 年の萩市東部集中豪雨災害以降
に、萩市東部地域に転入された方を中心に入居者を選考します。
※萩市議会９月定例会の議決後に実施が決定します。
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萩ジオパークが日本ジオパーク
に認定されました！

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）

平成29年４月10日、萩ジオパーク構想推進協議会の総会で平成 29
年度の認定申請見送り、30 年度以降の申請を目指すことを決定

　９月 20 日、萩市および阿武町全域と山口市阿東地域
をエリアとする萩ジオパークが日本ジオパークに認定さ
れました。

平成 28 年の認定見送りを経て、テーマを一新し、昨
年 12 月に萩ジオパーク構想基本計画・実行計画を策定
しました。この計画では、人材育成やサイトの保全、産
業振興を柱に据え、ガイド育成やジオツアーの商品化、
地域ならではの食の提供、地域産品の販売促進などの目
標を掲げ、取組を進めています。

今年４月に加盟申請を行い、５月の幕張メッセでのプ
レゼンテーション、そして７月 29 日から４日間の現地
審査を受けました。この審査を通じて、萩の大地と人の

認定までの道のりを写真で振り返ります

祝
つながりを理解し、それを楽しむたくさんの人々の熱意
と活気、そして、今や萩のジオパーク活動が地域の発展
に欠かせないものであるという心意気が、審査員をはじ
め全国のジオパーク関係者に十分に伝わったものと思い
ます。
　認定はジオパークとしてのスタートです。４年後には
再審査もあります。地球の視点で「萩らしさ」が“見
える”“伝わる”まちを目指して、一緒に頑張っていき
ましょう。
　記念行事などの詳細は次号以降でお知らせします。

平成29年12月、萩ジオパーク構想基本計画・実行計画を策定、
２月１日、ダイジェスト版を全戸配布

５月19日、幕張メッセ（千葉県）での認定申請のプレゼンを行う ７月30日～８月１日、萩市で行われた現地審査

１月14日、大地と人のつながりを学び、楽しみ方を知った人たち・
萩ジオマスター講座修了式

ジオカフェでジオパークの未来を語る
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　９月６日、山口県知事・萩市長・阿武町長の連名で要請
書を防衛省に提出しました。

◎イージス・アショアの配備に
係る適地調査に対する要請　３回目の住民説明会においても、イージス・アショアの配

備については、依然として、住民の皆さんの不安や懸念は払
拭されておらず、十分に理解が進んだ状況にはないと承知し
ています。
　一方で、適地調査はイージス・アショアについての住民の
不安や懸念が解消され、理解を進めていくために必要なもの
であることから、適地調査の実施については、やむを得ない
と考えます。
　今後も、国の責任において、適地調査の結果を踏まえ、地
域住民の安心・安全に対する不安や懸念の払拭に向けて、詳
細かつ丁寧な説明を行われるなど、時間をかけ、住民に寄り
添った対応を国に求めていきます。

◎萩市としての対応

イージス・アショアへの対応

〇 適地調査の実施前に、現地において、地域住民に調
査内容の詳細や進め方等を説明すること
〇 ボーリング調査（地質調査）の実施前に、地域住民
の立会のもと、水源の湧出量・水質調査を行うこと
〇 ボーリング調査の実施により、水源の湧出量が大幅
に減少した場合は、他の水源を確保するなどの補償を行
うこと
〇 適地調査の実施中、地域住民の声に対応するため、
防衛省職員をむつみ地域に常駐させること
〇 適地調査の実施中、調査状況について、県および地
元市町、地域住民に適宜報告・説明を行うこと 
〇 適地調査の実施後、調査結果について、県および地元
市町、地域住民に詳細で分かりやすい説明を行うこと
〇 地域住民の理解が深まる前に、適地調査から次の段
階へは進まないこと

◎要請内容（概要）

◎これまでの経緯
８月26日㊐ 萩地域で３回目の住民説明会を開催（参

加者 130人）

８月27日㊊ むつみ地域で３回目の住民説明会を開催
（参加者 139人）

８月28日㊋ 防衛省から萩市議会に対して３回目の説
明を実施

９月６日㊍
「イージス・アショアの配備に係る適地
調査に対する要請書」を山口県知事・萩
市長・阿武町長の連名で防衛省に提出

９月12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（第３回照会）」を
山口県知事・萩市長・阿武町長の連名で
防衛省に提出

※第３回住民説明会
以降を掲載

※説明会で配布した資料、防衛省に対する要望書、防衛省
からの回答書など関連資料を萩市ホームページに掲載し
ています。〔萩市ホームページ（総務課）　http://www.
city.hagi.lg.jp/soshiki/2/〕

総務課　☎ 25-3439

◎むつみ総合事務所内に防衛省の窓口が設置されました
　（10月１日～） むつみ総合事務所内の配置図

　10 月１日、防衛省が、地域住民の声に対
応するため、むつみ総合事務所内に「むつみ
現地連絡所」を設置しました。

場所　むつみ総合事務所１階　旧住民相談室
　　　（萩市大字吉部上 3191 番地 1）
　　　☎ 08388-6-0303

（注）職員の勤務時間は、原則として、平日
8:30〜17:15までとなり、職員不在の間は、
留守番電話による対応となります。
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◎第３回住民説明会における 主な質問と防衛省の回答

　イージス・アショアの配備が本当に必要なのか。質　問

　先般の米朝首脳会談により、北朝鮮が、「完全な非核化」について約束した意義は大きいと考えます。ただし、
北朝鮮が、わが国のほぼ全域を射程に収める数百発の弾道ミサイルを実戦配備している状況などを踏まえれば、
北朝鮮の核ミサイルの脅威についての基本的認識に変化はありません。
　防衛装備品は、事態が切迫してから取得しようとしても、取得までには長時間を要します。国民の命と平和
な暮らしを守ることは、政府の最も重要な責務であり、いかなる事態にも対応し得るよう、平素から必要な装
備品を整備しておくことが必要です。イージス・アショアは、契約締結後、製造から配備までに約６年間を要
することから、イージス・アショアを可及的速やかに導入できるよう必要な取組を行っていきます。

回　答

　今後、適地調査の進め方をどのようにするのか。質　問

　適地調査は、むつみ演習場にイージス・アショアを配備できるか確認するためのものです。付近の住民の方々
や、水源に影響を与えない形で本当に配備できるかを確認します。住民の皆様にしっかりと説明するという観
点から、できるだけ早く調査を進めていきたいと考えています。

回　答

　風評被害で農作物の価格が下がった場合、どういった対処をしてもらえるのか。質　問

　基本的に生活環境や農産物に何も影響がないということを確認した上で、地域経済に何か反応があった場合、
検討させていただきます。

回　答

　将来的な人体への致命的な影響について、常時監視するための仕組みが必要なのではないか。透明性を担保
してほしい。

質　問

　電磁波に関する数多くの論文が出ていること、そして、人体に影響があるという論文があることは承知して
います。世界保健機関（WHO）は、これらの様々な論文を集め、その科学的な妥当性を検証しています。わ
が国の電波防護指針は、WHO が支持している国際的なガイドラインと合致した十分な安全率が適用された
指針です。電波防護指針は科学的な根拠に基づき示された値であり、この値は電波という目に見えないものが
数値的に安全かどうかを確かめるための指標です。
　今後、電波環境調査を行い、地元の方々の住宅地等における電波の強さを数値的にお知らせし、確実に安全
だということを伝えていきたいと考えています。

回　答

　イージス・アショア配備にかかる費用は高額である。災害対策に投じたほうが良いのではないか。質　問

　災害対策については、重要施策として、当然に、しっかりとした体制で取り組んでいます。平成 30 年 7
月豪雨災害においては、防衛省、自衛隊 33,100 人体制で取り組み、最大限対応しています。
　他方、イージス・アショアについては、国民の命や平和を守るために、極めて重要な施策であり、政府とし
ても 2 基の導入を決めているところです。これを進めていくためには、住民の皆様の理解なくしては、仮に
むつみ演習場に配備してもしっかりとした任務を遂行できないと考えています。調査を行い、生活、健康に影
響がないことを説明した上で、理解を得られるように努力していきたいと考えています。

回　答
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市議会への説明（６月 18 日）

　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月から「市民ファースト〜萩まちづくりセッション〜」
を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。ぜひご参加ください。
■開催時間　19:00 〜 21:00

〜萩まちづくりセッション〜

広報課　☎25-3178

市民ファースト （10月開催分）

山城精機製作所と工場増設の協定締結

　萩市では、今年を「産業再生元年」と位置づけ、地域産
業の振興や起業・創業、企業誘致のさらなる促進に取り組
んでいます。
　株式会社山

さんじょうせいき
城精機製作所（本社：東京）では、この度、

萩市椿にある自社敷地内に工場を増設することを決定しま
した。これを受け、８月 27 日に山口県立会いのもと萩市
と工場増設に関する協定を締結しました。
　新工場は平成 31 年１月の操業開始を予定しており、全
国トップシェアである各種プラスチック「竪

たてがた
型」射

しゃしゅつ
出成

型機の設計・組み立て事業の拡大に伴い５人の新規雇用が
予定されています。

開催決定を発表した徳
とくなが さとる

永覚（公社）日本
カヌー連盟常務理事（左）と藤道市長

カヌースラローム競技「ナショナル
チーム最終選考会」を萩市で開催　
　2019 年度カヌースラローム競技のナショナルチーム
最終選考会が、萩市川上の阿武川特設カヌー競技場で開催
されることになりました。
　2020 年東京五輪の日本代表選手は、この選考会で指
定された選手 ( 男女各２種目、１種目３名以内 ) の中から
決まる予定です。日本選手にとっては東京五輪出場の登竜
門となる重要な大会になります。
　開催は平成 31 年４月 20 日㊏・21 日㊐の２日間。非
常に注目度の高い大会で、選手たちの熱戦が繰り広げられ
ます。

事業拡大で萩市の産業振興に寄与

　８月 26 日、玉江河川公園で消防団員の技術向上を目的
に中央方面団（旧萩市消防団）19 分団が参加し、萩市消
防操法大会が開催されました。各種目の１位は次のとおり。
◎基本操法：自動車の部　　　椿分団
◎基本操法：小型ポンプの部　大島分団
◎応急操法：自動車の部　　　椿東第２分団
◎応急操法：小型ポンプの部　木間分団

消防本部総務課　☎25-2780

萩市消防操法大会 結果

〔左から〕兵
ひょうぶまさとし

部匡俊 山城精機製作所代表取締役社長、坂
田和

かずひこ

彦山口県商工労働部企業立地統括監、藤道市長

小学校区 期　日 会　場
明木 10月 5日㊎ 旭マルチメディアセンター

旧福川 10月 9日㊋ 福栄保健センター
むつみ 10月12日㊎ むつみ農村環境改善センター
旧紫福 10月18日㊍ 福栄農業担い手育成センター
佐々並 10月24日㊌ 旭活性化センター
育英 10月26日㊎ 須佐文化センター
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「地域産業振興構想（案）」の
パブリックコメントを実施します！
　萩市では、市民・企業・行政等のそれぞれが役割を担いつつ、
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など、
産業振興による活力とにぎわいにあふれるまちづくりを目指し
ています。
　そこで、萩市基本ビジョンを支える柱の一つとして、「地域
産業振興構想」を策定することとしました。
　これまでに、７月に設置した産業戦略本部での議論をはじ
め、市内外の事業者等との意見交換や企業ヒアリング調査など
を行ってきました。
　これらを踏まえて、地域産業振興構想（案）を策定しました
ので、市民の皆さんからのご意見を募集します。　

■期間　10 月１日㊊〜 31 日㊌
■資料の公表　萩市ホームページ、本庁情報公開コーナー、 
産業戦略室、各総合事務所地域振興部門
■提出先　産業戦略室、各総合事務所地域振興部門
■提出方法　持参、郵送、FAX、メールにより提出
〒 758-8555　萩市産業戦略室
FAX25-3420、メール sangyou@city.hagi.lg.jp

問い合わせ 産業戦略室　☎25-3351

問い合わせ
産業戦略室　☎　25-3351
　　　　　　FAX 25-3420
メール　sangyou@city.hagi.lg.jp

旧明倫小学校３号棟・４号棟にかかる
検討状況について

　旧明倫小学校 3 号棟・4 号棟のあり方について、7 月 23 日〜 8 月 31 日に
かけて、ご意見を募集したところ、延べ 295 人（団体・グループ含む）の方々
から貴重なご意見、ご提案をいただきました。大変ありがとうございました。
　提出いただいたご意見も広く参考として、今後、運営手法、整備・運営にかか
るコストや収益性などの観点から市内部で検討を行います。
　今年度内に整備費、維持管理費（概算見込額）などを付した、建物活用、跡地
活用などの最終プラン（複数案）をお示しし、市民アンケートなどの方法により
民意を確認したうえで、総合的な判断によって市の方針を決定していきます。

中 間 報 告

旧明倫小学校

提出のあった活用案の一例

貸事務所、貸店舗、学習室、キッズルー
ム、貸スペース（個人団体の活動の場、
会議室、展示室、宿泊施設、カフェな
ど）、庁舎機能の一部移転など

建物活用の提案
外観維持および簡易な修繕、外観修
繕後に事業者等の経費負担による活
用を募集など

現状保存の提案
有料駐車場、公園、藩校遺構広場、
子どもの遊び場、跡地にコンサート
ホールの建設など

跡地活用の提案

■いただいたご意見・ご提案、提案を参考とした検討中の案のイメージ（例）など
　について、市政情報コーナー、産業戦略室窓口、各総合事務所窓口、萩市公式ホー
　ムページで閲覧できます。
■萩市公式ホームページ　https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/107/

「ひとづくり構想（案）」の
パブリックコメントを実施します！

　萩市では、市民と行政が人材育成の方向性を共有し、市民
と行政が一体となってひとづくりを推進するため、萩市基本
ビジョンを支える柱の一つとして、「ひとづくり構想」を策
定することとしました。

■期間　10 月１日㊊〜 31 日㊌
■資料の公表　萩市ホームページ、本庁情報公開コーナー、 
教育委員会、各総合事務所地域振興部門
■提出先　教育委員会、各総合事務所地域振興部門
■提出方法　持参、郵送、FAX、メールにより提出
〒 758-8555　萩市教育委員会教育政策課
FAX26-3561、メール e-soumu@city.hagi.lg.jp

問い合わせ 教育政策課　☎25-3141

ひと産業

　これまでに、７月に設置した
ひとづくり構想検討委員会で、
議論を行ってきました。
　これらを踏まえて、ひとづく
り構想（案）を策定しましたの
で、市民の皆さんからのご意見
を募集します。
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ごみ処理量の推移（平成25～29年度）

環境報告 萩市のごみ処理量の推移平成29年度
　市では「日本一ごみのないまち・萩」を目標に掲げ、ごみの減量と地域
美化を進めています。
　 平成29年度のごみの総量は、18,455tとほぼ前年並みでしたが、市
民１人１日あたりのごみの排出量は、昨年度から22g（約２％）増加し
ています。人口は減っていますが、ごみの総量は増えている状況です。

問い合わせ 環境衛生課　☎25-3146

ごみの状況

○燃やせるごみ
・昨年度より 235t 増
   （約 0.6%） 増
・収集ごみ⇒ 148t 減
・直接搬入量⇒ 383t 増

○燃やせないごみ
・昨年度に比べ５t 増
  （約 0.4%）増
・収集ごみ⇒ 57t 減少
・直接搬入量⇒ 62t 増

○資源ごみ
・昨年度より 228t 減少

○その他
  （大型ごみ、有害ごみ）
・大型ごみ⇒ 10t 減
・有害ごみ⇒７t 増

★古紙類（新聞、雑誌、段ボール等）、古布類（衣類）は、
　リサイクルが可能です。
★「燃やせるごみ」ではなく、可能な限り、「資源ごみ」
　として出すようご協力ください。

好評につき追加募集

を行います！
住まいの資金
　　　　助成事業 募集中！ 地震に強い家を

　　応援します！

問い合わせ 建築課　☎25-3693

　住宅の耐震化を促進するため、建築士を派遣して無料で耐
震診断を行います。
■対象建築物
　昭和 56 年５月 31 日以前に着工された一戸建ての木造住
宅（その後の増築がないもの）
■募集戸数　７戸（先着順）
■募集期間　12 月 14 日㊎まで

　住まいの資金助成事業について、追加募集を行います。

○新築タイプ
　10 月１日㊊〜 10 月 31 日㊌（㊏・㊐・㊗は除く。）
○リフォームタイプ
　10 月１日㊊〜 12 月 21 日㊎（㊏・㊐・㊗は除く。）
※平成 31 年３月 15 日までに完了する工事に限る。

問い合わせ 建築課　☎25-3693

　建築課に備え付けの申請用紙（萩市ホームページからもダ
ウンロード可）に記入し、必要書類（金額や工事内容が証明

申請受付期間

申請方法

できるものの写し、工事前の
写真等）を添えて提出。
　補助対象等の詳細について
は、広報はぎ４月号または、
建築課ホームページをご覧く
ださい。

無料耐震診断員派遣

耐震改修費補助
　耐震改修費の一部を補助します。
■対象建築物
　昭和 56 年５月 31 日以前に着工された一戸建ての木造住
宅で、耐震診断の結果、倒壊の危険性があるとされるもの（そ
の後の増築がないもの）
■補助率　　費用の 23％以内（上限 80 万円）
■募集戸数　２戸（先着順）
■募集期間　10 月 31 日㊌まで

　スプレー缶やカセットボンベが原因で、ごみ収集車で
火災が発生しました。これは、中身の入ったスプレー缶
が圧縮・破裂し、引火したためと考えられます。
　スプレー缶は、必ず中身を使い切って、穴を開けてから出してください。

　平成30年１月から、ペッ
トボトルのラベルも剥がし
て出していただくことに
なっています。

ご注意
ください！

【ペットボトルの出し方】 【スプレー缶の出し方】

　本来リサイクル可能なものが、燃や
せるごみや燃やせないごみとして、処
分されていると考えられます。

リサイクル率は
21.7％

○前年度より1.2ポイント減
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シリーズ155　健康ガイド
萩市民病院

医師：刀
と ね

禰　尚
たかし

専門：内科
　　　循環器科
　　　透析

　CRA症候群（Cardio Renl Anemia 
Syndrome）とは慢性心臓病、慢性腎臓
病、貧血の三者がお互いに悪影響を及ぼ
す負の連鎖を原因のいかんにかかわらず
総称した症候群を言います。（図１）

質細胞で産生されて骨髄を刺激し造血が
行われます。したがって EPO 産生が低
下すれば貧血に陥りやすくなります。わ
が国でも透析患者さんの約 80% が腎性
貧血治療のため、このホルモン剤を補充
しているのが現状です。このホルモン療
法は早期から始めることが推奨されてお
り、図２に示すように早期からの積極的
な腎性貧血治療は腎不全の進行がある程

ＣＲＡ症候群について

には貧血に伴う心拍数増加に反して酸素
供給量の低下は心機能の低下を招くこと
になります。
３）慢性腎臓病と慢性心臓病の関連
　慢性腎臓病では腎

じ ん し
糸球体という装置の

中の血流量が低下してきます。そうする
とヒトは心拍数を上昇させ、血管を締め
て血流量を保とうとします。このため血
圧が上昇し、心拍数も増え、心臓は余計に
酸素消費をして心筋はダメージを受ける
のです。臨床的には血流量が有意に低下
し始める時期に蛋白尿が増え、若干血圧
が上昇してきます。
　健康診断で尿蛋白が項目にあるのはこ
のような病態を早期発見する意図もある
のです。この時期を逃さず治療に結び付
けることが大切なのです。

「萩市地域おこし協力隊」新たに２人着任！
　萩市では、都市住民など地域外の人材を「地域おこし協力隊」（非常勤特別職）として委嘱し、萩の地域資
源を活かした活動や農山村地域での地域づくり活動に従事してもらっています。
　９月３日に委嘱状交付式が市役所で行われ、新隊員２人に藤道市長から委嘱状が手渡されました。
　それぞれ配属された地域で、新たな視点での地域振興や魅力づくりに向けて、活動を行っていきます。

■前住所地
　山口市

柏
かしたに

谷 愁
しゅう

さん

第 ４ 期 生

　以上のように慢性腎臓病、慢性心臓病、
貧血はお互いに関連しあっており、適切
な時期に適切な治療を施すことができれ
ば他の2大疾病の予後も改善し得る可能
性を秘めていることをご理解いただき、
これらの疾病で悩まれている方々の一知
識としていただければ幸いです。

　8 月 22 日に県漁協須佐支店漁村センターに
おいて「萩市地域おこし協力隊活動報告会 in
須佐」を開催しました。
　当日は市内外から多くの方にお越しいただ
き、隊員が日頃の活動の成果を報告しました。ま
た、参加者と一緒にワークショップを行い、さま
ざまなご意見や激励の言葉をいただきました。
　引き続き、地域活性化のために活動を行って
いきますので、「萩市地域おこし協力隊」への
ご支援をよろしくお願いします。

活動報告会を開催しました！

■活動内容　山口あぶトマトの生産
に関する活動
■今後の抱負
　活動内容は、トマト生産ですが、
早く地域に馴染めるように、地域活
動にも積極的に参加していきます。

■活動内容　須佐地域での観光振興
活動・地域振興活動
■今後の抱負
　須佐での活動を通して、萩市の活
性化に役立ちたいと思います。その
中で、自分の生涯をかけてやりたい
ことを見つけたいです。

■前住所地
　山口市

中野 亮
りょうや

也さん
■配属先
　むつみ地域
  （むつみ総合事務所）

■配属先
　須佐地域
  （須佐総合事務所）

問い合わせ 地域づくり推進課　☎25-3360

　早期介入することでそれぞれの疾病の
予後を改善できる可能性を秘めているこ
とから、医師に限らず、一般市民まで広く
周知されるべく啓蒙活動が行われてい
るのですが、実際には「メタボ」という言
葉は聞いたことがあってもCRAという
言葉は耳慣れないのではないかと思いま
す。
　そこで、今回はこの CRA 症候群につ
いてお話したいと思います。
１）慢性腎臓病と貧血の関連
　エリスロポエチン（EPO）と呼ばれ
るホルモンは、その大部分が腎皮質の間

度抑えられることを示しています。
２）慢性心臓病と貧血の関連
　さまざまな大規模臨床試験の解析で、
うっ血性心不全などの慢性心臓病では貧
血の存在が心不全の増悪あるいは死亡の
危険因子であることは証明されており、
合併する貧血の治療は心不全のコント
ロールにも有用とされています。理論的
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※了承をいただいた方のみ掲載しています。市内の長寿者

祝 敬 老

　萩市の65 歳以上の人口は８
月31 日現在、1 万9,982 人で、
人口に占める高齢者の割合（高
齢化率）は、41.69％です。

　また、80歳以上の人口は7,149人（14.91％）、90
歳以上の人口は1,429人（2.98％）となっています。

高齢化率は
41.69％

中村 一
いちさく

作 さん

今年度中に100歳以上、年齢は９月17日現在、敬称略。

（99歳  椿東）

　椿の花が好きで、庭木
を自分で椿に植え替えま
した。何色の花が咲くか
楽しみです。

堀 貞子 女 106歳（椿）
永久 敏江 女 106歳（椿）
坪井 燕林 男 103歳（堀内）
伊藤 敏子 女 103歳（川島）
篠原 常義 男 103歳（江向）
松浦 ユキエ 女 102歳（大井）
村上 フミ子 女 102歳（椿）
柳井田 ユリヱ 女 102歳（三見）
佐々木 ミツヨ 女 101歳（椿東）

田 朝子 女 101歳（土原）
岡 ツチヱ 女 101歳（大井）
杉山 藤子 女 101歳（吉部上）
來島 コメ 女 101歳（椿）
湯浅 潔春 男 101歳（川上）
三村 義之助 男 101歳（三見）
山本 サカ江 女 101歳（吉部上）

松尾 悦子 女 100歳（三見）
土井 ユキヱ 女 100歳（明木）
橋本 ユキ 女 100歳（須佐）
田坂 斌 男 100歳（江向）
髙松 ナミエ 女 100歳（椿）
斉藤 吉良 男 100歳（福井上）
日名内 百合子 女 100歳（江向）
波多野 タケ子 女 100歳（椿東）
藤田 靜子 女 100歳（椿東）
尾川 スマ子 女 100歳（川上）
吉村 輝子 女 100歳（高佐上）
國貞 サミ子 女 100歳（椿）
吉屋 アサコ 女 100歳（大井）
山中 吉之助 男   99歳（橋本町）
君谷 百枝 女   99歳（吉部上）
石川 雪江 女   99歳（黒川）

　敬老の日を前に９月 14 日、藤道市長が中村一作さん、永久敏江さ
ん、今本サメさんを訪問し、長寿を祝いました。
　市では敬老のお祝いとして、今年度 80 歳（傘

さんじゅ
寿）、88 歳（米

べいじゅ
寿）、

90 歳（卒
そつじゅ

寿）、100 歳以上の方に祝品等を贈呈しました。
　今年度中に萩市内で 100 歳以上となられる方は 46 人です。

永
ながひさ

久 敏
と し え

江 さん
（106歳  椿）

　百人一首が好きで、全
ての歌を覚えており、す
らすら暗唱することがで
きます。

今本 サメ さん
（99歳  浜崎）

　理容師として80 歳ま
で店に出ていました。人
の輪の中に入ることが健
康の秘訣だと思います。

中村 一作 男 99歳（椿東）
古屋 梅子 女 99歳（平安古町）
今本 サメ 女 99歳（浜崎町）
安達 ハル 女 99歳（下小川）
波多野 シズエ 女 99歳（吉部上）
平松 トメ子 女 99歳（土原）
秋山 ユキコ 女 99歳（平安古町）
中原 吉矩 男 99歳（椿東）

（９月 17 日現在）

［写真の部］

（塩屋町）
今田 信

の ぶ お
夫

全国大会出場おめでとう！
全国健康福祉祭とやま大会 （11月３日〜６日 富山県）

［ラグビーフットボール］

［後列左から］阿部 基
も と お

夫（明木）、森脇 一
か ず お

夫（椿東）
　　　　　　 村田 彰

あきら
（椿東）、横山 好

よ し の ぶ
信（川上）

［前列左から］能
の う み

美 龍
た つ お

夫（河添）、有田 良
り ょ う じ

二（椿東）  
　　　　　　 秋尾 護

まもる
（椿東）、原田 明

あきら
（椿東）

■美術展
■スポーツ

［ソフトバレーボール］

（椿東）
平井 茂

しげる

［ダンス・ラテンの部］

（大井）
樋口 武

た け お
雄

「鶚
みさご

の恋」
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全国大会出場おめでとう！ 全国大会入賞おめでとう！

（９月16日　 大阪府）

第13回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会

（７月22日〜23日 山口市）

第 64 回全日本中学校
通信陸上競技大会

　移動図書館は、図書館から遠い地域の方にも気軽に利用していただくために、市
内全域13コースを巡回しています。コース、時間帯等を前期から変更しているステー
ションがありますので、ご注意ください。

館移 動 図 書

10月〜３月後 期 萩図書館　　☎25-6355
須佐図書館　☎08387-6-5500

問い合わせ

巡回予定表

コース 曜日 ステーション・時間

1 木
（第1・3）

山田保育園
9:30〜10:00

萩幼稚園
10:50〜11:30

三見小・中学校
12:45〜13:15

三見市仁王会館
13:25〜13:45

さんみ苑
13:55〜14:20

三見保育園
14:35〜14:55

2 金
（第1・3）

萩光塩学院
幼稚園

9:30〜9:50
土原保育園

10:00〜10:30
県漁協玉江浦支店裏

駐車場
10:45〜11:05

椿西小学校
13:00〜13:35

華房堀内
13:50〜14:20

春日保育園
14:30〜14:55

3 木
（第2・4）

大井保育園
9:50〜10:15

オアシスはぎ園
10:20〜10:45

県漁協
大井湊支店

10:55〜11:20

県漁協
大井浦支店

11:30〜11:50
大井小・中学校
13:00〜13:30

越ケ浜小学校
13:50〜14:10

越ケ浜せり場
14:20〜15:05

4 金
（第2・4）

住の江保育園
9:30〜9:55

萩総合支援学校
10:10〜10:40

日の丸保育園
11:00〜11:40

椿東小学校
13:00〜13:40

椿の郷
14:30〜15:00

越ケ浜保育園
15:20〜15:50

越ケ浜中学校
16:10〜16:25

5 火
（第1・3）

佐々並小学校
10:20〜10:35

佐々並分園
10:45〜11:15

ちはるえん
13:40〜14:10

椿保育園
14:30〜15:00

福祉複合施設
つばき

15:10〜15:50

6 水
（第1・3）

あさひ保育園
9:30〜9:50

白水小学校
10:20〜10:40

川上保育園
12:55〜13:25

川上中学校
13:30〜13:55

かわかみ苑
14:05〜14:35

川上小学校
14:45〜15:15

川上公民館
15:25〜15:40

7 火
（第2・4）

椿東保育園
9:30〜10:00

むつみ保育園
11:00〜11:20

むつみ園
11:25〜11:45

むつみ中学校
13:00〜13:35

華房福栄
14:05〜14:30

福川保育園
14:40〜15:10

8 水
（第2・4）

むつみ小学校
10:00〜10:35

紫福園
11:00〜11:25

福栄小・中学校
13:10〜13:30

紫福支所
13:45〜14:00

紫福保育園
14:10〜14:35

9 月
（第3）※

大島渡船場
11:30〜11:50

大島小・中学校
12:00〜12:15

大島保育園
12:15〜12:40

田
万
川

火
（月2回）

ぬくもり
10:30〜10:45

小川交流センター
11:10〜11:25

小川分園
12:40〜12:55

小川小学校
13:00〜13:40

阿北苑
13:50〜14:05

八幡集会所
14:20〜14:35

田万川保育園
14:50〜15:05

須
佐
Ａ

水
（月2回）

すさ苑
10:30〜10:45

生活支援ハウス寿
10:50〜11:10

須佐保育園
12:45〜13:05

須佐中学校
13:10〜13:40

みやこ編物
14:00〜14:20

育英元気っ子
14:30〜14:50

弥
富

木
（月2回）

多磨小学校
10:10〜10:30

田万川コミュニ
ティセンター

10:45〜11:00
弥富小学校

13:00〜13:30
森林組合
須佐支所

13:35〜13:50
弥富公民館

13:55〜14:10
鈴野川

健康増進施設
14:30〜14:45

るーらSHOP315
15:10〜15:20

須
佐
Ｂ

金
（月2回）

県漁協須佐支店
10:30〜10:45

しんわ苑
12:30〜12:45

育英小学校
12:55〜13:30

ま
な
ぼ
う
号（
須
佐
・
田
万
川
地
域
）

わ
く
わ
く
号
（
萩
・
川
上
・
む
つ
み
・
旭
・
福
栄
地
域
）

まなぼう号
（弥富小学校）

［男子１年1500ｍ　５位］
（記録　4 分 22 秒 98）

（萩東中１年）三上 龍
りょうま

真

わくわく号
（越ヶ浜保育園）

（９月23日　 愛媛県）

全国道場少年剣道選手権大会
（第36回小・中学生女子の部）

（椿東小６年）
佐々木 凛

りん

【※10月は第4】
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2018 秋の地域イベント情報
道の駅開業記念祭

リニューアルオープンして初の開業記念祭！
10 月 7 日㊐　9:00 〜 15:00
道の駅「ゆとりパークたまがわ」
利きリンゴ世界選手権 IN たまがわ、田万川地域内小中

学生作文絵画表彰式、ステージイベント、飲食物販売

田万川
地域 道の駅「ゆとりパークたまがわ」☎08387-2-1150

須佐地域元気もりもり祭り須佐
地域

11 月４日㊐　9:30 〜 15:00
須佐総合事務所駐車場（雨天：須佐文化センター）
農林水産物等即売、飲食物販売、住民参加の元気ス

テージ（保育園、小・中学生、一般による郷土芸能等）、
もちまき

 　　　　須佐地域元気もりもり祭り実行委員会 
☎ 08387-6-2310

「つつじ」収穫大感謝祭
旭
地域

10 月 28 日㊐　9:00 〜 15:00（売り切れ次第終了）
農産物加工販売所「つつじ」
明木産新米コシヒカリの無料試食（なくなり次第終

了）、野菜の販売、餅つき体験、猪肉入り芋汁の無料
配布、地元特産品が当たる福引抽選会など

農産物加工販売所「つつじ」 ☎ 55-5031 

農産物加工販売所

道の駅まつり旭
地域

10 月 28 日㊐　9:00 〜 15:00（売り切れ次第終了）
道の駅「あさひ」
佐々並産新米コシヒカリおむすび・野菜・焼き鳥・

焼ソバの販売、地元特産品が当たる福引抽選会など

道の駅「あさひ」 ☎ 56-0278 

長門峡もみじまつり
長門峡もみじまつり実行委員会 ☎ 54-2964 

川上
地域

ベストシーズンの秋の長門峡で美しい紅葉を
満喫しませんか。

11 月３日㊏㊗　10:00 〜 15:00
長門峡竜宮淵駐車場
鮎のつかみどり（予定）、特産品の

販売、じゃんけん大会、もちまきなど

むつみふるさとまつり

11 月３日㊏㊗　9:30 〜 15:00
むつみ B&G 海洋センター前庭
ジャンボしし鍋 500 食無料配布、小・中学生に

よる演技と歌のステージ、むつみ神楽、福引大会、
もちまき、猪の焼肉、野菜の販売など

むつみ
地域 むつみふるさとまつり実行委員会 ☎08388-6-0211

福栄ふるさとまつり

11 月３日㊏㊗　9:30 〜 15:00
道の駅「ハピネスふくえ」周辺
ステージライブ、大板山たたら太鼓、ふわふわドー

ム、神楽舞の奉納、特産品の販売、もちまき、まつ
たけ汁、福引抽選、フォトコンテスト福栄表彰式

福栄
地域

福栄ふるさとまつり実行委員会 ☎ 52-0121

かわかみふるさとまつり

11 月４日㊐　9:30 〜 15:15
川上公民館とその周辺
農林産物等の販売、鮎・うなぎのつかみどり、スギ

丸太早切り競争、梅干しの種飛ばし競争、大豆の早
つまみ競争、もちまきなど

川上
地域 川上地域コミュニティ協議会 ☎ 54-2121 

　　　　10月2日㊋〜11月25日㊐
※10月15日㊊、10月29日㊊、11月12日㊊は休館。
9:00〜17:00（入場は16：30まで）
金曜日は19:00まで開館（入場は18：30まで）

とき

彫金のわざと美

　重要無形文化財「彫金」の保持者に認定さ
れた、そのわざと美の洗練を初期作品から最新
作までの約140 点で紹介します。

山本晃の詩想と造形

県立萩美術館・浦上記念館　☎24-2400

　萩・竹灯路の開催に合わせ
て、ライトアップと関連ワー
クショップを実施します。

月夜のナイトミュージアム

折り紙でつくるちょうちん飾り
10月5日㊎〜7日㊐　9:00〜

16:30
無料（要当日の観覧券提示、申込不要）

ギャラリー・ツアー＆ワークショップ
10月5日㊎ 　17:15〜18：45
学芸員の特別展示作品解説と提灯

の飾り付けを楽しむ
30人（受付先着順）
無料（要特別展示観覧券、事前申込）

ライトアップ
10月5日㊎17:00〜19:00
特別展示「山本晃の詩想と

造形」展の開館時間を延長し、
美術館内外を竹灯や灯ろうで
ライトアップ
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住所、氏名などを記入のうえ郵送か
持参　〒 758-8555 萩市都市計画課　
☎ 25-3647

市役所本庁舎等消防訓練
　市職員の防火意識の向上、消防設備
等の操作要領と避難誘導行動の向上を
図るため、消防訓練を実施します。当
日はご迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願いします。

10月10日㊌　16:00〜17:00
本庁舎・第２庁舎・電算室・萩総合

福祉センター
財産管理課　☎ 25-3794

恵
え び す が は な

美須ヶ鼻造船所跡の発掘調
査現地見学会
　昨年度に引き続き、丙

へいしんまる
辰丸と庚

こうしんまる
申丸

の造船場跡の調査を進めています。調
査終了後は遺構保護のため埋め戻すた
め、この機会にぜひご覧ください。

10 月 13 日㊏　10:00 〜 11:30
（雨天中止）　

恵美須ヶ鼻造船所跡
発掘調査概要の説明と現場見学

※周辺には駐車場がありませんので、
山口県漁業協同組合小畑支店前の無料

「臨時駐車場」をご利用ください。
文化財保護課　☎ 25-3654

薬と健康の週間
　10月17日〜23日は「薬と健康の週
間」です。かかりつけ薬剤師・薬局を持ち、

消防防災ヘリ合同山岳救助訓練
　消防本部では、山岳等で発生した救
助事案に対し、負傷者を迅速かつ安全
に救出するために、山口県消防防災ヘ
リ「きらら」と連携した救助訓練を行
います。
　ヘリコプター飛来のため、須佐地区
で騒音が発生しますので、ご理解をお
願いします。

10 月２日㊋（予備日 10 月４日）
　10:00 〜 13:00　

高山つわぶきの館南西側の山中、須
佐グラウンド

消防本部警防課　☎ 25-2784

萩市景観計画・屋外広告物基
準の変更（案）の公聴会
○変更案の縦覧

10 月 16 日㊋〜 30 日㊋ 8:30 〜
17:15（土・日曜日、祝日は除く）

都市計画課、各総合事務所産業振興
部門
※市のホームページにも掲載。

市全域の景観計画・屋外広告物の基
準内容の変更
○公聴会

11 月６日㊋　13:00 〜 17:00
市役所
10 月 30 日までに、都市計画課備

え付けの申出書に意見の要旨、理由、

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
薬は正しく使いましょう。

県萩健康福祉センター  ☎25-2666

萩市戦没者追悼式
○萩・川上・むつみ・旭・福栄地域

10 月 18 日㊍　10:00 〜
市民館大ホール

○田万川・須佐地域
10 月 24 日㊌　10:00 〜
田万川コミュニティセンター
福祉政策課 ☎ 25-3550、各総合

事務所市民窓口部門

成人式の出席案内
平成31年１月２日㊌　13:30〜
市民館大ホール
平成 10 年４月２日〜平成 11 年

４月１日生まれの方で、次のいず
れかに該当する方
① 10 月１日現在で萩市の住民基本
台帳に登録されている方は、登録
されている住所に送付
②家族が市内に居住し、就学や就
職等で住所登録を萩市以外に移し
ている方は、転出先の住所に送付
※案内状が届かない方は、11 月
30 日までに文化・生涯学習課へ。

文化・生涯学習課　☎ 25-3511

休日女性がん検診
　平日に検診を受けられない方の
ために休日に女性がん検診を実施
します。

○不用品活用銀行
■おゆずりします　水遊び用プラス
チック製すべり台、有田焼、介護用電
動式ベッド、ベビーバス、ホイールタ
イヤ付き、七輪、火消し壺、東中男子
制服、リコーダー、いす付きテーブル
セット、デザインセット
■おゆずりください　西中男子制服
◆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。

◎エコプラザ・萩秋まつり
10 月 21 日㊐　9:30 〜 14:00

■無料シャトルバス　駐車場がありま
せんので、市役所の駐車場をご利用く
ださい。市役所を 30 分間隔で出発。

（往路 /9:00 〜 13:30、復路 /11:00
〜 14:00）
◎リサイクル講座
○手作り講座

11 月 11 日㊐　10:00 〜 15:00
古布でクリスマス小物を作る
30 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は10月4日の9:00〜16:00。

○リサイクル洋裁講座
11月13日㊋・27日㊋ 10:00〜15:00
古布を使って帽子を作る
20 人程度（両日参加可能な方）
各 500 円（材料費別）

※参加受付は10月5日の9:00〜16:00。
■休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日
◎犬猫譲渡会

10 月 28 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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10 月 27 日㊏　8:30 〜 9:30（受
付、要予約）

萩市保健センター
子宮頸がん検診（20 歳以上）・

乳がん検診（40 歳以上）
国民健康保険の方、社会保険被

扶養者の方、今年度子宮頸がん・
乳がん検診対象者の方
※市が実施する女性がん検診は、2
年に 1 度です。

10 月 22 日までに、健康増進課  
へ　☎ 26-0500

全国労働衛生週間
　10 月１日〜７日は「全国労働衛生
週間」です。心と体の健康づくりの
ために働き方改革を進めましょう。
■主唱者　厚生労働省、中央労働
災害防止協会

商工振興課　☎ 25-3108

山口県最低賃金の改正
　山口県最低賃金が改正されまし
た。パート、アルバイト等を含めす
べての労働者に最低賃金以上の賃金
が支払われなければなりません。
■最低賃金　１時間 802 円
■効力発生日　10 月１日

山口労働局労働基準部賃金室　
☎ 083-995-0372、労働基準監督署

2018年漁業センサスにご協力を

企画政策課統計係　☎ 25-3690

高齢者インフルエンザ予防接種
　10 月１日から、65 歳以上の希望者等
に対し、季節性インフルエンザの予防
接種１回分の費用の一部を助成します。
■接種期間　10 月１日〜平成 31 年
２月 28 日
※医療機関により接種時期は異なるた
め、事前に医療機関に要予約。

市内在住の 65 歳以上の方、60 歳
以上 65 歳未満で心臓や腎臓等に重い
病気を有する方
■接種場所　山口県医師会または益田
市医師会に属する高齢者インフルエン
ザ予防接種受託医療機関

■自己負担額　1,460 円
※生活保護受給者は自己負担が免除

（医療依頼証を提示）。
健康増進課　☎ 26-0500

ふるさと寄付
　８月 1 日〜 31 日で、206 件 397
万 4,933 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 734 件、1,516
万 1,133 円）

　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　10 月 31 日㊌

収納課　☎ 25-3575

今月の納期のお知らせ

　ペットを飼うということは、責任を
もってその一生の面倒を見ることで
す。今一度、飼い方のマナーについて
考えてみましょう。
■犬の飼い方
◦散歩のときは必ずリードを付けま
しょう。
◦散歩時にしたフンは必ず持ち帰りま
しょう。また、散歩に行く前に自宅で
排泄するようしつけましょう。
◦適度に運動させ、無駄吠えをさせな
いようにしましょう。
◦住所や飼い主の変更、死亡のときは、
市への届け出が必要です。
◦迷い犬を防ぐためにも、首輪に鑑札
を付けましょう。

◎登録と狂犬病予防注射
　生後 91 日以上になったら、登録（生
涯一回）と狂犬病予防注射（毎年一回）
を必ず行いましょう。
■ねこの飼い方
◦近隣へ迷惑をかけないよう屋内飼育
に努めましょう。交通事故や伝染病な
どの危険から守ることにも繋がりま
す。
◦不妊・去勢手術などの繁殖制限をし
ましょう。
◦迷いねこを防ぐためにも、首輪や名
札（飼い主の氏名・連絡先）を付けま
しょう。
◎無責任な餌やりはやめましょう
　すべての人が動物好きとは限りませ

ん。飼う自覚がない無責任な餌やりは
やめましょう。
　野良ねこを不用意に触るのはやめま
しょう。
■飼えなくなった犬・ねこの引き取り
◦新たな飼い主が見つからず、やむを
得ない事情により飼えなくなった犬・
ねこについては有料で引き取りを行い
ます。依頼される場合は、必ずお問い
合わせのうえ、ご自身でつれてきてく
ださい。
◦犬の引き取り　県萩環境福祉セン
ター　☎ 25-2663
◦ねこの引き取り　環境衛生課（引取
可能日は月〜水曜日の 16:00 まで）

環境衛生課　☎ 25-3661

ペットは愛情と責任をもって飼いましょう !!
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住宅 ･ 土地統計調査への回答
はお済みですか？
　10 月９日時点で、調査への回答
が確認できなかった世帯へは、調査
票と提出確認文書が配布されます。
調査へのご協力をお願いします。
■かたり調査にご注意を！
　統計調査をかたり、個人情報を
聞き出そうとする「かたり調査」に
注意してください。住宅・土地統
計調査員は、山口県知事から任命
された調査員で、顔写真入りの調
査員証を身に着けています。
■調査票の審査
　提出された調査票を住宅・土地
統計調査指導員と職員が記入内容
の確認をします。記入漏れ等があっ
た場合には、各世帯に以下の電話
番号からご連絡をさせていただき
ます。☎ 26-1630

企画政策課統計係　☎ 25-3690

浄化槽はルールを守って使い
ましょう
　10 月１日は「浄化槽の日」です。
浄化槽は年１回法定検査を受ける
ことが義務付けられていますので、
必ず受検してください。
◆浄化槽管理者の義務
①浄化槽の保守点検＝県の登録を
受けた業者に委託
②浄化槽の清掃＝市の許可を受け
た浄化槽清掃業者に委託
③浄化槽の法定検査の受検＝山口
県浄化槽協会が実施。管理者へ検
査の案内を通知
◆浄化槽設置補助事業
　浄化槽を設置する専用住宅を新
築する場合、または既存の専用住
宅に浄化槽を設置する場合、設置
者（個人に限る）に設置費用の一
部を予算の範囲内で補助します。
※借家、集合住宅を除く。
■補助対象地域　次の①②を除く
市内全域。①公共下水道の事業計
画を受けた区域、②集落排水処理
施設による事業計画区域

浄化槽工事業者が代行

下水道建設課　☎ 25-4651、各
総合事務所産業振興部門

あたまの健康チェック
　認知症予防や生活習慣の改善にお役
立てください。

10 月 10 日㊌　10:00 〜 16:00
市民館
10 分程度質問に回答し結果を説明
認知症の診断を受けていない方
30 人
西地域包括支援センター

　☎ 25-3521

萩市起業カレッジ２０１８開催！
　これから起業される方や、起業をお
考えの方を対象に開催します。

〈各日程〉①10 月15日㊊、②18
日㊍、③ 22 日㊊、④ 25 日㊍、⑤ 11
月1日㊍、⑥ 8日㊍、18:30 〜 20:30

萩商工会議所
①起業の基本、②マーケティングの

基本、マーケティング戦略の基礎理論、
③財務管理の基本、簿記の知識、賃借
対照表、損益計算書の理解、④ビジネ
スプランの立て方、ニーズ分析手法、
⑤事業コンセプトの設定、対象市場・
商品計画・販売計画の策定、⑥事業コ
ンセプトの発表、アドバイス

井
い の ぐ ち

野口房
ふ さ お

雄（起業塾専任講師）
20 人程度
10 月 10 日までに、萩商工会議所

へ　☎ 25-3333

松陰の道歩行大会
10 月 20 日㊏　8:30 〜 11:45
市民館（集合）　　　　　　
市民館→陶芸の村公園展望台→松陰

誕生地→玉木文
ぶ ん の し ん

之進旧宅→吉田稔
としまろ

麿
誕生地→松陰神社→松浦松

しょうどう
洞誕生地

→市民館
小学生以上（幼児は保護者同伴）
10 月 10 日までに、住所、氏名、

電話番号を記入しハガキまたは FAX、
メール 〒 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 tuba
ki.y@wonder.ocn.ne.jp

「見島」探訪ツアー
　地元の中学生が見つけた、島のおす
すめスポットを巡り、自然や景色を味
わい、島ならではの過ごし方を体験し
てみませんか。

10 月 20 日㊏　9:05 〜 15:15
※ 8:45 までに萩港に集合。

観
かんのんびら

音平→宇津観音堂→砂
さ み だ

見田海岸
→砂見田キャンプ場

15 人（先着順）
飲み物、歩きやすい服装、帽子、汗

拭きタオル
1,000 円（昼食代、保険代ほか）

※別途船賃（片道：大人 1,940 円、
小人 970 円、中学生 1,360 円）。

10 月 1 日から、萩まちじゅう博
物館文化遺産活用事業実行委員会（事
務局 NPO 萩まちじゅう博物館）へ 
☎ 25-3177、FAX24-0505、メー
ル info@npomachihaku.com

家族介護者リフレッシュ日帰り旅行
10 月 29 日㊊　10:00 〜 16:00
総合福祉センター（出発）→山口グラ

ンドホテル（昼食交流会）→山口ゆめ
花博→道の駅きららあじす

在宅で高齢者を介護されている方
700 円
10 月 18 日までに、萩市社会福祉

協議会 村岡へ　☎ 22-2289

奇兵隊パレード参加者
11 月４日㊐　10:30 〜 12:00
萩城城下町

※集合場所等は参加者に別途連絡。
20 人程度 ( 先着順 )
黒色の靴、ベルト

※その他の衣装は用意します。
10 月 22 日㊊
観光課　☎ 25-3139

山口県林業基礎講座受講生
11月８日㊍〜平成31年1月10日㊍　

10:00〜16:00
※月１〜２回程度、全５回。

山口県萩農林水産事務所、森の館萩
（阿武萩森林組合）ほか

森林・林業に関する知識、間伐・枝
打、キノコ栽培、チェーンソー取扱等

お知らせ

募　集
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20 人程度
10 月 26 日までに、山口県萩農林

水産事務所森林部森林づくり推進課へ　
☎ 22-3366

歯
し

あわせ健
けんこうおそくち

口遅口言葉
■応募要件　①萩に関連がある言葉、
②ぱ・た・か・ら（発音時に唇や舌がよ
く動く）のいずれかが入っている言葉、
③自作、未発表のものに限る
■表彰　歯あわせ健口の集い（平成
31 年 3 月 16 日 ) で表彰予定

11 月 16 日（必着）までに、萩市社
会福祉協議会、市内歯科医院備え付
けの応募用紙またはハガキに、歯あ
わせ健口遅口言葉、住所、氏名（ふり
がな）、性別、年齢、電話番号を記入
し郵送、FAX　〒 758-0041 萩市江
向 356-3　萩市社会福祉協議会　☎
22-2289、FAX22-2026

地域公開講座
〜そうだ！萩東中へ行こう〜

11 月 18 日㊐　14:00 〜 16:00
萩東中学校
フラダンス、フラワーアレンジメン

ト、中学校授業体験等の講座など
各講座 20 人程度（先着順）
10 月 15 日〜 26 日までに、萩東

中学校へ　☎ 25-2721

Discover 萩・津和野
〜旅でつながる 旅からはじまる 私もよう
　都市部在住の女性を対象に暮らし体
験ツアーを行います。首都圏に居住さ
れ、地方への移住に関心のある方へご
紹介ください。

11 月 23 日㊎㊗〜 25 日㊐
萩市・津和野町内各所
首都圏在住の女性、SNS で情報発

信していただける方
３万 8,000 円　 12 人
石
せきおう

王観光 http://www.sekiwo-
tourist.co.jp/

地域づくり推進課　☎ 25-3360

出会いの場づくり応援事業
〜はぎキューピットプロジェク
ト〜参加者
秋の縁結び・まち婚 vol2

11 月 23 日㊎㊗ 10:30 〜 15:00
萩セミナーハウス
男女別の自己紹介講座受講後、バー

ベキューやフリートークタイムなど
市内在住・在勤または将来萩に

住む希望がある 20 歳以上の独身者
20 人（男性 10 人、女性 10 人、

応募多数の場合は抽選）
1,500 円
11 月 16 日までに、萩セミナー

ハウスへ　☎ 21-7501

明るく楽しい介護川柳
　11 月 11 日は介護の日です。介
護の中でふと感じる気持ちなどの
川柳を募集しています。
■部門　▽ジュニアの部　市内の
小中学生、▽一般の部　市内在住・
通勤、通学している方

12 月 11 日までに、応募用紙自由
で１人２句まで。（自作で未発表のも
の）と、住所、氏名・ふりがな、年齢、
電話番号、学校名と学年（ジュニア
の部のみ）を記入し持参、郵送、FAX。
〒 758-0041 萩 市 江 向 356-3 萩
市社会福祉協議会　☎ 22-2289、
FAX22-2026

「萩城下町マラソン大会」
会場の出店者

12 月 16 日㊐　9:00 〜 14:00
※準備は 7:30 〜 8:30 まで。

萩ウェルネスパーク
市内外の事業者・団体

■小間料　5,000 円（テント１張、
長机４台、椅子４脚）
※場所は 11月 21日の説明会で抽選。

10 月 31日までに、スポーツ振興
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

スポーツ振興課　25-7311

世界遺産の活用促進
　「明治日本の産業革命遺産」の活用
と理解を深めるため、協力店と PR 商
品を募集します。
■協力店　パンフレットの設置、ポス
ターの掲示、募金箱の設置に協力いた
だける店舗
■世界遺産 PR 商品　世界遺産や構成

資産にちなんだ食やお土産などの PR
商品、メニュー、サービス

12 月 28 日㊎
文化財保護課備え付け用紙（市ホー

ムページからダウンロード可）に記載の
上、FAX、メール、郵送、持参にて提出。

文化財保護課世界文化遺産室
　☎ 25-3835

萩おもてなし大賞候補者
■部門　▽市民部門　観光客への道案
内・ガイド、清掃活動、あいさつ運動、
イベント運営等によるおもてなし実践
者・団体　▽観光事業部門　飲食店・
土産品店、宿泊施設、交通事業者によ
るおもてなしの実践者・団体
■表彰　各部門おもてなし大賞１組、
おもてなし賞２組、特別賞など

１月 11 日（当日消印有効）
観光課、各総合事務所備え付けの用

紙か任意の用紙に部門、候補者の氏名、
住所、連絡先、団体か個人の別、推薦
理由と推薦者の氏名、住所、連絡先を記
入し、郵送、FAX、メール。市のホームペー
ジからも応募可。〒758-8555 萩市観
光課 ☎25-3139、FAX26-0716 メー
ルkankouka@city.hagi.lg.jp

シルバー人材センター新規会員
　シルバー人材センターが高齢者
向きの仕事を受注し、希望・体力・
能力等に応じて会員に提供します。
■主な就業例　剪定、草刈りなど
の屋外作業、高齢者等の身の回り
のお世話・食事の支度、屋内の軽
作業、各種施設の管理や駐車場管
理、自動車の運転等

萩広域シルバー人材センター萩
事務所　☎ 26-0505

私らしく生きる生きかた講座
〜今日からできる簡単エクササイズ〜
　山口県立大学と提携した生涯学習講
座が開催されます。

11 月１日㊍　10:00 〜 11:30
サンライフ萩（多目的ホール）
コープやまぐち問い合わせセン

ター　☎ 0120-49-5657

講演・講座
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「シャッターチャンスほほえみ」
写真展

10 月 11 日㊍〜 15 日㊊
　9:00 〜 16:00

市民館
シャッターチャンスほほえみ 西元

　☎ 28-1444

はぎファミリー・サポート・
センター講習会

10 月 16 日㊋　10:00 〜 12:00
総合福祉センター
テーマ「乳歯から 8

はちまるにいまる
020 まで歯

の健康について」
松尾宗

そういちろう
一郎（萩市歯科医師会）

はぎファミリー・サポート・セン
ター会員、子育て中の方、子育てに
関心のある方（託児あり、要予約）

10 月９日までに、はぎファミ
リー・サポート・センターへ　
☎ 24-0530

萩博物館「星の会」特別編

10 月 19 日㊎　19:30 〜 21:00
萩博物館天体観望室
秋の星座・ペガススの大四辺形、

月、太陽系７番目の惑星・天王星、
さらに遠くの海王星を観望

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

萩ジオガイド養成講座
10 月 20 日㊏〜 21 日㊐　9:30

〜 17:00
笠山、萩城下町、萩・明倫学舎ほか
萩ジオパークのガイド活動をやって

みたい方
菊
き く ま

間彰
あきら

（をかしや代表理事）
10 月 12 日までに、萩ジオパー

ク構想推進協議会へ　☎ 21-7765、
FAX25-7767

要約筆記体験講座
10 月 20 日・27 日、11 月 17 日、

いずれも土曜日、13:30 〜 16:30
サンライフ萩
聞こえない体験、中途失聴・難

聴者理解、要約筆記体験（手書き・
パソコン）等

山口県聴覚障害者福祉協会職員
20 人（先着順）
福祉支援課　☎ 25-3523

　
至誠館大学公開講座
　明治維新 150 年を記念して、吉田
松陰研究の第一人者を講師に迎え、「松
下村塾と明治維新」をテーマに公開講
座を開催します。

10 月 21 日㊐　13:00 〜 17:30
至誠館大学
講演とパネルディスカッション

■講師　海
うみはら

原徹
とおる

（京都大学名誉教授）、
三宅紹

つぐのぶ
宣（広島大学名誉教授）、関

厚
あ つ お

夫（産経新聞東京本社編集局編集委
員）、瀧井一

か ず ひ ろ
博（国際日本文化研究セ

ンター教授）、桐原健
けんしん

真（金城学院大
学教授）

300 人
至誠館大学　☎ 24-4000

Let’s ウォーキング（秋）
〜世界遺産を訪ねて〜

10 月 28 日㊐　9:00 〜 14:30
萩セミナーハウス ( 集合・解散 )
恵美須ヶ鼻造船所跡までの 8㎞の

コースを歩きます。
20人（先着順、小学生は保護者同伴）　
１人1,000円（保険代、資料代ほか）
10 月 25 日までに、萩セミナーハ

ウスへ　☎ 25-7501

シルバー人材センター
福祉・家事援助講習会
○シニア活き活きヘルスケア

①10月30日㊋ 13:30〜16:00
② 11 月 16 日㊎ 13:30 〜 16:00

①サンライフ萩
　②須佐保健センター

ウン知育教室、転倒予防教室
市内に在住の 60 歳以上の方
① 10 月 25 日までに、萩広域シル

バー人材センター萩事務所へ　☎ 26-
0505、② 11 月９日までに、萩広域
シルバー人材センター須佐出張所へ　
☎ 08387-6-3628

至誠館クラブ韓国語講座
11月7日〜平成31年1月23日（毎

週水曜日、全10回）10:30〜11:30
至誠館大学
日常会話やハングル文字を学ぶ
李
イムンサン

文相（至誠館大学教授）
市内在住の 18 歳以上の方
15 人（先着順）
65 歳以上：7,200 円、64 歳以下：

8,850 円（教材費・保険代）
10 月 26 日までに、至誠館クラブ

事務局　☎ 080-1631-3327

人権・行政・公証相談
10 月 4 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、行政相談、公証相談
※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
10 月 12 日㊎　10:00 〜 12:00

講演・講座

相　談

○男女共同参画推進パネル展
10 月１日㊊〜 31 日㊌
萩図書館

■テーマ「わたしらしく、あなたらしく
〜実現しよう！男女共同参画社会〜」
※月間終了後は地域等を巡回展示。
○萩市女性相談窓口
　一人で悩まず、まずは相談してくだ
さい。秘密は厳守します。
■萩市女性相談窓口専用ダイヤル
　☎ 25-3366
■ＤＶホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238-122

男女共同参画セミナー
　県立大学初の女性学長を講師に
迎え、セミナーを開催します。

11 月 16 日㊎　13:30 〜 15:00
萩博物館　講座室
女性たちの明治維新
加
か と だ

登田惠
け い こ

子（山口県立大学学長）
80 人
市民活動推進課　☎ 25-3227

10 月は男女共同参画推進月間
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総合福祉センター
■弁護士　小林 亨

とおる

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
10 月 24 日㊌　10:00 〜 15:00
市役所本庁

■弁護士　山口正
まさのぶ

之
市内在住の方（先着12人、1人20分）

※事前予約制（10/1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。

10月２日㊋、５日㊎、６日㊏、９日
㊋、12日㊎、16日㊋、19日㊎、20日
㊏、23日㊋、26日㊎、28日㊐、30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

国民年金基金加入の相談会
10 月 11 日㊍　10:00 〜 15:00
市役所 第４会議室
60 歳までの国民年金（第１号被保

険者）に加入中の方、60 〜 65 歳未
満で国民年金に任意加入中の方、海外
に居住されている方で国民年金に任意
加入されている方とそのご家族の方
■相談員　山口県国民年金基金職員

山口県国民年金基金 ☎ 083-924-
7100、フリーダイヤル ☎ 0120-65-
4192

行政相談員をご存知ですか
　10 月15 日〜 21日は「行政相談週
間」です。役所の仕事についてご不
明な点は、各地域の相談会や、お近
くの行政相談委員へご相談ください。
○萩市行政相談委員
• 永田誠

まこと
（萩 22-4151）

• 沖野益
ま す や

也（萩 26-7837）
• 神崎勝

ま さ よ
代（川上 54-2168）

• 岩本泰
やすあき

晃（田万川 08387-2-0031）
• 小野良

よ し お
夫（むつみ 08388-8-0556）

• 山本昌
ま さ お

男（須佐 08387-8-2056）
• 竹本昇

のぼる
（旭 56-0558）

• 加藤善
よしたか

隆（福栄 52-0950）
市民活動推進課　☎ 25-3373

萩健康福祉センター行事
○10月3日㊌：エイズ即日検査（予約
制）14:00〜、17:00〜、 HTLV-1抗体
検査（予約制）13:00〜、Ｃ型・Ｂ型肝
炎ウイルス検査（予約制）13:00〜
○10月10日㊌：骨髄ドナー登録会（予
約制）13:30〜
○10月16日㊋：心の健康相談（予約
制）13:00〜
○10月24日㊌：お酒に関する困りご
と相談（予約制）13:00〜

県萩健康福祉センター ☎25-2667

自分に向いた職業を探そう！
10 月 24 日㊌、11 月 28 日㊌

①13:00〜、②13:30〜、③14:00〜、
④14:30〜、 ⑤15:00〜、⑥15:30〜

ハローワーク萩
市内在住で 39 歳以下の方

※相談無料、要事前予約。
ほうふ若者サポートステーショ

ン　☎ 0835-28-3808

ふるさと山口企業合同就職フェア
10月26日㊎　10:00〜13:30〜
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

等を卒業予定の方と求職中の一般の方
※参加企業は10月中旬にホームペー
ジに掲載予定。
※参加無料、入退場自由、予約不要。

山口しごとセンター
☎ 083-976-1145

身体障がい者巡回相談(整形外科)
11 月 15 日㊍　13:30 〜 14:30
地域医療連携支援センター
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　

11 月２日までに、福祉支援課障
がい福祉係へ ☎ 25-3523

スポーツ

ツインシネマ
○金沢シャッターガール　　　上映中
○ワンダー 君は太陽　　　　　上映中
○ジュラシック ワールド 炎の王国

10/6 〜
○ミッションインポッシブル
　ホールアウト　　　　　　10/20〜
○カメラを止めるな　　　　10/27 〜

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

i enjoy ! パラスポーツパーク
　パラスポーツへの理解を深め、
パラアスリートやパラリンピック
を応援するために開催します。

10 月 14 日㊐　9:00 〜
市民体育館

■実施競技
　車いすバスケットボール他

スポーツ振興課　☎ 25-7311

親子で楽しむスポーツ教室
「少年野球編」

10 月 21 日㊐　午前の部 10:00
〜、午後の部 13:30 〜

明倫小学校
市内小学校に在学している児童

とその保護者（経験問わず）
80組160人（応募多数の場合抽選）
柴原洋

ひろし
（元ダイエーホークス）、高

橋秀
ひであき

聡（元オリックスバッファローズ）
萩山口信用金庫ホームページに

掲載の申込書を提出　☎ 083-902-
2731、FAX083-923-9859

市民バドミントン教室
10 月 22 日㊊〜 11 月 22 日㊍、

原則毎週月・木曜日 19:30 〜 21:30
（全 10 回）

市民体育館
市内在住・在勤の方
30 人
500 円
10 月 15 日までに、市民体育館備

え付けの申込書（市ホームページから
のダウンロード可）を提出

スポーツ振興課　☎ 25-7311
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山口県総合芸術文化祭 2018 
山口県邦楽大会
　山口県内で活動する邦楽団体が一堂
に会し、演奏会を行います。

10 月 7 日㊐　10:00 〜 16:00
市民館大ホール

○プレイベント
　邦楽で使用される楽器（箏、尺八、
三味線等）の体験演奏と指導者による
ミニコンサートを開催します。

10 月 6 日㊏　10:00 〜 12:00、
13:00 〜 15:00

萩・明倫学舎 多目的復元教室
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

JAF デジスタデー in 萩
　スマートフォンを持って、道の駅や
観光地に設定された立ち寄りポイント
を巡る、新しい形のスタンプラリー「デ
ジタルスタンプラリー 2018」の参
加促進イベントを開催します。萩しー
まーとや、萩・明倫学舎等が立ち寄り
ポイントに設定されています。

10 月 7 日㊐　11:00 〜 16:00
道の駅・萩しーまーと
アプリダウンロードで高杉晋作グッ

ズが当たる抽選会
JAF 山口支部 ☎ 083-921-7777

萩看護学校学校祭
10 月 13 日㊏　10:00 〜 15:00
萩看護学校
血圧測定・身体測定・足浴・フリー

マーケット・バルーンアート等
萩看護学校　☎ 26-6500

萩・長門峡観光遊覧船
秋の運航開始

10月13日㊏〜11月25日㊐
　9:00〜16:00
■コース・乗船料
○佐

さ ざ れ
々連コース（約 50 分）

　大人 1,200 円、小人 600 円
○重

じゅうべいいわ
塀岩コース（約 90 分）

　大人 2,000 円、小人 600 円
萩八景遊覧船　☎ 21-7708

萩・長門峡観光遊覧船　☎ 090-
4104-4924

全国凧揚げ大会 in 見島
10 月 13 日㊏・14 日㊐
見島ふれあい交流センターほか
鬼ようず製作、島内観光、前夜祭など

■主催　全国凧揚げ大会 in 見島実行

委員会
見島観光協会（見島支所内）

　☎ 23-3311

秋の園芸展「おもと展」
10 月 13 日㊏・14 日㊐

　9:00 〜 17:00
市民館小ホール、第 1 会議室
萩園芸友の会 來嶋　☎ 25-8023

ＮＰＯ萩まちじゅう博物館
「ふれあいの日」

10 月 13 日㊏　9:30 〜 15:30
萩博物館
▽開会式、春日保育園によるアトラ

クション、▽各班による活動内容の写
真等の展示、▽クイズ、襖の下張剥が
し等、▽お楽しみ特典　綿菓子、ポッ
プコーンやレストランで食事をされた
方に夏みかんソフトをプレゼント

NPO 萩まちじゅう博物館
　☎ 25-3177

萩・阿武女声コーラスの集い
10 月 14 日㊐　13:30 〜 16:00
市民館大ホール

■出演　萩市・阿武町内の女声合唱団
（７団体）

イベント

★萩図書館★
○図書館まつり

10 月 28 日㊐　10:30 〜 16:00
 ▽笑って頭の体操　10:30〜11:30

▽おはなし会　11:00 〜 11:30
▽占いの部屋　14:00 〜 16:00
▽明治維新 150 年記念第１回知的書
評合戦ビブリオバトルチャンプ本山口
県大会 in 萩　14:00 〜 16:00
○ぶらり ぶらいんど ぶっくまーけっと

10 月 1 日㊊〜 12 月 30 日㊐
本の交換会

○古本市
11 月 11 日㊐　10:00 〜 15:30
萩図書館 25-6355

★須佐図書館★
○古本市

10 月 27 日㊏　10:00 〜 15:00
▽古本の無料提供、▽雑誌ふろく釣

り 10:30 〜 11:30
○茶話会展

10 月 27 日㊏〜 11 月 11 日㊐
　9:30 〜 17:00

毎月行われる茶話会で、紹介された
本の展示
○ジオパークを知ろう！

10 月 27 日㊏〜 11 月 11 日㊐
　9:30 〜 17:00

萩ジオパークをわかりやすく展
示。関連書籍も展示。10 月 27 日㊏
13:30 からは萩ケーブルの番組「萩ジ
オさんぽ〜下を向いて歩こう」を放映

須佐図書館　☎ 08387-6-5500
★明木図書館★
○明治維新 150 年特別展示「幕末・
明治のはやりもの」

10月31日㊌まで　9:00〜17:30
「ええじゃないか」「トコトンヤレ節」

等、錦絵・瓦版等からわかる幕末・明治
の流行について関連する資料を紹介。

○図書館のお仕事体験
11 月 7 日㊌　15:30 〜
ブックコートかけや図書整理など、

図書館のお仕事を体験
小学生

○明治維新 150 年特別展示「旭の小
学校資料展」

11 月 10 日㊏〜 12 月 27 日㊍
　9:00 〜 17:30

 創設 145 周年となる明木・佐々並
小学校に関する写真や資料を展示し、
明治を振り返る。
○ダンボールで恐竜をつくろう

11 月 14 日㊌　15:30 〜
 読み聞かせ、ダンボール工作
小学生

○古本市
11 月 18 日㊐　10:00 〜 14:00
旭マルチメディアセンター
雑誌や古本を無料提供
明木図書館　☎ 55-0314

読書週間特別行事
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萩・阿武女声コーラスの集い実行委
員会 上野　☎ 52-0385

ねんりんピック山口 2018
文化活動交流会 in 萩
○展示ブース

10月18日㊍〜20日㊏ 9:00〜16:00
市民館小ホールほか
萩市老人クラブ連合会作品展示、山

口県老人クラブ会員ほかの写真展示
○ステージイベント

10 月 20 日㊏　10:30 〜 15:30
市民館大ホール
住の江保育園児によるパフォーマン

ス、高齢者グループによるコーラス、
舞踊、演奏ほか
○バザー・物品販売コーナー

10 月 20 日㊏　10:50 〜 15:30
市民館ロビー
山口県老人クラブ連合会（きららシ

ニア山口）☎ 083-924-2838

萩市子育て支援センター行事
○子育て遠足

10 月 19 日㊎　10:00 〜 11:30
指月公園（雨天の場合、堀内体育館）
ゲーム・散策など
未就園児と保護者
帽子・お茶・虫よけ
10 月 12 日までに、日の丸保育園

内萩市子育て支援センターへ　☎ 25-
4488

萩わんぱく広場
10 月 21 日㊐　10:00 〜 14:30
中央公園、児童館、萩わんぱーく（雨

天の場合、児童館のコーナーのみ実施）
いろいろな遊び体験、パトカー・消

防車乗車体験、各種工作など
幼児〜小学生、保護者（幼児は保護

者同伴）
水筒、タオル、帽子など
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

朝ごはんメニューコンテスト
最終審査会
　一次審査を通過した 10 作品の調理
と試食審査会を開催します。どなたで
も見学可能です。

10月21日㊐　9:30〜12:00（受

付 9:00 〜）
萩市保健センター
一次審査を通過した作品を、実際

に考案した子どもたちに調理してもら
い、審査員による試食審査を行います。
■主催　萩市の食育を支える会

健康増進課　26-0500

道の駅・萩往還 秋の感謝祭
　オープン８周年を迎え「感謝の気持
ちを皆様に」と題して、 萩の農産物な
どが当たる大抽選会を開催します。

10 月 21 日㊐　9:00 〜 16:00
道の駅・萩往還
招福くじ（千円お買い上げごと１回・

空くじなし）、特賞：山口県産マツタ
ケ（予定）・萩産新米他

道の駅・萩往還　☎ 22-9889

秋の水彩画教室展
10月26日㊎〜31日㊌ 9:00〜17:00
サンライフ萩ロビー
水彩画教室受講生による作品展
サンライフ萩・アトリエ陽だまり　

☎ 26-1333

ＭＯＡ美術館萩・長門地域児童
作品展
　阿武・萩・長門地域の小学児童の絵
画、版画展です。

10 月 27 日 ㊏・28 日 ㊐ 10:00
〜 17:00（28 日は 16:00 まで）

市民館小ホール
MOA 美術館萩・長門地域児童作

品展実行委員会事務局 山本　☎ 22-
3346

中央公民館舞台発表会
　日頃より中央公民館で活動している
社会教育関係（13 団体）による合同の
舞台発表会を開催します。

10 月 28 日㊐ 10:30 〜 15:30
市民館大ホール
踊り、楽器演奏、コーラスなど
文化・生涯学習課　☎ 25-3590

大井に歩こう会
　大井貞

さ だ ひ ら
平・後

うしろじ
地・浦

うら
方面を廻り、歴

史を学ぶ約５㎞のコースです。
11 月２日㊎　8:40 〜 12:00

■工事期間　10 月中旬〜２月下旬
（予定）、20:00 〜 6:00（昼間、工事
休止日は開放）、一部昼間作業あり
■規制内容　夜間車両通行止め（歩行
者 ･ 自転車通行可）

下水道建設課　☎ 25-3148

■下水道工事（山田地区）
通行規制にご協力を！

大井公民館
100 円（保険含む）
10 月 29 日までに、住所、氏名、

生年月日、電話番号を大井公民館へ
　☎ 28-0213

萩市民音楽祭
11 月３日㊏　12:30 〜 16:30
市民館大ホール
小・中学校、高校、一般の各部門

で、コンクール等入賞者の演奏、市内
音楽団体による演奏と記念演奏（松田
亜
あ き こ

希子：マリンバ・萩ガラス琴）
300 円（会員、高校生以下無料）
萩音楽協会 宮木　☎ 26-3510

萩弦楽オーケストラ定期演奏会
11 月４日㊐　14:00 〜 16:00
市民館小ホール　
バレエ組曲「くるみ割り人形」、亡

き王女の為のパヴァーヌ、ファランド
ール他クラシックの弦楽合奏

萩弦楽オーケストラ 山本　☎080-
1905-8802

萩市合同吟
ぎ ん け ん し ぶ ど う

剣詩舞道大会
11 月４日㊐　9:30 〜 15:00
市民館大ホール
市内で活動している詩吟、剣舞、詩

舞のグループ９団体の発表
萩市吟剣詩舞連盟 高

た か や
谷 ☎25-2572
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慶 弔 だ よ り

人口／47,925人（前月比−64）　男／22,111人（前月比ー27） 　女／25,814人（前月比ー37）
世帯数／23,585世帯（前月比ー11） 　出生／21人　死亡／74人　（平成30年8月末日）人の動き

　世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺産」の小中
学生への理解を深めるため、萩市の５つの構成資産（萩反
射炉、恵美須ヶ鼻造船所跡、大板山たたら製鉄遺跡、萩城
下町、松下村塾）をテーマに絵画募集を行い、小学生の部
42 点、中学生の部５点の応募がありました。９月 12 日、
萩美術協会の審査により、入賞作品が決定しましたので、
お知らせします。入賞した小学生の部８点、中学生の部５
点の入賞作品を展示します。

10 月 6 日㊏〜 11 月 25 日㊐
萩・明倫学舎 ２号館（別途入場料）
文化財保護課　☎ 25-3835

祝 世界文化遺産登録３周年
記念絵画展２０１８

【小学生の部】
○最優秀賞　河

かわぶち
渕葵

あおい
（椿東小４年）「松下村塾」

○優秀賞　西村芽
め い な

稲菜（椿東小４年）「講和を聴く人たち」、
井町守

も り し
志（越ヶ浜小６年）「萩城下町」、田中明

あ す か
日佳（明倫

小５年）「そびえ立つ萩反射炉」
【中学生の部】
○最優秀賞　德本ひよ理

り
（萩東中３年）「萩反射炉」

○優秀賞　木下茉
ま り ん

琳（萩東中２年）「反射炉」、鎌
か ま だ

田美
み は ぎ

萩（萩
東中２年）「夏の日の城下町」

小学生の部：最優秀賞▷

中学生の部：最優秀賞▷
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男　　女

みそ汁やスープ １日２杯以上飲む ６% ＜ 12%

漬物や梅干しなど １日２回以上食べる 22% ＞ 14%

ちくわなどの練り製品 よく食べる 21% ＞ 10%

塩鮭など塩干魚 よく食べる 18% ＞ 14%

ハムなど肉加工品 よく食べる 20% ＞９%

うどんなど麺類 ほぼ毎日食べる ２% ＞１％

せんべいなど塩菓子 よく食べる 15% ＜ 20%

1.かぼちゃは種とワタを除く。皮を包丁でところどころ
　削ぎ落とす。3cm角くらいに切る。
2.耐熱ボウルになるべく重ならないように、皮面を上に
　してかぼちゃを並べる。
3.しょうがを千切りにしてAと合わせ、2.に
　まんべんなく回しかける。
4.ふんわりラップをかけて、レンジ(600W)で7分、かぼ
　ちゃを裏返して再度2分程度串が通るまで加熱する。

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？

防府
　西日本最大級の路上フリーマーケッ
トで、毎年10 万人を超える人出で
賑わいます。今年は、192 店舗の出
店があるほか、駅前の特設ステージ
をはじめとする会場の各所で、趣向
を凝らした催しが開催されます。
とき　10 月20 日㊏ 9:30 〜15:30
ところ　ＪＲ防府駅周辺〜防府市中心
商店街路上〜防府天満宮

まちづくり防府　☎ 0835-22-4930

　津和野町では、養蚕を応用した特許技
術で冬虫夏草を培養生産しています。期
間中は、冬虫夏草のほか、光る繭の展示
や絹糸繰り体験も実施の予定です。
とき　開催中〜 10 月 28 日㊐ 
9:00 〜 16:30
ところ　旧畑

はたがさこ
迫 病院（津和野町邑

むらき
輝829-1）

料金　一般 200 円、中高生 150 円、
小学生 100 円

旧畑迫病院　☎ 0856-72-0338

光る繭の展示＆絹糸
繰り体験津和野

美祢
　秋芳洞周辺でプロジェクションマッ
ピングを初開催。秋芳洞内もカラーLED
で彩られ、幻想的な世界を創り出します。
とき　10 月26 日㊎〜 11 月4 日㊐
17:00 〜 20:00
ところ　秋芳洞入口周辺
料金　前売券：大人1,200 円、中学生
950 円、小学生600 円、未就学園児無料

秋吉台地域イベント実行委員会
　☎ 0837-52-1532

未来維新光響ファンタジー

　世界各国のアーティストから寄せら
れた野外彫刻のための作品プランを公
開する展覧会です。この中から選考さ
れた 15 点が、来年秋に UBE ビエン
ナーレ彫刻の丘に展示されます。
とき　10 月1 日㊊〜11 月4 ㊐ 
10:00 〜17:00（火曜休館）
ところ　ときわ湖水ホール

宇部市 UBE ビエンナーレ推進課　
☎ 0836-51-7282

宇部
　山口市の中心部一の坂川、竪小路、
大殿大路界隈の風情ある町並みの中
で、古い物や珍しい物、手作り作品を
展示・販売します。山口のまちの良
さを再発見し、みんなで楽しむ地域
住民による手作りのイベントです。
とき　10 月 7 日㊐ 10:00 〜 16:00
ところ　山口市竪小路、一の坂川周辺

アートふる山口実行委員会事務局　
☎ 083-920-9220

山口 アートふる山口

　今年は、「未来〜今を笑って、夢を
描く〜」をスローガンに開催。結婚、
長寿、就職、入学などのお祝いメッ
セージをのせて、夜空に花火を打
ち上げます。
とき　10 月27 日㊏  18:00〜21:00

（18:00〜 オープニングセレモニー）
※雨天時は 28 日㊐に順延。
ところ　埴

は ぶ
生漁港

山陽商工会議所 ☎ 0836-73-2525

山陽小野田

第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）応募作品展

愛情防府フリーマーケット お祝い夢花火

レンジでカンタン煮物♪しょうがを加えるだけで、かぼ
ちゃの煮物が苦手な男性も食べやすいかも！？

かぼちゃの生姜煮

【材料】４人分
かぼちゃ･･･････320g
しょうが  ･･････････1片
Aしょうゆ･････大さじ1
A砂糖･････････大さじ１
Aみりん･･････大さじ1/2
Aだし汁･･･････140ml

１人当たり　エネルギー 92kcal
　食塩相当量 0.7g　

その拾壱

　今年の1月1日号の市報に掲載した“塩分チェックシート”を使っ
て、各地域の集団健康診査（6月4〜26日）会場で塩分摂取調査を実
施しました。40歳以上の男女465人にご協力いただきました。

◎１日の食塩摂取目標量は、男性８g 未満、女性７g 未満 です

クックパッドにレシピ掲載中  https://cookpad.com/kitchen/16520661

塩の摂取源、男性と女性で違いがある！？（その１）

　調査の結果、男性の５割弱が食塩を多く摂っていました。また、女
性が男性より多かったのは「汁ものを1日2杯以上飲む」 、「せんべい
などの塩菓子をよく食べる」でした。（広報はぎ12月号に続く）

※通常のかぼちゃの煮物の食塩相当量は約1.3gです。　★食べる頻度について



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

1月

萩市美術展 （〜7日）/市民館/10:00〜 
着物ウィークin萩2018プレミアム（〜21日）/城下町周辺 /10:00〜 　

●読書週間企画展「ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと」（〜12/30）/萩図書館/10:00〜　
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00〜　

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

2火

●県立萩美術館・浦上記念館「 彫金のわざと美　山本晃の詩想と造形」 （〜11/25）/萩美術館・浦
上記念館/9:00〜　
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/からふる/10:00〜
●こころの相談日（要予約、第１・第３火曜日）/萩市保健センター/10:00〜
●心配ごと相談（16日、30日）/総合福祉センター/13:30〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

3水

●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/10:00〜　
●ことばあそび/明木図書館/15:30〜　
●子育て輪づくり大運動会/市民体育館/10:00〜

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

4木

●ピヨピヨ「ミニ運動会」/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〜  
●人権・行政・公証相談/市役所/10:00〜

外科
内科

大藤（21-0002）
中坪（22-5430）

5金

萩・田町萩焼まつり（〜8日）/田町商店街/10:00〜　
萩・竹灯路物語（〜７日）/城下町周辺/18:00〜

●萩まちづくりセッション（明木）/明木旭マルチメディアセンター/19:00〜
●おはなし会「ぴよぴよぐみ」/須佐図書館/10:30〜　●ちっちゃなおはなし会（毎週金曜日）/明
木図書館/11:00〜　●だんすダンス（毎週金曜日）/児童館/19:00〜
●元気もりもり体操会（19日）/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

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

6土
●運動会〔椿東保/9:00〜〕〔萩幼稚園/9:30〜〕〔萩光塩学院幼稚園/9:30〜〕
●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

花宮（25-8738）
わたぬき（25-2020）

7日

維新150年ソレイユコンサート「萩・明倫学舎」秋の古都を彩るクロスオーバーミュージック/
萩・明倫学舎/11:00〜
●運動会〔土原保/9:00〜〕〔越ヶ浜保/9:00〜〕〔住の江保/9:00〜〕
●手作りそばの花まつり/弥富グラウンド外/9:30〜

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）

8月
「明治維新前夜 〜萩藩永代家老益田親施と家臣たちの戦い〜」シンポジューム/須佐文化センター

/13:30〜
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

9火

●萩まちづくりセッション（旧福川）/福栄保健センター/19:00〜
●心配ごと相談/福栄総合事務所/9:30〜　●萩市健康体操教室/小川交流センター/10:00〜　
●行政相談/川上公民館/13:30〜 

外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

10水

●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00〜　●ハロウィン工作/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」（24日）/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〜　
●健康づくり教室/むつみ総合事務所/10:00〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
波多野（25-2788）

11木

●こころの相談日（要予約、第2・4木曜日）/萩市保健センター/13:30〜　
●みんなの健康運動教室（25日）/須佐保健センター/13:30〜　●福栄楽しく体を動かす会/福栄
保健センター/13:30〜　●見島女性サロン健康教室/見島ふれあい交流センター/18:30〜

外科
内科

田町（24-1234）
全真会（22-4106）

12金

●萩まちづくりセッション（むつみ）/むつみ農村環境改善センター/19:00〜
●イラスト教室（26日）/明木図書館/15:30〜
●行政相談/福栄農業担い手育成センター/9:00〜 ●なみっこクラブ/見島ふれあい交流セン
ター/9:30〜　●人権相談・行政相談/旭活性化センター/10:00〜 
●消費生活無料法律相談/総合福祉センター/10:00〜　●三見ソナタ/三見公民館/13:30〜 

外科
内科
小児科

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

13土

ふるさと紙芝居全国大会in萩（〜 14日）/萩・明倫学舎ほか/10:00〜
●萩・長門峡観光遊覧船 秋季運航 （〜11/25）/川上明神島運動公園/9:00〜
●運動会〔大島保/10:00〜〕
●卓球教室（要申込み）（27日）/児童館/10:00〜

外科
内科

兼田（22-1113）
藤原（22-0781）

14日

2018クラシックカーフェスティバルin萩/萩明倫センター駐車場/9:00〜
萩・魚まつり/山口県漁協萩地方卸売市場・道の駅「萩しーまーと」/10:00〜 
講演会「移り変わる白虎隊のイメージ」/西京銀行萩支店/13:30〜

●運動会〔日の丸保/9:00〜〕〔大井保/9:30〜〕
●道の駅萩・さんさん三見「秋の収穫祭」/道の駅萩・さんさん三見/10:00〜

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

15月
特別展示「幕末・明治のはやりもの」（〜31日）/明木図書館/9:00〜

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

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

10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火

●未就園児開放日（ひよこ組）/萩幼稚園/9:30〜
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00〜
●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）
柳井（22-0748）

17水

●元気な時にかかる医者/児童館/10:30〜　●としょかん通信をつくろう/明木図書館/15:30〜
●川上ヘルシー教室/川上保健センター/9:00〜　●乳幼児相談（要予約）/むつみ農村環境改善セ
ンター/10:00〜　●保推お楽しみ会/むつみ農村環境改善センター/10:00〜　
●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〜　●健康・栄
養相談/市役所ロビー/11:00〜　●１歳6か月児健康診査/萩市保健センター/13:00〜 

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

18木

●萩まちづくりセッション（旧紫福）/福栄農業担い手育成センター/19:00〜
●子育て応援講座/児童館/10:30〜
●10か月児健康相談/萩市保健センター/9:30〜　

外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

19金
●エアロビクス教室/田万川保健センター/10:00〜
●雑式町健康運動教室/雑式町集会室/13:30〜 

外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

20土 萩・食の祭典（〜11/11）/市内各所 外科
内科

大藤（21-0002）
中坪（22-5430）

21日

KONISHIKIと一緒に歌おう、踊ろう！/市民館/14:00〜
●萩わんぱく広場/児童館/10:00〜
●朝ごはんメニューコンテスト二次審査会/萩市保健センター/9:30〜

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）

22月
外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

23火

萩・明治維新150年記念式典/市民館/10:00〜　 明治維新150年記念特別講演会 山中伸弥氏
「私の修行時代 〜未来を切り拓く力とは〜」/市民館/17:00〜
●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〜
●西木間健康教室/西木間公会堂/9:30〜　●心配ごと相談/川上総合事務所/13:30〜
●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

花宮（25-8738）
藤原（22-0781）

24水

●萩まちづくりセッション（佐々並）/旭活性化センター/19:00〜
●国際交流員の英国文化講座/萩図書館/10:00〜　●未就園児への園舎開放日「てんし組」/萩光
塩学院幼稚園/10:00〜　●「草の芽」おはなし会/明木図書館/15:30〜　●国際交流員の英語で
あそぼ/子ども図書館/16:00〜 
●交流ウォーキング（佐々並）/旭活性化センター/9:30〜 ●無料法律相談/市役所/10:00〜 
●新・健康ちょ筋教室/平山台駐車場/10:00〜 

外科
内科

都志見（22-2811）
みやうち（25-2500）

25木

●子育て相談/児童館/10:30〜 
●５か月児健康相談/萩市保健センター/9:30〜　●堀内健康教室/堀内公会堂/13:30〜 
●大島男性・婦人健康料理教室/大島公民館/19:00〜

外科
内科
小児科

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

26金 ●萩まちづくりセッション（育英）/須佐文化センター/19:00〜 外科
内科

萩市民（25-1200）
柳井（22-0748）

27土

萩博物館 明治維新150年記念特別展「 長州ファイブ〜幕末・海外留学生の軌跡〜」（〜11/25）/萩
博物館/9:00〜　

萩・明倫学舎ホラーナイト2018/萩・明倫学舎/18:00〜
●茶話会展（〜11/11）/須佐図書館/9:30〜　●ジオパークを知ろう！（〜11/11）/須佐図書館/9:30〜 
●古本市/須佐図書館/10：00〜　●みんなでミュージック/児童館/13:30〜　
●チャレンジ★「ハロウィングッズを作ろう！」/須佐図書館/14:00〜　
●子宮がん･乳がん検診/萩市保健センター/8:30〜　●須佐交流ウォーキング/須佐総合事務所/9:00〜

外科
内科

萩むらた（25-9170）
波多野（25-2788）

28日
知的書評合戦ビブリオバトルチャンプ本 山口県大会in萩/萩図書館/14:00〜

●図書館まつり/萩図書館/10:00〜　●青空市場/児童館/13:00〜　
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

29月 ●すくすく相談・育児学級/田万川保育園/13:30〜 外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

30火
外科
内科

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

31水 ●手品であそぼう/明木図書館/15:30〜 外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

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

夜間・休日当番医の診療時間
※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、12日、25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。
■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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萩のおでかけ情報

弥富特産の十割手打ちそばを中心に農産物、加工品等の
即売の他、ステージでは、龍神太鼓、神楽、カラオケ、小学生
による劇等
■主催　弥富むらおこし会

弥富公民館　☎ 08387-8-2044

10月７日㊐ 9:30〜15:00

弥富グラウンド、旧弥富中学校校舎、弥富体育館

手作りそばの花まつり

　

西条柿や新鮮な秋野菜の販売、新米のすくいどり（１
回 100 円、先着 100 人）、餅つき体験、屋台出店等

道の駅　萩・さんさん三見　☎ 27-0041

10月14日㊐　

道の駅 萩・さんさん三見
「秋の収穫祭」

10:00〜15:00

道の駅「萩・さんさん三見」（山陰道明石パー
キングエリア）

10月27日㊏11:00〜16:00
田町商店街、市民活動センター「結」

ハロウィンたまち＆結まつり

活動発表会、ダンスなど各種団体によるワークショッ
プや販売コーナー、音楽イベント、ジャグリングショー、
弁当販売、仮装コンテスト、ヨーヨー釣り（先着100 個
無料）、大くじ引き大会（特賞：東京往復航空券など）

【参加者募集】
○オープニングパレード（11:00 〜）

10:50までに、市民活動センターまたは、たまち広場へ
○仮装コンテスト（14:50 〜）

13:30 までに 総 合 案 内 所 で 受 付、14:20 までに
JOY201ステージ裏に集合

市民活動センター「結」　☎ 24-0161

▽9:30〜「山口県豊魚祭」、▽9:30〜水産加工品等販売、世界遺産・
ジオパークPRコーナー、協会けんぽコーナー（無料血管年齢測定等）、
出張認知症カフェ（認知症の普及啓発、予防の体験等）、▽10:15〜もち
まき、▽10:30〜萩産鮮魚・活魚販売、金太郎の握り寿司無料試食、▽
11:00〜トラックと綱引きタイムトライアル（小学生以下５名１組先着10

10月14日㊐
9:30〜15:00

山口県漁協萩地方卸売市
場・道の駅「萩しーまーと」

萩・魚まつり
合同開催山口県豊魚祭

北浦
最大

チーム当日受付）、▽13:00 〜
萩のブランド魚無料試食、萩海
上保安署巡視艇「はぎなみ」一
般公開、▽13:30〜麻薬探知犬
デモンストレーション、▽15:00
〜もちまき（くじ付き）など

水産課　☎25-4195
金太郎の握り寿司（イメージ）

　萩版ＤＭＯでは、萩市内で撮影された、「美しい、美味しい、
楽しい」新魅力発見をテーマとした写真を募集します。景観、
人、物産（モノ）、行事（コト）など萩市の魅力を伝える写真を
募集します。詳しくは萩市観光協会ホームページ（http://
www.hagishi.com）をご覧ください。
■応募期間　10月1日〜平成 31年1月31日（当日消印有効）

萩市観光協会　☎ 25-1750

萩まちじゅうフォト
コンテスト 2018募集

10月６日㊏ 16:00〜21:00

素水園（田中大将の銅像公園）

ちるバル2018

竹灯路物語にあわせて、バルイベントを開催します。

〜竹灯路物語 特別企画〜

こだわりのお店が15 店舗。軽く飲ん
でつまんで、秋の夜長、ゆっくりお楽
しみください！

萩市地域おこし協力隊　
☎080-1638-4450 吉田

10月27日㊏ 19:00〜20:30

松陰神社

「伝説の家政婦」志麻さん
料理実演＆トークショー

　松陰先生の殉節の日に例大祭を
行っています。

「伝説の家政婦」志
し ま

麻さんをお招
きして、萩産食材を使った料理実演
および試食会＆トークショー

官製ハガキにて住所・氏名・電話
番号・参加希望人数を記入し松陰神
社へ応募してください。

松陰神社例大祭記念事業

詳しくは、松陰神社ホームページ（http://shoin-jinja.jp/）へ。
松陰神社　☎ 22-4643
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○番
ば ん こ

子体験者募集！
11月11日㊐　11:00〜14:00
萩・明倫学舎駐車場

「たたら」の工程の一部、足踏み鞴
ふいご

によ
る番子体験
※鞴は製鉄炉に風を送る装置で、鞴を踏
む者を番子といいます。

中学生以上で、ある程度体力に自信が
ある方（５分程度連続で鞴を踏むため）

10月12日までに、住所、氏名、年齢、電
話番号を文化財保護課へ　

復活！長州藩の鉄づくり～
萩・大板山たたら祭り 萩・明倫学舎駐車場

■主催　萩市世界遺産活用推進協議会

　「明治日本の産業革命遺産」の世界遺
産登録３周年を記念して、国選定保存技
術保持者玉

たまはがね
鋼製造たたら吹きの木原さ

ん（村
む ら げ

下）の指導を受けながら、日本伝
統の鉄づくり「たたら」の操業イベント
を開催します。
　市内の高校生が中心となって長州藩が
行っていた鉄づくりを再現します。自由
に見学できますので、この機会にぜひ、

「たたら」の工程をご覧ください。
▽ 11 月 10 日㊏ 9:00 〜 16:00 高

校生等による操業準備（製鉄炉作りな
ど）、21:30 〜神事・火入れ
▽ 11月11日㊐ 11:00 〜 14:00 高校
生等によるたたら操業（砂鉄・炭の製鉄
炉への投入など）、 14:00 〜鉧

けらだし
出（製鉄

炉の中にできた鉄の塊を取り出す作業）
※両日とも雨天決行。

　今年は白虎隊自刃から150 年の節目。萩唐樋
地蔵堂にもある「白虎隊自刃図」の時代ととも
に移り変わるイメージとその真実に迫ります。

川
かわのべ

延安
やすなお

直（福島県立博物館 学芸課長）
先着80 人（申込み不要）
唐樋町町内会　☎ 22-0554

10月14日㊐13:30〜15:00（13:00開場）

西京銀行萩支店 ２Ｆセミナールーム

講演会「移り変わる
白虎隊のイメージ」

　萩・明治維新150 年を記念し、萩市では
16 年ぶりとなるドイツ語による第九演奏会
を開催します。

11月18日㊐14:00〜16:00（開場13:30）
市民館大ホール

萩・第九演奏会

11月10日㊏・11日㊐

山口県交響楽団、市内および萩近郊や県
内の音楽愛好家の共演による第九演奏会

一般2,000 円、高校生以下500 円
※当日券 一般2,500円、高校生以下800円。
■プレイガイド　市役所総合案内、市民館、
アトラス萩店、萩楽器店

萩第九を歌う会　☎25-7792 有冨

市民提案型事業「みんなの 150 年プロジェクト」
イベント開催情報！ 企画政策課　☎ 25-3102

萩・明倫学舎ホラーナイト2018
　　　～あれから150年～
10月27日㊏ 18:00〜21:00

萩・明倫学舎本館
夜の萩・明倫学舎で開催する１日限定のおば

け屋敷。150 年前に実際あった話を基にした
怖いストーリーです（完全予約制）。

150組限定（１組３人まで、抽選により決定）
100 円 / １人（お菓子代）
10 月 10 日までに、NPO 萩明倫学舎ホー

ムページ内の専用お申込フォームから申し込み（http://hagimeirin.jp/）
※ 10 月 20 日までに申込者全員にメールで抽選結果を連絡します。

萩・明倫学舎ホラーナイト実行委員会　☎ 21-0304

　Dragon AshのダンサーATSUSHIさん（舞踏）と
中村達也さん（太鼓）によるユニット「風人雷人」。ダン
スとドラム独奏を融合したパフォーマンスです。

不要（どなたでも観覧できます）

10月13日㊏16:00〜17:00 西の浜（堀内）

 風人雷人 in 萩

萩博物館 前庭10月14日㊐15:30〜16:30

■主催　萩 LOVE　　
T ＆ M コーポレーション

☎ 26-2088

　萩と会津の友好的交流のため「會
あ い ず

津ここ
ろ亭」星絵

え り
里子氏による紙芝居を上演します。

長州と会津の友好を考える会　
☎26-0077

10月14日㊐ 18:00〜

松陰神社 立志殿

紙芝居「新島八重物語」
「白虎隊物語」上演

☎25-3299　
FAX26-
0716
※10月26日
までに申込者
全員に結果を
連絡します。

　「萩・竹灯路物語」に合わせて開催します。
萩の地酒めぐり（６日）、よさこい・吹奏楽

（７日）、秋ネイル（７日）、フラダンス、ミニラ
イブ演奏、こども縁日、美白ハンドエステ、占
い、雑貨、軽食などの出店

萩の金毘羅さんお祭り実行委員会
☎080-1925-0003

10月６日㊏・７日㊐18:00〜21:00

金毘羅社 円政寺（萩城城下町内）

萩の金毘羅さん秋祭り

（雨天中止）
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萩博物館　明治維新 150 年記念特別展第 2 弾
「長州ファイブー幕末・海外留学生の軌跡ー」

長州藩が派遣した海外留学生たちを列伝風に紹介
「生きた器械」と書いた井上馨直筆の書簡は必見！

担当学芸員が展示解説します。
10 月 27 日 ㊏、11 月 10

日㊏、11 月 23 日㊎㊗
いずれも 14:00 〜
※開始 5 分前に企画展示室入
口にお集まりください。

無料（ただし観覧料は必要）

ギャラリートーク

　文久 3 年（1863）にイギリスへ秘密裏に留学した伊藤博文・
井上馨・山尾庸三・井上勝・遠藤謹助の 5 人は、日本の近代化
に貢献した役割の大きさから、現在では「長州ファイブ」と呼ば
れています。5 人は、日本人の海外渡航が禁止されている状況

史都萩を愛する会
第 69 回例会
11月3日㊏ 13:30〜15:00
「明治維新をどう読み解くか」
道迫真吾（萩博物館主任学芸員）
明治維新とは何だったのでし

ょうか。人それぞれに思い描く
答えが異なるのではないでしょ
うか。
　そこで本講演では、萩博物館
で今秋開催した２本の特別展を
題材に、角度によっては明治維
新がまったく違って見えるとい
う実例を紹介します。

   関連行事（講演会）

「長州ファイブ」が乗った帆船の図
　　   （横浜みなと博物館蔵）

のもと、あえて国
禁を犯して密航し
たのです。
　本特別展では、
彼らがなぜ危険を
かえりみず海外へ
渡ったのか、開国
により生じた長州
藩内外の混乱の様
子とともに紹介し
ます。

土 日

1127 2510

田町商店街
（５日、８日は 17:00 まで）

萩焼即売会、萩の名産・物産展、craft 展、萩焼ウィンドー
ミュージアム、酒蔵見学と地酒まつり、呈茶席、いけばな

10月５日㊎〜８日㊊㊗
萩・田町萩焼まつり

10:00〜18:00

デモンストレーション、萩
焼の相談窓口

萩市田町商店街振興組合
連合会　☎ 26-2201

県内外の紙芝居団体による紙芝居の実演、スタンプ
ラリー
※会場により上演時間が異なります。詳しくはお問
い合わせください。

第２回ふるさと紙芝居全国大会実行委員会（山口
県観光連盟内）　☎ 083-924-0462

10月13日㊏・14日㊐10:00〜15:00

萩・明倫学舎、萩博物館、木戸孝允旧宅

第２回ふるさと紙芝居全国大会in萩

（13 日は 11:00 から）

萩明倫センター駐車場
全国のクラシックカーが集結。もちまき大会・じゃ

んけん大会（13:00 〜）
○着物の方限定の特別企画

10月14日㊐

2018クラシックカーフェス
ティバルin萩

9:00〜15:00

クラシックカーによ
る萩城下町、菊ケ浜な
ど市内ドライブ体験、
写真撮影

クラブノスタルジア
☎ 090-6410-6754 玉井

〜萩城下町・着物＆車フェスティバル〜 着物ウィーク in 萩
プレミアム 2018

　13 回目を迎えた着物ウィーク
in 萩。今年も昨年同様、期間を
延長して開催します。まち歩きを
着物で楽しみませんか。

萩城城下町周辺ほか市内各所
着物ウィーク in 萩実行委員会

（萩市観光協会）　☎ 25-1750

10月1日㊊〜21日㊐
10:00〜17:00


