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萩・明治維新 150 年記念式典
書道パフォーマンス はぎ着物ジャック

萩食談「和の食卓」中村江里子さん

みんなの 150 年プロジェクト
KONISHIKI と一緒に歌おう、踊ろう！みんなの 150 年プロジェクト　風人雷人 in 萩2018 クラシックカーフェスティバル in 萩

明治維新 150 年特別記念講演　山中伸弥さん萩食談「偉人の食卓」高橋英樹さん

はぎ着物ジャック
萩・明治維新 150 年記念式典
書道パフォーマンス

萩食談「和の食卓」中村江里子さん明治維新 150 年特別記念講演　山中伸弥さん萩食談「偉人の食卓」高橋英樹さん

2018 クラシックカーフェスティバル in 萩 みんなの 150 年プロジェクト　風人雷人 in 萩
みんなの 150 年プロジェクト
KONISHIKI と一緒に歌おう、踊ろう！
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萩・明治維新１５０年記念式典を開催
　10 月23 日、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」を開催しました。
　国、山口県、姉妹都市など関係自治体、市内各種団体、明治維新に
関わるご子孫、萩ふるさと大使、萩・魅力ＰＲ大使ほか約 1,000 人
が参加し、盛大に 150 年を祝いました。
　アトラクション、映像で見る「萩と明治維新」、「志」作文の表彰・発表、
長州ファイブジュニアによるメッセージ発表などが行われました。
　藤道市長は「明治維新 150 年を機に、先人の志に思いをはせ、皆
様とのつながりがさらに深まり、未来に向かった新たなステージを迎
えることができるよう努めるとともに、次代を担うひとづくりと新し
いまちづくりに果敢に挑戦していきます」と述べました。

　同日、京都大学 iPS 細胞研究所所
長の山中伸

し ん や
弥教授による萩・明治維

新150年特別講演が行われました。
会場には、市内の中高生 213 人、
医療関係者 140 人ほか全体で約
990 人が集まり、山中教授の話
に熱心に耳を傾けていました。
　山中教授は「若い時から英語を学

　10 月20 日から、「萩食談」を開催し、高橋英
ひ で き

樹さんや中村
江
え り こ

里子さんなど各界の有名人を迎え、幕末明治期の偉人が食
した料理などをテーマにお話しいただきました。高橋英樹さ
んからは「食はたくさんの人を呼べるので、多くの人に萩の
美味しい食を知ってもらいたい」と応援していただきました。

◁萩の明治維新に関わ
る子孫の方々（右から、
毛利氏ご子孫毛

もうりもとあつ
利元敦

さ ん、 井 上 勝 ご 子 孫 
井
いのうえかつしげ

上勝重さん、 楫取素
もとひこ

彦
ご子孫 楫

か と り よ し ひ こ
取能彦さん、 

久坂玄瑞ご子孫 久坂
佳
よしてる

照さん）

〔左から〕藤道萩市長、三宅紹
つ ぐ の ぶ

宣さん、桐
きりき けんいち

木憲一さん、こざきゆうさん

著名人たちが萩の食の魅力を語る

萩・明治維新 150 年記念事業実行委員会（企画政策課内）　☎ 25-3102

　10 月 22 日、約 130 人が出席し、「萩・明治維新 150 年
記念歓迎レセプション」が賑やかに開催されました。あわせて、
記念漫画「長州ファイブ」完成の披露も行われました。
　記念漫画は萩・明倫学舎、萩博物館、萩市観光協会で絶賛販売
中です（販売価格980 円、消費税等別）。また、12 月頃から「学

◎萩・明治維新150年記念 歓迎レセプション
　記念漫画「長州ファイブ」完成披露

研まんがＮ
ＥＷ日本の
伝記」とし
て、全国の
書店で販売
されます。

「志」作文を発表する久保瑞
み ず の

乃さん（左）、森田遼
りょう

さん
長州ファイブジュニア「志」メッセージを発表する、〔左から〕上田響

ひ び き
希さん、

小西志
し ほ

歩さん、野間夏
な つ み

実さん、徳本ひよ理
り

さん、松屋海
み お ん

音さん

◁市内の小中学生 2,885
人の笑顔の写真で作られた

「長州ファイブ」の巨大フォ
トモザイクアート（たて 4
ｍ、よこ 3 ｍ）。 
　年末まで、市民館ロビー
に展示されています。

◎山中教授の特別講演

ぶこと、しっかりしたぶれないビジョンを持つことが大切」と語られました。
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萩・明治維新150年記念式典　
萩ジオパーク誕生！
イージス・アショアへの対応
全国大会出場おめでとう！

「萩市子育て応援ガイドブック」の作成
平成 29 年度 決算の状況
受賞おめでとうございます
情報案内板
慶弔だより
イベント情報

　10 月23 日の明治維新150 年に合わせた関連イベント
が市内の各地で開催されました。
　多くのイベントでは、人づくりの必要性や、歴史から学
び未来に向けて考え、そして行動することの大切さが共通
するメッセージとして発信されていました。
　さまざまな課題に直面するなか、これからの 150 年に
むけ、萩のまちづくりを一緒に進めていきましょう。

表紙

萩のまちじゅうで明治維新150年の
記念イベントを開催

目次

萩・食の祭典 ～つながる、ひろがる、萩・食づくし～
萩食祭レストラン・スタンプラリー 11月11日まで！

このエンディングイベント「萩食を語る」のゲスト
として、萩ふるさと大使である升

ますたけし
毅さんが出演します。

◎萩食祭レストラン
　萩・明治維新 150 年祭「萩・食の祭典」の期間中、市内協
力店舗において萩食祭レストランを実施しています。
　萩ふるさと大使である奥田政行さんによる助言のもと、宇部フ
ロンティア大学付属香川高等学校食物調理科の生徒の皆さんが
考案した、萩の食材を使った特別メニューの料理を市内協力店舗
で提供いたします。ぜひ、この機会に萩の食をご堪能ください。

【参加協力店舗】高大、ダイニングまめだ、Brasserie Lab、末益
お食事処、萩暦、萩元気食堂、割烹千代、見蘭牛ダイニング玄、萩
本陣、維新亭、萩の宿 常茂恵、かばやん、寿司 一清、めしやぶち

◎スタンプラリー
　特別メニューを提供している協力店舗３か所で食事し、スタ
ンプを集めると萩の食や明治維新にまつわる商品をプレゼン
ト。さらに抽選で、萩の食材をプレゼントします。応募方法は、
協力店舗等で配付のチラシをご覧ください。
◎スタンプラリー景品引換場所および景品
①道の駅萩しーまーと 松陰先生禁断の大福もち、②萩・明倫学
舎 萩にゃんクリアファイル、③萩博物館特製 高杉晋作ノート
◎抽選であたる豪華萩の食材
①見蘭牛ロースステーキセット、②旬の高級魚干物セット、③
萩のフルーツセット

開催中

企画政策課　☎ 25-3102

萩市－蔚山広域市
姉妹都市提携50年記念式

10 月 15 日、大韓民国蔚
ウルサン

山広域市で、姉妹都市提携 50 年
記念式が開催されました。今年、50 年という節目を迎え、萩
市長をはじめとする訪問団 39 人が記念行事に参加しました。

式典では、宋
ソンチョルホ

哲鎬 蔚山広域市長から「これまでの 50 年を
大切にし、この先 100 年に向けて、両市が友情を深めていく
ことを念願している」とあいさつがあり、藤道市長は「今回の
交流をきっかけに、次代を担う若者たちが交流を深め、新たな
交流の輪が広がることを期待している」と述べました。また、
会場では 50 年の交流の映像が上映され、これまでの歴史を振
り返ったほか、蔚山市立舞踊団の公演や萩光塩学院高等学校書
道部による書道パフォーマンスが披露され、交流を深めました。

式典に出席した藤道市長（左）と宋蔚山広域市長
 企画政策課　☎ 25-3102

　萩食祭レストランの期間中に特別メニューとして提
供された料理数品を食べていただきながら、萩の食材
等についてお話しいただきます。
■とき　11 月 10 日㊏　18:30 ～ 20:00
■ところ　萩本陣
■参加料　無料
■定員　60 人程度
■ゲスト　升毅さん（俳
優、萩ふるさと大使）、
岡野芳

よ し こ
子さん（萩元気食

の会会長）、岡本智
と も ゆ き

之さ
ん（地域おこし協力隊）
■司会　槌

つ ち や
屋幸

ゆ き こ
子さん

■申込方法　企画政策課
へ電話

萩食祭レストラン エンディングイベント
「萩食を語る」のゲストに升毅さんが出演！
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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）

日本ジオパーク認定証授与式の様子

10 月６日～ 8 日、第９回日本ジオパーク全国大会アポ
イ岳（北海道様

さまにちょう
似町）大会が開催されました。開会セレモ

ニーの中で、日本ジオパーク委員会中
な か だ

田節
せ つ や

也委員長から日
本ジオパーク認定証が授与されました。全国から集まった
大会参加者に祝福され、日本ジオパークネットワークの一
員として活動を行っていく思いを新たにしました。
　この認定により、晴れて萩ジオパークとなりました。今
後、さらに市民の皆さんにジオパークの楽しみ方を知って
いただき、関わっていただくきっかけとなるような取り組
みを進めます。

笠山山頂の噴火口内部

◎萩ジオアカデミー
　萩の大地の成り
立ちを専門家から
座学と現地見学で
学びます。地域に
ゆかりのある昼食
を用意します。

◎ジオパークを楽しもう
　これからも、萩ジオパークを楽しむ企画をどんどん展開
していきます。
　食を通じて大地と人のつながりを楽しむミニツアー「地
球を食べる食堂」。９月 30 日に予定していた第１回目の
海をテーマにした回は天候不順で中止となりましたが、次
回は「山の回」を計画していますので、ご期待ください。
　また、11 月中旬から来年２月にかけて、「萩ジオフェア」
と称した記念行事（シンポジウム等）を開催予定です。そ
の中では、萩ジオプランナーの企画するモニターツアー等
も開催します。詳細は別途お知らせします。

　萩ジオパークの大地の成り立ちは３つのマグマの胎動で
できています。それを教えてくれる「大地の遺産」をジオ
サイトと言います。これからジオサイトを紹介し、どんな

「大地と人のつながり」があるのかを紹介していきます。

◆ジオサイト紹介

① 今の萩をつくったマグマの胎動の記憶
「阿武火山群」笠山山頂火口
　標高 112m の笠山山頂には直径 30m の噴火口があり
ます。ここは 8,800 年前のマグマのしぶきを噴き上げる
噴火の出口です。しぶきは空気にふれ、冷え固まった黒い
軽石（スコリア）が降り積もって丘を作りました。スコリ
ア丘と呼ばれ、笠山の「笠」の部分にあたります。通常、
スコリアが降り積もっただけの丘は崩れやすいのですが、
笠山のスコリア丘は降り積もったときに高温だったため、
隣同士がくっつき、噴火口が残りました。噴火口の中に入
るとスコリア丘の内部構造として、降り積もった角度や粒
の大きさなどを観察することができます。
　崩れやすいスコリア丘では大きな樹木が育たず、江戸時
代、笠山山頂は茅

か や ば
場として使われていました。戦時中は畑

作地としてサツマイモを植え、日も良くあたり、水はけが
よく水持ちもいい土壌でよく育ったそうです。

萩ジオパーク誕生！

○第４回講座「大陸の巨大火山活動」
　・とき　11 月 23 日㊗㊎　10:00 ～ 15:00　
　・ところ　佐々並公民館ほか
　・講師　今岡照

て る よ し
喜（山口大学名誉教授）

　・申込期間　11 月５日㊊～ 16 日㊎
○第５回講座「阿武火山群②　龍が通った道」
　・とき　12 月８日㊏　10:00 ～ 15:00
　・ところ　弥富公民館ほか
　・講師　清

きよすぎ こうじ
杉孝司（神戸大学助教）

　・申込期間　11月 19日㊊～ 30 日㊎
■参加費　1,000円
　（昼食代、資料　
代、保険代）
■定員　各回40人
　（先着順）
■申し込み　萩ジオパー
ク構想推進協議会

萩ジオアカデミー第３回講座の模様

昨年度のジオマスター講座の模様

これから一緒に
活動しませんか！
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　10 月12 日から行われた、住民説明会や有識者説明会などで配布された説明会資料の内容を紹介します（一部抜粋）。
◎イージス・アショアの配備に係る適地調査の説明会資料から
イージス・アショアへの対応

◎平成 30 年度の各調査の手順とスケジュール（予定）

※説明会で配布した資料などを萩市ホームページ（総務課）に掲載しています。http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/2/

総務課　☎ 25-3439

■開催時間　19：00 ～ 21：00（各会場とも）

小学校区 期　日 会　場
多磨 11月２日㊎ 田万川コミュニティセンター
小川 11月６日㊋ 小川交流センター
弥富 11月９日㊎ 弥富交流促進センター
川上 11月12日㊊ 川上公民館

旧福川 11月15日㊍ 福川公民館（旧福川小学校）

（11月分）～萩まちづくりセッション～ 広報課　☎25-3178市民ファースト

（変更後）11 月 15 日㊍　福川公民館（旧福川小学校 職員室）
　都合により急遽延期となり大変ご迷惑をおかけいたしまし
た。開催日が決まりましたので、ご参加のほどよろしくお願い
いたします。

旧福川地区の日程・場所が変更になりました

◎電波環境調査
①配備候補地周辺の公共施設、住宅地
等の位置関係を確認し、到達電波調査
を行うことで、人体等への電磁波の影
響を確認します。
②配備候補地周辺の既存通信施設等を
確認した後、電波測定調査等を行い、
配備候補地周辺に与える影響について
詳細な検討を行います。

■人体への影響に関する調査・検討の流れ

◎地質・測量調査
①金属製の機材を用いて地盤に直径
10㎝程度で深さ数ｍから数十ｍの孔
を掘削し、地盤の強度や地層の構成を
調べます。
◦敷地内の 32 地点で実施予定
②配備候補地の地形を把握するため、
航空測量を行います。
※航空測量に用いるレーザーは地上

（人、建築物等）に影響ありません。

◎施設配置の検討
電波調査、地質・測量調査や施設配置
の検討に必要な情報を収集し、施設配
置の検討を行い、配備候補地に施設を
配置できるかどうかを検討します。

◆他の国有地の検討方法について
電波調査、地質・測量調査等の結果、
仮に、むつみ演習場が配備候補地とし
て不適との結論に至る場合に備えて、
山口県内やその周辺の防衛省・自衛隊
の所管外の国有地を検討します。

10月 11月 12月 1月 2月 3月
施設配置
の検討

地質調査

測量調査

電波環境
調査

資料収集/地形図作成・ゾーニング検討/建物平面プラン・インフラの基本検討/施設配置案の検討

水文調査 地質調査 地質調査結果とりまとめ

地形図作成空中写真測量
航空レーザ測量

既設構造物調査

机上における調査・検討（事務所内）

現地における調査

➡
➡

➡
➡
自衛隊計画施設の

概要のまとめ

調査実施項目について、次の流れによって「人体への影響に関する調査・検討」を行い、結果
について報告書へ反映します。

①自衛隊施設配置条件の整理
自衛隊から提供する資料に基づき、自衛隊計画施設の整理をします。
◦施設配置計画　◦無線設備機能要件の確認（用途・性能条件等）
◦施設設置位置等の確認　◦その他ニーズ等の確認

電波関係法令と管理・
規制等の概要まとめ

②人体に関連した電波関係法令等の整理
電波法、電波防護指針等を調査します。

③既存施設の調査
地図情報等により既存の公共施設、住宅等を調査します。

１ 既存施設の調査
配備候補地周辺の公共施設、住宅等について、踏査による目視確認、調
査写真の撮影および設置位置の地図への記載によりとりまとめます。

④人体への影響に関する検討
自衛隊無線施設が配備候補地周辺に及ぼす電波の影響状況を検討
します。
◦電波環境の検討（電波防護指針等による人体への影響等の分析検討）

既存施設の一覧表の作成
　公共施設、住宅等を地
　図上にプロット（図示）

電波環境
　電波防護指針におけ
　る周囲への影響

➡

➡

➡

➡

➡

■調査の内容等に関するお問い合わせ：中国四国防衛局 むつみ現地連絡所　☎ 08388-6-0303

現地
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国民体育大会（福井しあわせ元気国体 2018）

卓球

カヌー（スラローム）バスケットボール

［成年男子］

（堀内）兼
かねもと

本 元
げ ん た

太

［成年男子　監督］

（土原）
阿部 一

かずみち
道 

全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会 2018）

ラグビーフットボール 
（９月 30 日～ 10 月４日）

［少年女子］

（萩光塩学院高校１年）
徳田 明

あ か り
梨

［成年男子］

（堀内）
足立 和

か ず や
也 

［成年男子］

（椿）
髙
たかはし

橋 怜
りょうや

也
［成年女子］

（至誠館大学２年）
岡
おかざき

﨑 遥
は る か

海

全国大会出場おめでとう！

［少年男子］

（宇部工業高校３年・大島中卒） 刀
と ね

祢 海
か い む

夢

フライングディスク （10月13日～15日）

（ドリームスクール・はぎ）
木
き は ら

原 光
みつあき

明 内田 優
ゆ う き

軌

ジュニアオリンピック陸上競技大会 
（10月12日～14日 神奈川県）

2018 年少林寺拳法全国大会 in ぐんま
（10月27日～28日 群馬県）

（萩西中３年）
松谷 理

り か
花 山本 愛

ま な か
果

（萩西中２年）

全日本卓球選手権大会
（マスターズの部）

（堀内）
前田 洋

よ う じ
二

［女子組演武］

（10月26日～28日 静岡県）

［シングルス（男子
ローシックスティ）］

（10月１日～５日） （10月５日～８日）

［1500m］

（萩東中２年）
重
しげやま

山 弘
ひろのり

徳 
［1500m］

（萩東中１年）
三
み か み

上 龍
りょうま

真
［100m] [400mリレー］

（萩西中３年）
小
こ ば し

橋 璃
り こ

子

［100mハードル］

（むつみ中３年）
三好 ののか 

［走高跳］

（萩西中３年）
田村 璃

り り か
々花

［100mハードル］

（萩西中２年）
戸
と さ き

崎 心
み ゆ

優

（ドリームスクール・はぎ）

（９月29日～10月３日）

優勝

15 ゲート優勝 15 ゲート 6 位入賞
25 ゲート 7 位入賞

25 ゲート 2 位入賞
15 ゲート 3 位入賞

優勝 2 位入賞

5 位入賞
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高速道路ネットワークの活用による
「広域観光戦略を考えるシンポジウム」開催
　市では、山陰道など高速道路ネット
ワークの早期整備や生活道路・観光道
路の改良整備等に取り組んでいます。
　産業振興や地域発展、観光・産業の
振興には、高速道路が必要不可欠です。
　山陰自動車道（益田～萩間）整備促進
期成同盟会外３団体の共催により、高
速道路ネットワークの活用を考え、山
陰広域観光周遊ルートの形成や地域づ
くりの機会としてシンポジウムを開催
します。
　多くの市民の皆さんのご参加をお願
いします。

■とき　11月20日㊋13:00～
■ところ　市民館大ホール
■内容

「萩市子育て応援ガイドブック」を作成
　市では、妊娠期からの子育て環境の充実
を図るため、子育てに関する情報をまとめ
た「萩市子育て応援ガイドブック」を作成
しました。

妊娠期から就学までの各時期に受けられ
る健診・教室・予防接種などを示した「子
育てカレンダー」、妊娠中から出産前後のサ
ポート、食育、予防接種、大学生や専門学生
に対する奨学金など、子育てに関する情報
を1 冊にまとめて掲載
○主に就学前児童の保護者や母子健康手帳
交付時に配布予定
※萩市ホームページにも掲載。

福祉政策課　☎25-3585 [ Ａ４判フルカラー　44 ページ]

　市有地等を一般競争入札（条件付き）で売却
します。
■入札関係書類および物件説明書の配布、物件
の事前確認、入札参加申請書、事業計画書の提
出期間　11 月１日～平成 31 年１月７日
■入札参加者の決定　平成 31 年１月 18 日

■入札日　平成 31 年１月 25 日
物件① 9:30 ～、② 10:30 ～
■入札会場　市役所２階大会議室
※詳しくは 11 月１日から契約監理課で
配布する入札説明書、申請書（萩市ホー
ムページからダウンロード可）をご覧く
ださい。財産管理課でも配布します。

市有地等を売却します

物件番号 物件名 所在地 地目等 地積

① 旧椿東保育園跡地

椿東字高田 1094 番 宅地 2,506.47㎡
椿東字高田 1098 番 2 宅地 631.01㎡

（建物）
保育園 369.84㎡
保育園 341.03㎡
倉庫 19.53㎡
倉庫 6.20㎡

② 旧萩測候所跡地 堀内字堀内村 392 番 2 宅地 1,437.45㎡
堀内字菊ヶ浜 486 番 13 宅地 80.70㎡

募集

　明治維新 150 年を記念し、萩幕末維
新に関連する史実などを中心にデザイン
したシリーズ切手（オリジナルフレーム
切手）を平成 25 年から毎年作成してい
ます。その最後を飾る「明治維新 150
年記念シリーズⅤ 1868 年（明治元年）
萩」を販売中です。
　今回は記念台紙がセットになっている
ほか、切手シートの背景画像をスマート
フォンの専用アプリで読み込むことに
よって、長州ファイブに関連した動画コ
ンテンツが再生されるＡＲ動画付です。
　萩ならではの切手をぜひお買い求めく
ださい。

明治維新150年記念
シリーズ切手を販売中

◎通信販売も行っています
　萩市観光協会では通信販売の取
り扱いも行っています。
■申込方法　郵便局の「払込取扱
票」に必要事項を記入のうえ、最
寄の郵便局窓口で振込
■価格　１セット 2,310円（切手
セット代 1,950円、送料 360円）
※払込手数料はお客様負担。

萩市観光協会　☎ 25-1750
[ 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

■販売部数　1,500 部
■販売エリア　市内の郵便局、県
内の一部の郵便局（一部の簡易郵
便局を除く）、萩市観光協会
■価格　１セット 1,950 円
■製作　日本郵便株式会社（企画
協力：萩市）

日本郵便中国支社
☎ 082-224-5991

・基調講演　「道がつなぐ
観光とまちづくり」▽講
師：桑

く わ の
野和

い ず み
泉（一般社団法

人由布院温泉観光協会会
長）
・パネルディスカッション
○高速道路ネットワークを活用した広域観
光戦略
■入場料　無料（申込不要）
■問い合わせ　土木課　☎25-3140
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平成29年度 決算状況
29年度の主な取り組み

　平成 30 年に
「明治維新 150
年」の節目の年
を迎えるに当た
り、さまざまな
分野の多彩なイ
ベントを実施し
ました。
　萩・明治維新

◎明治維新150年記念事業

◎携帯電話エリア整備
事業
　川上地域笹尾地区に基地局
と伝送路を整備して通信事業者
に貸与し、携帯電話の不感地帯
の解消を図りました。

◎新萩市総合福祉センター整備事業
　萩市総合福祉センターの移転に伴い、実施設計および整
備場所周辺の解体工事などを行いました。

◎子育て世代包括支援センター運営事業
　 妊娠から
出産、子育て
までのワンス
トップサービ
スの拠点とし
て「 子 育 て
世代包括支
援センター
H

ハ グ
AGU」 を

◎酒米とう精施設
整備費補助事業
　農事組合法人の収益向
上、地元産酒造好適米「山
田錦」での酒造りを推進す
るため、萩酒米みがき協同
組合が整備する施設整備に
かかる経費の一部を支援し
ました。

◎道の駅ゆとりパークたまがわ整備事業
　大規模なリ
ニューアルを
行い、地場産
品の売上の促
進と地元住民
の交流拠点と
しての整備を
行いました。

◎大井公民館整備事業
　大井小学校
旧校舎の耐震
化を図り、大
井公民館と大
井出張所とし
て有効活用す
るため、大規
模改修整備を
行いました。

開設し、各地域の保健センターと連携して支援を行いました。

150 年オープニングイベントや、薩長「志」シンポジウム
の開催のほか、市民提案型事業「みんなの 150 年プロジェ

健全化判断比率 比率の説明 30年度 29年度 28年度 27年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 一般会計の赤字の程度を示す。赤字の場合に表示 ― ― ― ― 12.58%以上 20.00%以上
連結実質赤字比率 すべての会計を合わせた赤字の割合。赤字の場合に表示 ― ― ― ― 17.58%以上 30.00%以上
実質公債費比率 借入金返済額の大きさの財政規模に対する割合 7.6% 8.3% 9.3% 10.3% 25.0%以上 35.0%以上
将来負担比率 借入金など現在の負債規模の財政規模に対する割合 ― 5.2% 6.6% 20.4% 350.0%以上

※各年度の比率は、公表年度の前年度決算に基づく数値、「ー」は赤字または将来負担額がないことを示します。
　詳しい内容は、市役所本庁の市政情報コーナー、各総合事務所地域振興部門または萩市ホームページで見ることができます。

いずれの数値とも早期健全化基準を下回っています。
「資金不足比率」についても、公営企業の各会計とも資金不足は生じていません。財政の健全化に関する比率の公表

クト」の助成などを行いました。
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予算がどのように使われたか、財政状況が
どうなっているかをお知らせします。

　一般会計決算額は、歳入が298 億1,129 万円、歳出が291 億8,028 万円
でした。歳入歳出差引額の6 億3,101 万円のうち、1,071 万円を繰越財源と
し、実質収支は6 億2,030 万円の黒字となりました。

一般会計の決算概要 ■前年度と比べ決算額が減少した主な理由
◦萩・明倫学舎本館・２号館の整備事業の完了
◦国の臨時福祉給付金給付事業の終了
◦職員人件費（退職手当）の減少

歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入
区分 主な内容 決算額 構成比

自
主
財
源

市税 市民税、固定資産税、
都市計画税など 53億1,801 万円 17.9％

分担金及び
負担金

受益者分担金、利用
者負担金など 3億3,719 万円 1.1％

使用料及び
手数料 各種施設使用料など 5億4,266 万円 1.8％

繰入金 基金からの繰入 6億8,603 万円 2.3％
諸収入ほか 預金利子、貸付金元

利収入など 15億5,343 万円 5.2％
自主財源計 84億3,732 万円 28.3％

依
存
財
源

地方交付税 国からの交付金 126億9,675 万円 42.6％

国・県支出金 国・県からの負担金・
補助金・委託金 48億8,957 万円 16.4％

市債 市の借入金 24億2,130 万円 8.1％
地方譲与税

ほか
自動車重量譲与税、
地方消費税交付金など 13億6,635 万円 4.6％

依存財源計 213億7,397 万円 71.7％
合　計 298億1,129 万円 100.0％

（前年比 7億8,959 万円減少） 歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳出
区分 主な使いみち 決算額 構成比

総務費 税金の管理や支所の運営
などに 40億1,932万円 13.8％

民生費 子育て支援や高齢者医
療など福祉の充実に 92億6,837万円 31.8％

衛生費 健康づくりやごみの処
理などに 23億6,828万円 8.1％

農林水産
業費

農林水産業の振興や基
盤整備に 19億5,200万円 6.7％

商工費 商工業の振興や観光振
興などに 13億66万円 4.5％

土木費 道路や公園、住宅などの
整備に 20億541万円 6.9％

消防費 救急、消防の活動に 11億6,468万円 4.0％
教育費 小中学校や図書館など

の文化施設の運営に 29億233万円 9.9％
災害復旧費 災害復旧の事業に 953万円 0.0％
公債費 市債の元金・利子の償還 39億4,225万円 13.5％

議会費ほか 2億4,745万円 0.8％
合　計 291億8,028万円 100.0％

（前年比 5億8,599 万円減少）

市債残高の状況
　市債は、道路や公民館などの公共施設の建設など、一時的に多く
の資金を必要とする場合に認められる長期借入金で、世代間の負担
を公平にする役割を果たします。
　市債残高の合計額は、平成 29 年度末で 313 億 610 万円とな
りました。簡易水道事業が上水道事業と統合し、また公共下水道事
業・特定環境保全公共下水道事業の地方公営企業法適用により公営
企業会計に移行しました。そのため、前年度に比べ約 99 億円減少
しています（公営企業会計への移行分を除くと約 15 億円の減少）。
　一方、全会計の基金残高（現物含む）は、平成 29 年度末で
136 億 8,996 万円となり、平成 16 年度末に比べ約 26 億円増加
しています。

会計名 市債残高
　　一般会計 266億7,819 万円

特
別
会
計

国民健康保険事業（直診勘定） 2億1,319 万円
農業集落排水事業 25億5,673 万円
漁業集落排水事業 17億4,838 万円
林業集落排水事業 609 万円
特定地域生活排水事業 6,508 万円
個別排水事業 3,844 万円

合　計 313億610 万円
平成 29年度決算時点

 財政課　☎ 25-3469

会計名 歳　入 歳　出うち一般会計繰入金
土地取得事業 111 万円 0 111 万円
国民健康保険事業（事業勘定） 83億1,754 万円 6億2,895 万円 80億6,450 万円
国民健康保険事業（直診勘定） 6億5,770 万円 1億1,301 万円 6億5,770 万円
休日急患診療事業 8,838 万円 4,635 万円 8,838 万円
後期高齢者医療事業 9億79 万円 3億43 万円 8億8,601 万円
介護保険事業 62億9,994 万円 10億5,361 万円 61億4,653 万円
農業集落排水事業 4億2,555 万円 1億7,736 万円 4億2,555 万円
漁業集落排水事業 4億2,882 万円 1億7,641 万円 4億2,882 万円
林業集落排水事業 122 万円 78 万円 122 万円
特定地域生活排水事業 4,062 万円 3,367 万円 4,062 万円
個別排水事業 458 万円 259 万円 458 万円
駐車場事業 745 万円 0 745 万円

合　計 171億7,370 万円 25億3,316 万円 167億5,247 万円

　12 の特別会計の収支は、いず
れも「０」または黒字となりまし
た。
　各特別会計においては、事業実
施に必要な経費を主に保険料や使
用料等の収入でまかなって住民
サービスを提供するものですが、
収入不足などのため、一般会計か
ら多額の繰入れを行っています。

特別会計の決算状況
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下水道事業会計の決算状況
収益的収支

収入

下水道使用料 3億8,507 万円 36.1％
他会計負担金等 3億3,016 万円 30.9％
その他 3億5,163 万円 33.0％

収入合計 10億6,686 万円 100.0％

支出

施設維持管理費等 3億2,976 万円 31.3％
支払利息 1億1,673 万円 11.1％
減価償却費 5億9,385 万円 56.4％
特別損失 1,316 万円 1.2％

支出合計 10億5,350 万円 100.0％
収支 1,336 万円

資本的収支

収入

企業債 1億8,660 万円 34.6％
国庫補助金 1億5,811 万円 29.3％
他会計出資金等 1億8,549 万円 34.4％
受益者負担金 922 万円 1.7％

収入合計 5億3,942 万円 100.0％

支出
建設改良費 3億6,858 万円 42.0％
企業債償還金 5億928 万円 58.0％

支出合計 8億7,786 万円 100.0％
収支 ▲3億3,844万円
※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

平成29年度から公営企業会計に移行し
ました

■ 29 年度の主な取り組み

病院事業会計の決算状況 山口県の日本海側で唯一の公立病院として
地域の健康を守ります

収益的収支

収入

診療収入等 20億5,576 万円 79.9％
補助金・負担金 4億8,020 万円 18.7％
その他 3,681 万円 1.4％

収入合計 25億7,277 万円 100.0％

支出

診療材料・機器等 24億6,579 万円 91.6％
支払利息 5,240 万円 1.9％
減価償却費 1億7,440 万円 6.5％

支出合計 26億9,259 万円 100.0％
収支 ▲1億1,982 万円

資本的収支

収入
企業債 7,240 万円 40.1％
出資金等 1億798 万円 59.9％

収入合計 1億8,038 万円 100.0％

支出
企業債償還金 3億775 万円 79.7％
建設改良費 7,837 万円 20.3％

支出合計 3億8,612 万円 100.0％
収支 ▲2億574 万円
※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

入院患者数　28,221 人（対前年度比 1,896 人減）
外来患者数　55,984 人（対前年度比 1,547 人減）
救急車による搬送患者数　771 人（対前年度比 7 人増）
設備投資：医事・調剤・検査の各システム、ナースコールなどの更新

■ 29 年度の運営状況

調剤システム

※消費税等の影響額を除いた純損失は 1 億 2,124 万円。

水道事業会計の決算状況
収益的収支

収入

水道料金 7億3,788 万円 60.9％
他会計負担金等 2億4,453 万円 20.2％
その他 2億2,981 万円 18.9％

収入合計 12億1,222 万円 100.0％

支出

施設維持管理費等 5億1,753 万円 49.1％
支払利息 7,291 万円 6.9％
減価償却費 4億6,176 万円 43.8％
その他 232 万円 0.2％

支出合計 10億5,452 万円 100.0％
収支 1億5,770 万円

資本的収支

収入

企業債 1億9,040 万円 64.2％
県支出金等 2,028 万円 6.8％
出資金等 8,613 万円 29.0％

収入合計 2億9,681 万円 100.0％

支出
建設改良費 2億5,829 万円 51.6％
企業債償還金 2億4,256 万円 48.4％

支出合計 5億85 万円 100.0％
収支 ▲2億404 万円
※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

水道は私たちの暮らしに欠かすことのできな
い大切な施設です

◦配水管等の整備・改良（樽屋町地区ほか）
◦田万川・須佐地域の監視設備等の更新
◦上津江浄水場薬注ポンプ更新工事　

■ 29 年度の主な取り組み
※消費税等の影響額を除いた純利益は 1億3,911 万円。

 上下水道局総務課　☎ 25-3390

 上下水道局総務課　☎ 25-3152

 萩市民病院　☎ 25-1200

◦萩地域の管きょ布設による処理区域の拡大（椿東・椿・
山田地区）
◦須佐地域の老朽管の布設替（青葉台地区）
◦堀内雨水ポンプ場建設工事の推進　

※消費税等の影響額を除いた純損益の計上はありません。

堀内雨水ポンプ場
完成予想図▶

高岩橋配水管移設
工事（田万川地域）

▶
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一般会計・
特別会計の
執行状況

財政状況の公表平成 30 年度
上半期

市では、毎年度、上半期と下半期の年２回、予算の執行状況など財政状況を公表しています。

　一般会計予算額は、当初予算に 301 億 4,000 万円を計上し、その後の２回の予算補正（1 億 8,639 万円）
と平成 29 年度からの繰越明許費（1 億 6,268 万円）を加え、９月末現在で総額 304 億 8,907 万円となっ
ています。
　特別会計とは、国民健康保険事業など特定の目的をもって事業を行う場合に、その収支を明確にするため
の独立した会計をいいます。企業会計の病院事業と水道事業および下水道事業を除く６つの特別会計の当
初予算総額は 153 億 3,390 万円で、その後の予算補正（4 億 2,946 万円））を加え、９月末現在で総額
157 億 6,336 万円となっています。

会計名 予算現額 収入率
（％）

支出率
（％） 市債残高 構成比

（％）
一般会計 304 億 8,907 万円 47.8 34.8 249 億 2,130 万円 99.2
土地取得事業 190 万円 56.7 50.5 ー ー
国民健康保険事業（事業勘定） 72 億 7,613 万円 38.4 34.9 ー ー
国民健康保険事業（直診勘定） 7 億 5,780 万円 19.4 36.6 1 億 9,403 万円 0.8
休日急患診療事業 1 億 110 万円 15.9 32.3 ー ー
後期高齢者医療事業 9 億 7,948 万円 27.9 27.4 ー ー
介護保険事業 66 億 4,695 万円 39.7 39.0 ー ー

市債の状況
　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際に、一時的に多くの資金を必要とする場合に認められる
長期借入金のことです。世代間の住民負担を公平にする役割を果たしています。

 財政課　☎ 25-3469
　 財産管理課　☎ 25-3143

区分 面積・金額
土地 4,906,474㎡
建物 421,339㎡
山林 138,493,198㎡
有価証券 9,347 万円
出資による権利 5 億 8,175 万円
債権 10 億 5,345 万円

基金
現金 135 億 1,034 万円
土地 1 億 9,062 万円
現物 82 万円

市有財産
の状況

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

一時借入
金の状況

　一時借入金とは、一時的に資金が不足する場合に短期
間借入するものです。
　平成 30 年９月末現在、一時借入金はありません。

「ＩＴサテライトオフィス×民泊」による企業進出！

　東京に本社を置き、インターネットサービス事業とそれ
に関連する事業を行っているB

ボ ル ス タ ー
OLSTER 株式会社が、市内

の空き家を整備し、「サテライトオフィス」を開設すること
が決定しました。これを受け、山口県立会いのもと同社と萩
市との間で協定を締結しました。同社では、施設の特性をい
かし一部を「民泊事業」として活用する予定となっており、
I T だけでなく観光産業への波及効果も期待されます。

BOLSTER 株式会社と協定書を調印

〔左から〕松田忠
ただひろ

浩 BOLSTER株式会社代表取締役社長、坂田和
かずひこ

彦
山口県商工労働部企業立地統括官、藤道市長

視点を変えて考え、クリエイティブで発信
するためのワークショップ＆セミナー

　ワークショップ + 情報編集講座 + デザイン講座で、身
近なところにある価値を再発見し、発想をクリエイティブ
に落とし込むまでを無料で学べるセミナーです。
　セミナーの内容をさらに深堀りできる無料動画カリキュ
ラムもあり、セミナーと動画を合わせたくさんの学びを無
料で受講することが可能です。

Rethink Creator Project
募集

■とき　11 月 10 日㊏
　14:00 ～ 16:00
■ところ　萩・明倫学舎（復元教室）
■定員　40 人
■申込方法　R

リ シ ン ク
ethink C

ク リ エ イ タ ー
reator 

P
プ ロ ジ ェ ク ト
roject の申込フォームから申

込（https://rethink-creator.
jp/event/）

 企業誘致推進課　☎ 25-3811
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書「臨
りんぎゅうけつぞうぞうき

牛橛造像記」

絵画「ぼくの大好きなわに」

萩市美術展
　市民館で「第14 回萩市美術展」を開催しました。
　平面、立体、書、写真の４部門に776 点（高校生・一般の部73 点、
小・中学生の部は絵画、書の２部門703 点）の応募があり、９月21
日の審査会で、167 点の入賞作品が決まりました（出品総数は、招
待作家の34 点を加えた810 点）。

杉尾丞
じょうすけ

翼（明倫小５年）

中村椿
つ ば き

花
（萩光塩学院高校３年）

地域巡回展示開催
高校生・一般の部 
市長賞・議長賞・
教育長賞・美術協
会長賞作品
■須佐公民館
　11月１日㊍～５日㊊
　9:00～16:00
■旭活性化センター（佐々
並公民館）
　11月18日㊐
　9:30～15:00

厚生労働大臣表彰

（54 歳　椿東）長岡　智
ち え こ

恵子

国民健康保険功労

平成５年から 27 年にわたり、大
島診療所での医療に従事し、離島
の医療に尽力。

（萩市休日急患診療センター勤務）

文部科学大臣表彰

（78 歳　椿東）三輪　龍
りょうさく

作

芸術文化功労

永年にわたり、陶芸家として優れた
活動を行うとともに、萩陶芸家協会
会長を務め、地域文化の振興に貢献。

（萩陶芸家協会会長）

受賞 おめでとうございます

適切な消火活動に消防長感謝状
　８月 17 日、越ヶ浜１区のＪＲ山陰本線小野橋梁北
側軌道内で枕木が燃える火災が発生しましたが、近隣
に在住している末武義

よ し は る
治さん、椙

す ぎ も と
本益

ま す お
男さん、赤

あ か さ き
崎利

とし

行
ゆき

さんが水バケツや水道ホース等を使用して初期消火
を行い、延焼拡大を防ぎました。
　10 月１日、この消火活動に対し萩市消防長から感
謝状が贈呈されました。　

左から末武さん、椙本さん、赤崎さん

小・中学校の部 市長賞 高校生・一般の部 市長賞

後小畑 地域のみんなで見守り隊
学校安全ボランティア活動奨励賞

当初は玉
た ま だ

田博
ひ ろ し

志会長が 20 年以上見守
り活動を続けており、平成 18 年に組
織化、活動を開始。地域と学校が一
体となった学校安全の普及と向上に
尽力。

（雅号：12 代 三輪 休雪）

（69 歳　椿東）中村 哲
て つ お

夫

地方教育行政功労

永年にわたり、地方教育行政の発
展のために尽力。平成 23 年 4 月
1日から平成30年3月31日まで、
萩市教育長を務めた。

（前萩市教育長）
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「萩市地域おこし協力隊」
新たに１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。
　10 月１日に委嘱状交付式が市役所で行われ、新隊員１人に委
嘱状が手渡されました。今後、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
　神奈川県川崎市

稗
ひ え だ

田 裕
ゆうたろう

太郎

第 ４ 期 生

■活動内容　
　地域資源を活用したアウトレジャーによる観光振興に関する活動
■今後の抱負
　14 年ぶりに山口県に戻ってきました。山陰・北浦エリアで活躍
できるよう邁進します。よろしくお願いします。　

■配属先
　スポーツ振興課

問い合わせ 地域づくり推進課　☎25-3360

2019 年は藩校明倫館創建 300 年
来年の全国藩校サミット萩大会を宣言

９月 29 日、京都府舞鶴市で、第 16 回「全国藩校サミ
ット舞鶴大会」が開催されました。大会の中で、萩市が来
年のサミット開催地として宣言され、萩での開催が正式に
決定しました。

大会では、全国から集まった旧藩主の子孫や藩校関係者
約 500 人が出席し、地元舞鶴の田辺藩当主、牧野行

ゆきしげ
成大

会会長から、次期開催権利書の入った木箱が藤道市長に渡
されました。藤道市長は、引受のあいさつで「来年は藩校
明倫館の創建 300 年となる記念の年。節目の年に大会を
萩で開催できることは、大変喜ばしいこと」と述べました。

今後、市では開催に向けた準備を進めていきますので、
市民の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

次期開催地の引継ぎを行う牧野田辺藩当主（左）と藤道市長

 萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018

　萩市花と緑のまちづくり推進協議会が審査し、受
賞者が決まりました。
◆学校部門（応募22 件）

【金賞】越ヶ浜小学校
【銀賞】椿西小学校、むつみ中学校、明倫小学校
【銅賞】明木小・旭中学校、小川小学校、川上小学校、
川上中学校、多磨小学校
◆地域・職域団体部門（応募9 件）

【金賞】白水会館・しらみずクラブ（山田）
【銀賞】八

や は た
幡ふるさと花壇（上田万）

【銅賞】吉部福寿会（吉部下）、救護施設つばき（椿）、
高俣福寿会（高佐下）、萩市教育委員会（江向）
◆個人部門（応募5 件）

【金賞】柴田静
し ず え

江（須佐）、【銀賞】関
せ き や

屋俊
と し ふ み

文（椿）、【銅賞】
原田好

み さ と
里（須佐）

※金・銀・銅賞のみ掲載。

秋の花いっぱい運動

問い合わせ 観光課　☎ 25-3139

受賞者が決定

「ふるさと名物応援宣言」を発表
10 月 18 日、市内中小企業の地域資源を活用した取

り組みを支援し、事業者の売上増加、雇用の拡大など、
地域経済の活性化に向けて、地場産業の振興を図るため

「ふるさと名物応援宣言」を行いました。
〇宣言：「美味しい町・萩～ Enjoying food culture ～」
〇ふるさと名物の対象
（１）「明治日本の産業革命遺産」をはじめとする本物

の歴史、美しい自然をじっくり体感できる滞在型、体験
交流型観光
（２）「萩のあまだい」、「長門ゆずきち」など大地の恵

みを生かした加工品群
○今後の展開
　四季折々の花や旬の味覚、萩ジオパークなどの豊かな
自然、伝統ある地場産業、世界遺産や歴史的町並みなど

「萩ならではの宝物（おたから）」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、地域経済の活性
化につなげていきます。

 観光課　☎ 25-3139
地元飲食店関係者の皆さんと藤道市長
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本年金機構から送付されますので、
年末調整や確定申告の際は必ず添
付してください。

萩年金事務所　☎ 24-2158

休日にマイナンバーカードが
つくれます
　マイナンバーカード交付申請の
ための写真撮影、申請のお手伝い
をします。田万川地域以外の市民
の方も申請できます。

12 月１日㊏　8:30 ～ 12:00
田万川総合事務所
交付申請書兼電子証明書発行申請書

※申請される方は、事前に予約が
必要です。

市民課登録係　☎ 25-3493

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

12 月 15 日㊏
　8:30 ～ 10:00 受付（要予約）

萩市保健センター
特定健診、後期高齢者健診、が

ん検診（肺・胃・大腸・子宮・乳）
国民健康保険被保険者、社会保

険被扶養者、後期高齢者医療被保
険者、生活保護受給者、今年度無
料がん検診ハガキ対象者

萩税務署からのお知らせ
○児童・生徒の租税作品展示
　11 月 11日～ 17 日の「税を考え
る週間」に合わせ、萩税務署管内の
児童・生徒の税に関する作品を展示。

11月23日㊎㊗ 13:00～12月3日
㊊ 12:00

市民館
○源泉徴収義務者を対象に「平成
30 年分年末調整説明会」　

11月13日㊋　13:30～15:30 
須佐総合事務所
11月14日㊌　13:30～15:30 
市民館大ホール

○事業者を対象に「消費税の軽減
税率制度説明会」　

11月13日㊋　15:30～16:00
須佐総合事務所
11月14日㊌　15:30～16:00
市民館大ホール
萩税務署　☎ 22-0900（音声ガ

イダンスに従って 2 を選択）

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の発行
　平成30年1月1日～9月30日の間
に国民年金保険料を納付された方
には、「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が 11 月上旬に日

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

○不用品活用銀行
■おゆずりします　七輪、火消つぼ、ア
ルミホイール、東中男子制服（冬服）、デザ
インセット、アルトリコーダー、テーブル
セット椅子付き、犬用爪切り、バウンサー
■おゆずりください　着物
◆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
○干支作り講座

12 月 9 日㊐　10:00 ～ 15:00

古布で干支を作る
30 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は 11 月 5 日の 9:00 ～
16:00。
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

11 月 25 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

健康保険証、がん検診等受診カー
ド（ハガキ）、無料がん検診ハガキ

（該当者）、受診に必要な料金等
11 月 30 日までに、健康増進課

へ　☎ 26-0500

大腸がん検診の容器配布
　大腸がんは検診で早期発見すれ
ば、90％以上は完治するといわれ
ています。市では、受診を促進す
るため、検診容器を配布します。

11 月 5 日㊊～ 12 月 3 日㊊
健康増進課、各総合事務所
今年度大腸がん検診未受診の 40

歳以上の方（社会保険被保険者を除
く）、無料がん検診ハガキ対象の方

持参物　がん検診等受診カード
（ハガキ）、健康保険証、無料がん
検診ハガキ
※今年度中 41 歳になられる方には
無料がん検診ハガキを配布してい
ます。

健康増進課　☎ 26-0500、各総
合事務所

交通事故被害者の方を支援します
○萩市交通遺児等支援金
　交通事故により父母または保護者
が、死亡または重度後遺障がいとなっ
た児童等の健全育成の一助となるよう
に、支援金を支給しています。

10月1日現在、市内に住所があり、
今年度末で 19 歳未満の交通遺児等を
監護する保護者
■支援額　年額 5,000 円（1 人）

11 月 30 日㊎
市役所市民総合窓口子育て支援コー

ナー、各総合事務所市民窓口部門備え
付けの申請書を提出（要印鑑）
※重度後遺障がいとなられた方は要証
明書。

子育て支援課　☎ 25-3259
○自動車事故対策機構
◆交通遺児等育成資金の貸付 
　自動車事故により死亡や重度後遺障
がいを持つ親の児童（中学生まで）に
対し、無利子貸付
■貸付額　初回一時金 15 万 5,000
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　納期限までに忘れずに納めましょう
◦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　11 月 30 日㊎

収納課　☎ 25-3575

今月の納期のお知らせ

　市内では今年９月末までに、25
件の火災が発生しています。火災
種別では、建物火災６件、林野火
災４件、車両火災２件、船舶火災
１件、その他火災 12 件です。出火
原因で最も多いのは、枯れ草焼き、
たき火によるもので 11 件発生して
います。
　また、火が衣類に燃え移って起
こる火災「着衣着火」が昨年３件
発生しています。
◎住宅用火災警報器の維持・管理
　警報器の全面に「自動試験機能
付」または「交換期間」の表示が
あります。自動試験機能による故
障警報が鳴動した場合または交換
期間が経過したら警報器を交換し

てください。なお、交換の目安は
10 年です。
◎火災予防運動関連行事
○はしご車搭乗体験

11 月 10 日㊏ 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 15:00

市役所前駐車場
※その他、煙体験コーナー・住宅
用火災警報器・防炎物品の展示や
相談窓口の開設。
○消防団員による防火訪問
　期間中、住宅用火災警報器の設
置状況を確認するため、各地域の
消防団員が、各家庭を訪問します。
※消防団員が料金を請求すること
はありません。

消防本部予防課　☎ 25-2798

11 月９日～ 15 日秋季全国火災予防運動

円、毎月 2 万円、入学支度金 4 万
4,000 円（1 人）
■貸付期間 貸付決定月から中学校
卒業月まで 
◆重度後遺障害者介護料の支給 

自動車事故により、頭部、脊髄など
を損傷し、重度の後遺障がいが残り、
介護が必要な方
■介護料　月額 2 万 9,290 円～ 13
万 6,880 円（介護度による）

自動車事故対策機構山口支所
　☎ 083-924-5419

萩阿武川温泉ふれあい会館の
営業再開
　工事のため休館していた「萩阿
武川温泉ふれあい会館」は９月 26
日から営業を再開しています。
　休館中は大変ご迷惑をおかけし
ましたが、家族風呂も使用できる
ようになりましたので、多くの方
のご利用をお待ちしています。

萩阿武川温泉ふれあい会館
　☎ 54-2619（FAX 兼用）

平成31年版 山口県民手帳の販売
■価格　550 円（税込）
■色　スカイ
■販売所　企画政策課、各総合事
務所地域振興部門、支所・出張所

企画政策課　☎ 25-3431

山口県同和問題啓発週間
　県と各市町は、毎年 11 月 11 日
～ 17 日の 1 週間を「同和問題啓
発週間」と定め、同和問題の早期
解決をめざしています。
　同和問題を正しく理解し、ひと
り一人の人権が尊重されるまちを
実現しましょう。
※ 11 月 11 日の萩ふるさとまつり
で、人権啓発キャンペーンを開催。

福祉政策課　☎ 25-3634

中小企業の事業主の皆さんへ
ハートピア共済に加入しませんか。
　中小企業で働く勤労者の生活の
安定と福祉の向上を目的とした共
済制度です。
　少ない掛金で、死亡 ･ 障がい・

入院 ･ 住宅災害等の事態に対して
幅広い内容で保障するほか、結婚、
出産、銀婚、小・中・高校入学祝
金も給付します。

商工振興課　☎ 25-3638

指定給水装置工事事業者の追加
○㈲吉田工務店   ☎08387-6-2157
　水道工事等を行う時は、必ず市の指
定業者（工事店）へ申し込んでください。

水道工務課　☎ 25-2398

ふるさと寄付
　9 月 1 日～ 30 日で、286 件 527
万 200 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 1,020 件、2,043
万 1,333 円）

寄付
○ 陽

みなみ
先生歌碑設立実行委員会から歌碑。

○マックスバリュ西日本㈱からまち
じゅう博物館推進に 47 万 3,149 円。
○毎日新聞社から書画１点。

県営住宅入居者
■募集団地
○中津江 4 戸、○第二無田ヶ原 2 戸

○東萩 1 戸、○金谷 1 戸
■入居予定　平成31年1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、同居し
ようとする親族が暴力団員でない
■受付期間　11 月 20 日㊋～ 30
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）、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
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健康づくり応援隊の仲間にな
りませんか
　健康づくり応援隊は、運動を通し
て健康づくりに取り組んでいます。

※全日程に参加できなくても可。
萩市保健センター
運動に制限がない方
20 人
原則無料（第 3 回は調理実習を

行うため 300 円徴収）
11 月 21 日までに、健康増進課

へ　☎ 26-2500

萩往還語り部研修会
　歴史の道「萩往還」の魅力を伝
えていく語り部の育成のための研

　母子・父子・寡婦家庭の経済的自立の
援助や扶養している子どもの福祉のため、
12 種類の資金貸付を行っています。

子育て支援課　☎ 25-3259

資金の種類 貸付対象・資金内容 貸付限度額 利率

事業開始資金 事業の開始に必要な設備費、機械・材
料等の購入費 2,850,000円 ※１

事業継続資金 現在営んでいる事業の継続に必要な商
品等の購入等運転資金 1,430,000円 ※１

修学資金 高等学校・大学・短大・高等専門学校・
専修学校での修学に必要な経費

月額27,000円
～183,000円 無利子

技能習得資金 自ら事業を開始、または就職するため
に必要な授業料 ･ 材料費等 月額68,000円 ※１

修業資金 事業の開始、または就職するために必
要な知識技能習得の経費 月額68,000円 無利子

就職支度資金 就職に必要な経費 100,000円 ※ 2

医療介護資金 医療・介護を受けるために必要な経費 医療340,000円
介護500,000円 ※１

生活資金 生活の安定、維持に必要な経費 月額103,000円 ※１

住宅資金 住宅の建設・購入、補修・改築、増築
に必要な経費 1,500,000円 ※１

転宅資金 住宅の移転に必要な経費 260,000円 ※１

就学支度資金 入学または修業施設への入所に必要な
経費

40,600円
～590,000円 無利子

結婚資金 母子・父子家庭の母・父が扶養する児童、
寡婦が扶養する子の婚姻に必要な経費 300,000円 ※１

母子父子寡婦福祉
資金の貸付

※ 1　連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年 1.0％
※ 2　母・父が扶養する児童に係る貸付の場合および連帯保証人を立てる場合は無利子、
連帯保証人を立てない場合は年 1.0％

修会を開催します。後日、現地研
修として萩往還を歩きます。

12 月 11 日㊋ 13:30 ～ 15:00
山口観光コンベンション協会（JR

山口駅 2 階会議室 )
若干名
11 月 20 日までに、やまぐち萩

往還語り部の会へ　☎ 083-920-
3323（FAX 兼用）

市民農園
契約日～平成32年３月31日まで
椿東地区（東光寺付近）
耕作が可能な方

■募集区画　２区画（1 区画 35㎡）
3,000 円（年額）
11 月 15 日までに、農林振興課

備え付けの申請書を提出
※申込者多数の場合は抽選。

農林振興課　☎ 25-4192

観光ガイド研修参加者
12 月 7 日㊎　8:00 ～ 17:00

毛利庭園など（防府市）
50 人（先着順）
2,500 円（昼食代等含む）

■主催　萩おもてなし推進協議会
11 月 1 日～ 16 日までに観光課

へ　☎ 25-3139

高齢者生活支援ガイドブック
の掲載情報と広告
　市では、「高齢者生活支援ガイド
ブック」の発行を予定しています。　
公的サービスだけでなく、民間事
業所の高齢者生活支援サービス情
報も掲載し、高齢者の方の安心・
安全な生活を応援します。
●募集情報　①お手伝いサービス、
②お弁当サービス、③見守りサービス、
④理美容サービス、⑤介護用品販売
店、⑥体力づくり教室、⑦福祉車両
レンタルサービス、⑧その他サービス

萩市ホームページから登録票をダウ
ンロードし、高齢者支援課へ提出。また
は、課備え付けの登録票に記載し提出

11 月 30 日㊎（必着）
●募集広告　ガイドブックに掲載す
る広告も募集します。医療、福祉、高
齢者の生きがい活動、高齢者の生活支
援に関するもので、別に定める基準が
あります。

㈱ホープ 倉見 ☎ 092-716-1401
12 月 14 日㊎　

■発行予定日　平成 31 年４月１日
■発行部数等　1,000部（市HP掲載）

高齢者支援課高齢福祉係　
　☎ 25-3137

萩・明治維新 150 年祭「リー
ダーシップセミナーin 萩」参加者

11 月 17 日㊏・18 日㊐
【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～ Part
Ⅱ～）、交流会

【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）

社会人・学生
40 人（先着順）
5,000円（交流会は別途4,000円）

募　集

回 日 時間
1 11月28日㊌ 13:30～15:002 12月17日㊊
3 H31年1月22日㊋ 9:30～13:30
4 2月13日㊌  13:30～15:00
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市内在住のひとり親家庭、また
はこれに準ずる家庭の親子

30 人程度（先着順）
大人 1,000 円、子ども 500 円（昼

食込）
11 月 26 日までに、萩市社会福

祉協議会または各社協事務所へ
　☎ 22-2289

萩中央セミナー　クリスマス
リースを作ってみよう

12 月 2 日㊐　9:30 ～ 12:00
中央公民館
ハーベストガーデン（柴田生花店）
10 人（親子で作成可）
500円（別途材料代2,000円程度）
中央公民館　☎ 25-3590

テレビ「開運なんでも鑑定団 
出張！なんでも鑑定団 in 萩」
　お宝の出品者と観覧希望者を募集し
ます。

3 月 21 日㊍㊗　13:00 ～
市民館大ホール
無料（事前申込）

※詳しくは、広報 11 月号同封のチラ
シをご覧ください。

萩・明倫学舎　☎ 21-2018

ビジネスマナー研修
11 月 13 日㊋　13:30 ～ 16:30
萩・明倫学舎
説明力・企画力強化のコツ、プ

　市では、高齢により言葉が聞き
取りにくい人や聴覚に障がいのあ
るある方に、安心して窓口を利用
していただくため、市役所と総合
事務所の窓口に「卓上型対話支援
システム」を 10 台導入しました。
　このシステムは、相談を受ける
職員用のマイクと相談者の耳に向
けたスピーカーで構成され、窓口
でのコミュニケーションが円滑に
なることが期待されます。
※整備費用は 182 万 5,200 円。う
ち 180 万円は自治総合センターの
宝くじ助成金を活用。

福祉支援課　☎ 25-3523

卓上型対話支援システム
を 10 台導入！

窓口での対話をスムーズに

　市では、公害防止と生活環境保
全を目的に、阿武川・佐

さ ざ れ
々連川・

田万川の水質調査を行いました。
◎阿武川（５地点　明木川合流点
下流・立

た ち の
野川合流点下流・目

め し ろ
代水

源地上流・萩橋・玉江橋）
▽水質調査　年２回（５月・11 月）
▽底質調査　年１回（11 月）
◎佐々連川（蕪

か ぶ ね
根川合流点）

▽水質調査　年１回（11 月）
◎田万川（８地点）
▽水質調査　年１回（１月）

◆水質調査
○生活環境の保全に関する項目

【水素イオン濃度・生物化学的酸素
要求量・浮遊物質量・溶存酸素量・
大腸菌群数】明木川合流点下流・
目代水源地上流点・萩橋・佐々連川、
玉江橋の大腸菌群数が基準を超過し
ていました。それ以外の地点では環
境基準に適合していました。
　阿武川と佐々連川は、河川水質
の代表的な汚濁指標である生物化
学的酸素要求量は、過去５年間と
も基準値に適合していました。
○人の健康の保護に関する項目

【カドミウム・ヒ素・フッ素他 24
項目】（阿武川・佐々連川で実施）
　全調査地点で環境基準に適合し
ていました。
◆阿武川底質調査
○土壌汚染の保全項目
　全ての項目において基準値以下
でした。
※調査結果については、環境衛生
課、田万川総合事務所、市ホーム
ページでご覧いただけます。

環境衛生課　☎ 25-3341
田万川総合事務所市民窓口部門
☎ 08387-2-0300

平成 29 年度
河川水質調査結果

■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、FAX
26-3803、メール kikaku@city.ha
gi.lg.jp

萩・椿スクール
「萩の椿と群生林」受講生

11 月 12 日㊊　18:30 ～
中央公民館
萩の椿と歴史、群生林の秘密

■応募資格　市民または市内に勤
務する方で、ツバキや植物に興味
のある方
■主催　萩ツバキ協会

観光課　☎ 25-3160

作ってみよう！世界の料理
11 月 23 日 ㊎㊗　13:30 ～
市民館調理実習室
アイシングクッキー・カード作り
25 人
1,200 円 ( 材料費 )
11 月 14 日㊌
住所、氏名、電話・FAX 番号を記

入し、日本語クラブ萩へ　FAX26-
5191

親子のふれあい交流会
12 月 8 日㊏　8:00 ～ 13:00
JR 東萩駅（集合・出発）
下関駅までバス移動し、東萩駅

行きの山陰本線観光列車「○
まるまる

○の
はなし」に乗り、美しい景色を楽
しみます

講演・講座
レゼンテーション表現力、クレー
ム対処法等

会社にお勤めの方等
温
ぬくしな

品富
ふ み こ

美子（㊒ケイ・アンド・ワ
イ専門講師）

40 人
萩商工会議所　☎ 25-3333
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■入居時期　平成31年１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
11月1日㊍～12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

地は、12 月末まで日毎の先着順で
受付けます。また、若年・単身の
方でも入居可能になる場合がある
ので、ご相談ください。

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

市営住宅入居者募集

※公営＝政令月収 15 万 8,000 円以下、特公賃＝政令月収 15 万 8,000 円以上、一般＝所得制限なし。

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

船津
公営

1 ○ 入口 1 階 準耐 2 階 3K 10,800 ～ 16,100 無料
雑式町 2 × 1・３階 耐火 4 階 3DK 17,300 ～ 27,500

1,000

今古萩 2 × 3 階 耐火 4 階 3DK 19,700 ～ 31,100
無田ヶ原口 シルバー 2 ○ 3 階 耐火 4 階 1DK 15,200 ～ 22,600

金谷 公営 1 ○ 入口 1 階 準耐 2 階 3K 15,100 ～ 22,400
玉江 公営（車いす） 1 × 1 階 耐火 3 階 3DK 26,500 ～ 39,500

平安古南 公営 1 ○ 1 階 耐火 3 階 2DK 19,100 ～ 28,500
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 おそ吹原 特公賃 1 × 1 階 木造 2DK 45,000 1,000
一般 1 × 1 階 木造 2LDK 25,000 1,000

むつみ 安附 公営 3 × 1 階 木造 3DK 11,400 ～ 18,000 無料鈴倉 一般 1 × 入口 1 階 木造 3DK 45,000

須佐

本町上
公営 4 × 入口 1 階 木造 2 階 3DK 17,300 ～ 28,300 1,000
公営 2 ○ 入口 1 階 木造 2 階 2DK 13,600 ～ 20,300 1,000
公営 1 × 入口 1 階 木造 2 階 3LDK 18,800 ～ 28,100 1,000

山根丁東第２ 公営 2 ○ 入口 1 階 木造 2 階 2LDK 19,800 ～ 29,500 1,000
山根丁東 公営 1 ○ 入口 1 階 木造 2 階 2DK 14,200 ～ 21200 1,000

公営 1 × 入口 1 階 木造 2 階 3DK 19,800 ～ 29,500 1,000
中津第１ 公営 1 ○ 入口 1 階 木造 2DK 13,600 ～ 20,200 1,000

弥富 公営 1 × 1 階 木造 3DK 15,700 ～ 23,300 1,000
弥富第２ 公営 2 ○ 入口 1 階 準耐 2 階 3K 13,800 ～ 22,100 1,000

旭 すもうば 一般 1 ○ 入口 1 階 木造 2 階 1LDK 20,000 無料
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 × 入口 1 階 木造 2 階 3LDK 25,000 無料

ひざの健康セミナー
ひざの痛み、がまんしていませんか？
　自分でできる予防法から人工関
節手術まで、ひざ関節専門医がわ
かりやすく解説します。

11 月 18 日㊐　10:00 ～ 12:00
市民館小ホール
城
き ど

戸秀
ひでひこ

彦（綜合病院山口赤十字
病院　整形外科部長）

綜合病院山口赤十字病院 経営企
画課　☎ 083-923-0111

明治維新１５０年記念 萩往還講演会
12 月１日㊏　13:00 ～ 16:30
県政資料館旧県会議事堂（山口市）
萩往還の歴史や人々の暮らしとの繫

がり、参勤交代の実態、幕末から明治
維新の役割など

萩往還語り部の会会員
当日先着 150 人（申込不要）
やまぐち萩往還語り部の会事務局　

☎ 083-920-3323

萩セミナーハウス体験まつり
「オープンデー～来て！見て！体験！
セミナーハウス～」
　おかげさまで開所 7 周年を迎えま
す。みなさまへの感謝とお礼を込めて、
施設を無料開放します。

11 月 18 日㊐　10:00 ～ 15:00
萩セミナーハウス
ミニコンサートや野外活動、昔あそ

び、スラックラインの体験、活動紹介、
作品展示。餅つきや豚汁の試食

萩セミナーハウス　☎ 21-7501

萩市子育て支援センター行事
○子育て誕生会

11 月 16 日㊎　10:30 ～ 11:30
日の丸保育園
10・11・12 月生まれのお子さ

んの誕生会
未就園児と保護者
11 月 9 日まで

○子育て講座
11 月 21 日㊌　10:00 ～ 11:00
日の丸保育園
「子どもの写真について」
下
し も せ

瀬信
の ぶ お

雄（シモセスタジオ）
未就園児と保護者
11月14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

講演・講座
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はぎファミリー・サポート・
センター交流会

12 月 4 日㊋　10:00 ～ 12:00
総合福祉センター
ミニクリスマス会交流会
お話の出前 ジョイントネット萩

「草の芽」
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

11 月 27 日までに、はぎファミ
リー・サポート・センターへ
☎ 24-0530

萩ものしり修士・博士の会手
作り講座
　会員が調査・研究を発表し、学
びあうための講座を開催。今回は、
一般の方も参加できます。

12 月 9 日㊐　13:00 ～ 16:00
萩博物館
「二つの航

こうかいえんりゃくさく
海遠略策」、「幕末のリー

ダー達の変革力」、「絵師森
もりかんさい

寛斎と幕
末の活動」（各 40 分程度）

20 人（先着順）
300 円（資料と茶菓子代）

■申込期間　11 月 1 日～ 20 日
まちじゅう博物館推進課内萩も

のしり修士・博士の会事務局
☎ 25-3290

萩観光セミナー
萩ジオパークについて
　萩を訪れる方へのおもてなしの
充実を図るための研修会です。ど
なたでも参加できます。

12 月 17 日㊊　9:30 ～ 12:00
萩・明倫学舎、萩城下町
○座学～萩ジオパークとは、地

形、大地と人の関係～
○現地研修～泥の上の明倫館と砂
の上の城下町～　 20 人

白井孝
たかあき

明（ジオパーク推進課専門員）
11 月 22 日までに観光課へ

☎ 25-3139

人権・行政・公証相談

相　談

11 月 13 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
11 月 9 日㊎　10:00 ～ 12:00
総合福祉センター

■弁護士　山口正
まさのぶ

之
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
11 月 28 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　小林 亨
とおる

市内在住の方（先着12人、1人20分）
※事前予約制（11/1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。

11 月２日㊎、６日㊋、９日㊎、13
日㊋、16 日㊎、17 日㊏、20 日㊋、
25 日㊐、27 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

　11 月は児童虐待防止推進月間で
す。全国の児童相談所が昨年度に
対応した児童虐待の件数は、13 万
3,778 件で過去最高を更新し、山
口県においても２年連続で 500 件
を超える高い水準にあります。
　子どもの生命が奪われるなど重
大な事件が後を絶たず、児童虐待
問題は社会全体で早急に解決すべ
き重要な課題となっています。

児童虐待の相談窓口
　市では、平成 29 年度の虐待対応
件数が４件と前年度に比べ減少し
ていますが、まだまだ潜在してい
る可能性もあります。
　育児や子育てに悩んだ時、虐待
を受けたと思われる子どもを見つ
けた時は、家庭児童相談室または
児童相談所へ連絡してください。
◎児童相談所全国共通ダイヤル

「１８９（いちはやく）」
子育て支援課内萩市家庭児童相

談室 ☎ 25-3536、萩児童相談所 
☎ 22-1150

萩健康福祉センター行事
○11月7日㊌：エイズ即日検査（予約
制）14:00～、 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～
○11月14日㊌：骨髄ドナー登録会（予
約制）13:30～
○11月22日㊍：暮らしと心身の総合
相談会（予約制）13:30～
○11月27日㊋：心の健康相談（予約
制）13:00～
○11月28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

ご存知ですか、萩市女性相談窓口
　11 月 12 日～ 25 日は「女性に
対する暴力をなくす運動」期間で
す。市では、配偶者や交際相手等
からの暴力やストーカー被害、Ｌ
ＧＢＴについての相談、男女共同
参画に関するあらゆる相談を受け
ています。
◦萩市女性相談窓口専用ダイヤル　
☎ 25-3366（ 月 ～ 金 曜 日、9:00
～ 17:00）
◦ＤＶホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238-122
◎臨時女性相談窓口を開設

11 月 17 日㊏　13:30 ～ 16:30
市民活動センター「結」

※女性相談員が対応し、秘密は厳
守します。

市民活動推進課　☎ 25-3227
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ク柔道男子 60kg 級銀メダリスト）
11 月 18 日㊐〈記念イベント〉  

①柔道教室 10:00 ～ 12:00、②アー
チェリー教室 10:30 ～ 15:00、③
盲導犬体験会 13:00 ～ 15:00

至誠館クラブ事務局
　☎ 080-1631-3327

萩市駅伝競走大会
平成 31 年 1 月 20 日㊐

　10:00 スタート
市民体育館前スタート・ゴール

(19.4㎞ )
※今大会よりコースの一部を変更して
実施します。
■部門▽Ａ部門 5 区間 監督１人、
選手５人、補欠２人（計８人）▽Ｂ部
門 6 区間 監督１人、選手 6 人、補欠３
人（計 10 人）

1 チーム 3,000 円（高校生以下
無料）

12 月 3 日までに、市民体育館
備え付けの申込書（市ホームペー
ジからダウンロード可）に参加料
を添えて提出

スポーツ振興課　☎ 25-7311

つばきふくし祭り　
11月3日㊏㊗　11:30～14:30
福祉複合施設つばき
入居者作品展、即売会、屋台、ゲー

ム各種、もちまき大会、エイサー
舞踊、椿西小ダンス等

福祉複合施設つばき ☎ 24-4128

萩市伝統芸能フェスティバル
　市内の伝統芸能団体が一堂に会し、
神楽舞などの伝統芸能を披露します。

11 月 11 日㊐　10:30 ～ 15:00
市民館大ホール

■出演団体　11 団体
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

阿武川流域森
も り

林だくさん祭り
11 月 17 日㊏　10:00 ～ 15:00
森の館萩（福井下）
木工クラフト、椎茸の駒打ち、

大板山たたら太鼓の演奏、お楽し

無料歯科健康診断・歯科相談
　「歯・口腔の健康づくり推進週間」
に合わせ、無料歯科健康診断・歯科相
談を行います。

11 月 8 日㊍～ 14 日㊌
■実施機関　山口県歯科医師会に所属
している歯科医院
※歯科医院へ申し込みが必要。

萩市歯科医師会事務局　☎ 22-
2385、阿武歯科医師会事務局　☎
08387-2-0062

山口県よろず支援拠点の出張
相談会

11 月 8 日㊍　10:00 ～ 17:00
市民活動センター「結」
経営全般、創業、経営革新、資金調

達、販路開拓等
※専門家による個別面談方式。相談時
間は要予約。

公益財団法人やまぐち産業振興財団
内山口県よろず支援拠点
☎ 083-922-3700

萩商工会議所のナンデモ相談会

11 月 15 日㊍　10:00 ～ 16:00
萩商工会議所
融資、法律、不動産・登記、経

営計画・改善等
※専門家による個別面談方式で予
約が必要。

萩商工会議所　☎ 25-3333

介護就職面接会　～介護就職
デイ～

11 月 20 日㊋　13:30 ～ 15:30
萩地方合同庁舎
就業場所が萩市・長門市・阿武

町ほかの介護事業所との面接・説
明会

ハローワーク萩　☎ 22-0714

総合型地域スポーツクラブ　
至誠館クラブ発会式
　至誠館大学を拠点とし、住民に
開かれた総合型スポーツクラブを
設立します。

11 月 17 日㊏ 15:00 ～ 17:00
至誠館大学
発会式、記念講演
平岡拓

ひろあき
晃（ロンドンオリンピッ

スポーツ

イベント

相　談

　中身の残ったスプレー缶やカ
セットボンベが原因で、ごみ収集
車で火災が発生する事故が市内で
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
火したと考えられます。
■正しい捨て方
１．缶を振って中身の有無を確認
しましょう。残っている場合は、
使い切ってください。
２．確実に中を空にするため、で
きるだけ缶に穴を空けてください。
３．資源ごみ（缶）として出して
ください。
■中身を出す方法
○屋外の風通しの良い場所で、風
下に向かってスプレーを噴射する。
○ガス抜きキャップを使う（最近

のスプレー缶にはガス抜きキャッ
プが付いています）。
■穴を空ける方法
○専用の「ガス抜き機」で穴を空
ける。

【注意】いずれの作業も、周囲に火
気が無いことを確認してください。

環境衛生課　☎ 25-3520

スプレー缶は、必ず中身を使い切って
出しましょう！
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秋の新規特別イベント
萩 八 景 遊 覧 船　 桜 紅 葉 観 賞
コースの運航
　河添や江向地区の川土手に咲く、
ソメイヨシノや八重桜などの紅葉
が楽しめる「桜紅葉観賞コース」
を運航します。

11 月運航予定（桜の紅葉状況次
第）9:00 ～ 15:30（受付）
■発着場所　指月橋そば
■所要時間　約 50 分（通常より
10 分程度延長）

大人 1,200 円、小学生以下 600
円、３歳未満無料

萩八景遊覧船　☎ 21-7708

ツインシネマ
○ミッションインポッシブル
　フォールアウト　　　 ～ 11 月 2 日
○コードブルー ドクターヘリ
　緊急救命　　　　　～ 11 月 16 日　

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

車両通行止め

川島1区の２

川島2区の２

車両通行止め

金谷の２

椿
大
橋

萩
バ
イ
パ
ス

262

■工事期間　11 月中旬～２月下旬
（予定）、8:30 ～ 17:00（夜間、工事
休止日は開放）
■規制内容　車両通行止め（歩行者 ･
自転車通行可）

水道工務課　☎ 25-2398

■工事期間　12 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　車両通行止め（歩行者 ･
自転車通行可）

下水道建設課　☎ 25-3148

■水道菅布設替工事（川島地区） ■下水道工事（椿地区）

通行規制にご協力を！み抽選会、丸太早積み競争、チェー
ンソーアート、もちまき、軽食コー
ナーなど

萩農林水産事務所森林部
　☎ 22-3366

萩総まつり
11 月 18 日㊐　9:15 ～ 14:25
萩総合支援学校
児童・生徒のステージ発表、作品展

示、育友会バザー、食堂、喫茶等
萩総合支援学校　藤村・今田

　☎ 25-7280

「萩」再発見の写真展
11 月 22 日㊍～ 12 月 14 日㊎
市役所ロビー
山口県出身の民俗学者宮本常

つ ね い ち
一、約

60 年前に撮影した萩の「まち」の写
真と今の姿を比べた今昔写真展

ＮＰＯ萩まちじゅう博物館・萩博物
館共催　☎ 25-6447

童謡誕生１００年
世代をつなぐ童謡コンサート
～親から子へ・子から孫へ～
　子ども達に童謡を歌い継ぎ、残
していくために開催されます。

12 月 9 日㊐　13:30 ～
市民館大ホール
1,000 円

【第一部】シンポジウム：演題「童
謡を歌い継ぐための課題と展望」、

【第二部】世代をつなぐ童謡コン
サート

童謡誕生 100 年実行委員会 山田　
☎ 21-7280

 地域イキイキ☆ふれ愛まいぶん
　文化財に親しむための文化財保
護強調週間期間（11 月 1 日～ 7 日）
にあわせて、発掘調査で発見され
た郷土山口の文化財を公開・展示
します。
　土器に触ったり、模様付けを体
験する「ふれ愛」コーナーや、萩
城外堀で見つかった遺物や、奇兵
隊の使った茶碗も展示されます。

11 月 4 日㊐　10:00 ～ 15:00
アトラス１階「あとらす広場」

県内の遺跡から発見された土器
や石器の展示、パネル解説、縄文
土器の模様付け体験、古代衣装の
試着体験コーナー

文化財保護課　☎ 25-3419
　山口県埋蔵文化財センター
　☎ 083-923-1060

中央公民館合同作品発表会、
萩中央高齢者教室作品展
○中央公民館合同作品発表会

11 月 30 日㊎～ 12 月２日㊐
　9:00 ～ 17:00（最終日 16:00）

市民館小ホール
中央公民館利用団体による書画、

写真、パッチワーク、ステンドグ
ラス、ちぎり絵、ステンシル、人
形など 16 団体による手作りの作品
の発表会
○萩中央高齢者教室作品展

12 月 7 日㊎～９日㊐　9:00 ～
17:00（最終日 16:00）

市民館小ホール　
教室で制作した書道・園芸・俳句・

絵手紙を展示
中央公民館　☎ 25-3590
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人口／47,862人（前月比-63）　男／22,078人（前月比-33） 　女／25,784人（前月比-30）
世帯数／23,570世帯（前月比-15） 　出生／15人　死亡／60人　（平成30年9月末日）人の動き

ブックレットシリーズ萩ものがたり　明治維新 150 年記念出版
60「海外から見た幕末長州藩
　　―イギリスから見た下関戦争―」
田口由

ゆ か
香（長崎大学准教授）

定価510円（税込）A5版56ページ　
　1864（元治元）年、イギリス・フ
ランス・オランダ・アメリカ四か国の
連合艦隊が下関への攻撃を開始した。
なぜ報復する必要がないイギリスが、
積極的に下関を攻撃しようとしたの
か。イギリス側の史料を活用すること
で、下関戦争をイギリス側から見る。

59「リーダーとしての伊藤博文」
伊藤之

ゆ き お
雄（京都大学名誉教授）

定価620円（税込）A5版76ページ　
　伊藤博文は西欧諸国を参考に、日本
の伝統を考慮し試行錯誤と苦労を重ね
ながら、あるべき国家像をつかんでい
き、近代国家を土台から築いていった。
伊藤の創った国家はどのようなものだ
ったのか、彼の性格やリーダーとして
の資質の形成にも注目して語る。

一般社団法人萩ものがたり　☎ 25-3233

慶 弔 だ よ り
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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？

御神幸祭（裸坊祭）防府
　数千人の裸坊とよばれる白装
束の男達が二体の御輿と巨大な
御
お あ じ ろ ご し

網代輿を奉斎し、「兄弟わっしょ
い」の掛声も勇ましく、長蛇の列
を成す姿は壮観です。
とき　11 月 24 日㊏　18:00 ～
ところ　防府天満宮

防府天満宮　☎ 0835-23-7700

　鷗外の翻訳作品の中で最も広く愛
されている「即興詩人」。その文章の美
しさ、音の響きは多くの作家にも影響
を与えたとも言われています。初版
本などの資料とともに、鷗外が表現
した「即興詩人」の世界をたどります。
とき　平成 31年 1月6 日㊐まで
9:00 ～ 17:00
ところ　森鷗外記念館
料金　一般 600 円、中高生 400 円、
小学生 250 円

森鷗外記念館  ☎ 0856-72-3210

森鷗外『即興詩人』
の世界津和野 美祢

　美祢市美東町の出身で、美祢市ふる
さと交流大使でもある「歌う看護師」
入山アキ子さんのチャリティーコンサ
ートです。ご自身の曲はもちろん、多
彩な曲も披露され、ファンの方以外に
も楽しんでいただけます。
とき　11 月 23 日㊎㊗　14:00 ～
ところ　美祢市民館大ホール
料金　3,000 円（お土産付き）

入山アキ子後援会事務局
　☎ 04-2956-0448

入山アキ子 ふるさと
チャリティーコンサート

　宇部の食材を味わい、楽しみ、学
ぶイベント。１day 屋台、マルシェ、
ファーマーズマーケットなど、100
店舗以上が出店。アンパンマンショー
や高

たかしげしょう
重翔（世界第３位マジシャン）

のマジックショーなども開催します。
とき　11月25日㊐　10:00～
16:00
ところ　ときわ公園

宇部市観光・グローバル推進課
　☎ 0836-34-8353

宇部
EAT UBE!2018
〜宇部を食べつくせ！〜

　山口市内で最も遅い花火大会で
す。初冬の夜空に約 2,500 発の打
ち上げ花火が上がり、市内唯一の
尺玉花火も打ち上げられます。
とき　11 月 11 日㊐　19:00 ～（雨
天中止）
ところ　大

おおうみ
海漁港

山口県央商工会青年部秋穂支所
　☎ 083-984-2738

山口 あいお花火大会

伊藤 博
ひ ろ ぶ み

文

立憲政治を確立した
初代総理大臣

萩・幕末維新
人物ものがたり

27

萩博物館で特別展「長州ファイブ」が
11 月 25 日まで開催中！

厚狭秋まつり
　市指定の無形文化財として保存
継承され、掛け声と六方を踏んで
歩く踊りの所作が独特の「古式行
事（大名行列）」が披露されます。
その他、ステージイベント、福引
大会、青空レストランなども開催
します。
とき　11 月 11 日㊐　11:00 ～
ところ　厚狭駅前商店街周辺

山陽商工会議所
　☎ 0836-73-2525

山陽小野田

　幼名は利
り す け

助、通称は春
しゅんすけ

輔・俊
しゅんすけ

輔（俊介）。号は春
しゅんぽ

畝など。
変名は花山春太郎。周防国熊毛郡束

つかりむら
荷村（山口県光市）の

農家に生まれ、父十蔵が萩の下級武士を継いだため伊藤姓
を名乗る。来

くりはらりょうぞう
原良蔵や吉田松陰に師事。文久 3 年（1863）

に井上馨
かおる

（聞多）らとロンドンに秘密留学。翌元治元年
（1864）に帰国し、4 カ国連合艦隊下関砲撃の戦後処理
に奔走。明治元年（1868）5 月に兵庫県が誕生するや、

初代知事となった。同 4 年には岩倉使節団の副使として
欧米 12 カ国を視察。同 11 年に大久保利通が暗殺される
や内務卿となり、15 年、勅命により欧州へ憲法調査に赴
き、天皇制の権力機構を確立するため、主にドイツの専制
的立憲君主制に学ぶ。帰国後は華族令を改正し、18 年、
初代総理大臣となった（計４回組閣）。憲法草案を練り、
22 年にこれを欽

き ん て い
定憲法として発布。28 年には全権とし

て日清戦争講和をまとめ、33 年には立憲政友会を組織。
日露戦争後、韓国が日本の保護国となるや、38 年、初代
韓国統監として京

けいじょう
城（ソウル）に赴き、韓国併合の基礎を

作るも、ハルビン駅頭で韓国人に暗殺される。

【生没年】天保12（1841）年－ 明治42（1909）年
【享年】 69 歳
【誕生地】周防国熊毛郡束荷村（光市）
【墓】東京都品川区西大井

伊藤博文（萩博物館所蔵）



萩市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-545824

1木

特別展「長州ファイブー幕末・海外留学生の軌跡」（～25日）/萩博物館/9:00～
●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/9:00～
●ものづくりを楽しもう－図書館の本を参考に－作品展（～18日）/萩図書館/9:00～
●ジオパークを知ろう！（～11日）/須佐図書館/9:30～　●茶話会展（～11日）/須佐図書館/9:30～
●子育てアドバイス（毎週㊌㊍㊏）/児童館/10:00～　 　●ピヨピヨ「秋のお散歩」/児童館/10:30～

外科
内科

都志見（22-2811）　
中坪（22-5430）

2金

●萩まちづくりセッション（多磨）/田万川コミュニティセンター/19:00～
●おはなし会「ぴよぴよぐみ」/須佐図書館/10:30～　●おはなしの森(毎週㊊㊎)/子ども図書館/11:00～
●ちっちゃなおはなし会(毎週㊎)/明木図書館/11:00～
●いざという時のための防災力1UP↑講座/児童館/19:00～
●元気もりもり体操会/須佐保健センター/9:30～　●エアロビクス教室/小川交流センター/10:00～
●人権相談/福栄農業担い手育成センター/10:00～
●健康づくり応援隊体操 萩だいだい体操（祝日を除く毎週㊎）/中央公園/10:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

3土

萩・食の祭典「萩食談～開運の食卓～」/萩・明倫学舎/15:00～
●おはなし会おひさま(毎週㊏)/子ども図書館/14:30～
●見島健康・栄養相談会/見島ふれあい交流センター/9:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）

4日
●江崎定置網朝市/江崎漁港市場/8:00～
●青空市場/児童館/13:00～　●プラバン工作/児童館/13:30～

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）

5月 ●大腸がん検診容器配布（～12/3）/萩市保健センター/8:30～ 外科
内科

大藤（21-0002）
全真会（22-4106）

6火

●萩まちづくりセッション（小川）/小川交流センター/19:00～
●おもちゃ図書館開館日（毎週㊋）/からふる/10:00～
●心配ごと相談/須佐保健センター/9:30～
●こころの相談日（要予約、第1・第3㊋）/萩市保健センター/10:00～　
●行政相談/小川交流センター/10:00～　 ●むつみ楽しく体を動かす会/むつみ総合事務所/13:30～

外科
内科

花宮（25-8738）
藤原（22-0781）

7水

●未就園児への園舎開放日「てんし組」（21日）/萩光塩学院幼稚園/10:00～
●図書館のお仕事体験/明木図書館/15:30～　
●乳幼児相談/川上保健センター/10:00～　●城東タマちゃん体操会/城東会館/13:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
みやうち（25-2500）

8木
●福栄交流ウォーキング/紫福支所/8:40～　●栄養相談日・健康相談日（要予約）/萩市保健センター/9:00～
●健康劇/田万川保育園/10:00～　●みんなの健康運動教室/須佐保健センター/13:30～

外科
内科

田町（24-1234）
波多野（25-2788）

9金

●萩まちづくりセッション（弥富）/弥富交流促進センター/19:00～
●イラスト教室/明木図書館/15:30～　●だんすダンス（23日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄総合事務所/9:00～　   ●消費生活無料法律相談/萩総合福祉センター/10:00～
●行政相談/旭マルチメディアセンター/10:00～　●今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家/13:30～

外科
内科
小児科

都志見（22-2811）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

10土

特別展示「旭の小学校資料展」（～12/27）/明木図書館/9:00～
萩ふるさとまつり（～11日）/中央公園・市民館・田町商店街/10:00～

●うり坊の郷katamata感謝祭/道の駅「うり坊の郷katatamata」/10:00～
●朝ごはんメニューコンテスト表彰式/中央公園/11:35～

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

11日
萩時代まつり/市内～金谷神社/8:00～

●古本市/萩図書館中央公園側入り口/10:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

12月

●萩まちづくりセッション（川上）/川上公民館/19:00～
●倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～　●河添地区健康教室/河添憩いの家/13:30～
●行政相談/川上公民館/13:30～　　　●相島健康教室/相島文化センター/19:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
わたぬき（25-2020）

13火

●未就園児開放日「ひよこ組」/萩幼稚園/9:30～
●手作りおもちゃの会「マラカス作り」/からふる/10:30～、13:00～
●人権・行政・公証相談/市役所/10:00～     　  ●健康体操教室/小川交流センター/10:00～
●３歳児健康診査/萩市保健センター/13:00～　
●心配ごと相談（27日）/萩市総合福祉センター/13:30～　●小畑グッドヘルス/恵比寿会館/13:30～

外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

14水

●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～　●ダンボールで恐竜をつくろう/明木図書館/15:30～
●国際交流員と話そう！「フリートーキングwithエマ」/萩図書館/17:00～
●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～
●乳児相談（要予約）/福栄保健センター/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

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

15木

●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～　●人権相談/田万川保健センター/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～
●こころの相談日（要予約、第3・第5㊍）/萩市保健センター/13:30～
●大井グッドヘルス/大井公民館/13:30～

外科
内科

花宮（25-8738）
中坪（22-5430）

11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金

●元気もりもり体操会 / 須佐保健センター /9:30 ～
●人権相談・行政相談 / 弥富公民館 /10:00 ～
●新・健康ちょ筋教室 / 小川交流センター /10:00 ～
●雑式町健康運動教室 / 雑式町公会堂 /13:30 ～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
藤原（22-0781）

17土
外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

18日

大井ふるさとまつり/大井小中学校/9:00～
三見公民館まつり/三見公民館ほか/9:30～
明木地区農業文化祭/旭マルチメディアセンター/9:30～
萩往還ささなみおいでん祭/旭活性化センター/9:30～

●「至誠祭」Million Smile～笑顔の花を咲かせよう～/至誠館大学/10:00～
●古本市/旭マルチメディアセンター/10:00～　●チャレンジ★/須佐図書館/14:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

19月
●川上交流ウォーキング / 川上総合事務所 /9:30 ～
●弥富ウエルネス教室 / 弥富公民館 /9:30 ～

外科
内科

萩市民（25-1200）
波多野（25-2788）

20火

●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00～
●心配ごと相談/旭マルチメディアセンター/9:30～
●北木間地区健康教室/北木間公会堂/10:00～
●すくすく相談会・お兄ちゃんとお姉ちゃんと遊ぼう/須佐保健センター/10:00～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

21水

●元気なときにかかる医者 / 児童館 /10:30 ～　
●としょかん通信をつくろう / 明木図書館 /15:30 ～
●国際交流員の英語で読み聞かせ / 子ども図書館 /16:00 ～
●健康・栄養相談 / 市役所ロビー /11:00 ～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

22木
●子育て相談 / 児童館 /10:30 ～
●みんなの健康運動教室 / 須佐保健センター /13:30 ～

外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

23金 ●川上直売所感謝祭 / 萩阿武川温泉公園 /9:30 ～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

24土
●卓球教室（要申込）/ 児童館 /10:00 ～　●みんなでミュージック / 児童館 /13:30 ～
●子育て講座 / 地域医療連携支援センター /13:30 ～

外科
内科
小児科

萩むらた（25-9170）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

25日 宿場町で維新の志士の模擬結婚式プロジェクト / 旧小林家住宅（佐々並）/11:00 ～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

26月
外科
内科

玉木（22-0030） 
わたぬき（25-2020）

27火

●発達相談日 / からふる /11:30 ～　
●あさひ減るしー教室（運動編）/ 旭活性化センター /10:00 ～
●江向健康教室 / 江向 1 区公会堂 /13:30 ～

外科
内科

萩市民（25-1200）
藤原（22-0781）

28水

●「草の芽」のおはなし会/明木図書館/15:30～
●無料法律相談/市役所/10:00～　●ちょっと早めのクリスマス会/須佐保育園/10:00～
●むつみ福栄 健康づくり教室 / むつみコミュニティセンター /10:00 ～
●健康づくり応援隊研修会 ( 医師講話 )/ 萩市保健センター /13:30 ～

外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

29木 ●５か月児健康相談 / 萩市保健センター /9:30 ～ 外科
内科

田町（24-1234）
中坪（22-5430）

30金
外科
内科

花宮（25-8738）
柳井（22-0748）

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

※月～金曜の夜間当番は、17:00～翌朝8:00、土曜の当番は、12:00～翌朝8:00、日曜・
祝日の当番（休日急患診療センター）は、9:00～16:00、17:00～翌朝8:00、歯科は9:00
～12:00、13:00～15:00、阿北（萩地域以外）は、8：30～17：30
※小児科は、9日、24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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地域の団体によるバザー、芸能祭、豪華賞品ビンゴ大会、もち
まき、マジックショー、郷土の萩焼作家展など

三見公民館　☎ 27-0004

三見公民館まつり

11 月 18 日㊐ 9:30～14:00
三見公民館ほか

シクラメンの花苗の販売・全国配達受付、新鮮野菜の販売など
■主催　福栄鉢物生産組合など

道の駅「ハピネスふくえ」　☎ 52-0356

12 月１日㊏・２日㊐ 9:00～14:00
道の駅「ハピネスふくえ」

米のつかみ取り、重さあてクイズ、もちつき体験、福引き、
もちまき、各種販売など

うり坊の郷 katamata　☎ 08388-8-0114

うり坊の郷katamata感謝祭

11 月 10 日㊏ 10:00～15:00

道の駅「うり坊の郷 katamata」

むつみ
地域

　今年も豊作 !! 収穫に感謝を込めて、盛大に開催します。

三見
地区

ステージアトラクション、文化作品展、レストラン、農水産物
等の販売、大井特産玉ねぎのつかみ取り、もちまきなど

大井公民館　☎ 28-0213

大井ふるさとまつり

11 月 18 日㊐ 9:00～14:00
大井小中学校

大井
地区

農産物などの各種バザー、クイズラリー（伝建地区）、マスの
つかみどり、ロング巻寿司、もちまきなど

佐々並公民館　☎ 56-0008

萩往還ささなみおいでん祭

11 月 18 日㊐ 9:30～15:00

旭活性化センター
　今年は明治維新 150 年記念として、豊

ほ う ら い や
来家幸

こ う き
輝さんによる

「太
だいかぐら

神楽曲芸」があります。どうぞ「おいでんさい」。

旭
地域

明木小児童が栽培した自然薯ほか農産物販売、お楽しみ抽選会、
じゃんけん大会、じねんじょクイズ、もちまきなど

明木公民館　☎ 55-0001

明木地区農業文化祭

11 月 18 日㊐ 9:30～15:00

旭マルチメディアセンター
　明治維新150年記念として、「太

だいかぐら
神楽曲芸」公演、ビッグな抽選

会賞品、じねんじょ汁無料サービスなどで「おもてなし」します。

旭
地域

シクラメンフェア福栄
地域

たいやき、うどんなどの販売、お楽しみ抽選会
川上農林産物直売施設出荷協議会 　☎ 54-2755

11 月 23 日㊎㊗ 9:30～14:00

萩阿武川温泉公園

川上直売所感謝祭川上
地域

紅葉を楽しむ長門峡無料シャトル便の運行 萩阿武川
温泉

民俗
資料館

萩・長門峡
観光遊覧船

長門峡
温泉

長門峡
竜宮淵

行き 9:50 → 9:54 → 9:55 → 10:15 → 10:20
14:00 14:04 14:05 14:25 14:30

帰り
11:10

←
11:06

←
11:05

←
10:45

←
10:40

15:50 15:46 15:45 15:25 15:20

　紅葉シーズン中の土・日・祝日限定で萩阿武川温泉から長門峡竜宮
淵間の無料シャトル便を運行します。
　紅葉に染まった長門峡を散策してみませんか。
※萩阿武川温泉までは、路線バスをご利用ください。
■運行日　11 月３日～ 25 日の㊏・㊐・㊗　※大雨等の荒天時は運休。

　海・山・里の産物が一堂に集まるバザーを開催します。今年は
明治維新 150 年記念で、内容もグレードアップしています。

　福栄地域の冬の特産品「シクラメン」を多数販売します。

　今年は明治維新 150 年記念として、恒例の玉ねぎつかみ取り
やもちまきなども例年以上の規模で開催します。

山口県漁協江崎支店
     ☎ 08387-2-0321

江崎定置網朝市

11 月４日㊐
8:00～水揚げ風景見学

江崎漁港市場

田万川
地域

9:00～惣菜や海産物の販売
9:30～鮮魚販売

※売り切れ次第終了

川上産業振興部門　☎54-2121

　日頃のご愛顧と、農林産物の収穫に感謝を込めて開催します。

イベント情報 2018
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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！

県立萩美術館・浦上記念館　☎24-2400
とき
開催中～ 11 月 25 日㊐

企画政策課　☎ 25-3102

明治維新150年記念 
宿場町で維新の志士の
模擬結婚式プロジェクト

　萩・明治維新 150 年記念事業として萩往還の宿場町、佐々並市
伝建地区にある旧小林家住宅で模擬結婚式のイベントを行います。

※ 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）

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
関連イベント
◆アーティスト・トーク

11月25日㊐ 14:00～15:00
本館２階展示室
山本晃さんによる作品解説
不要（要観覧券）

11 月 25 日㊐ 11:00 ～（少雨決行）
旧小林家住宅（佐々並）
歴史ある町並みと伝統的建造物を舞台に、幕末から明治の花嫁道中、結

婚式、披露宴、地蔵婚の往時の姿がよみがえります。会場周辺では特産品
や温かい鍋の販売も行われます。

萩往還おもてなし茶屋　☎ 56-0033

11月７日㊌13:30～16:10（12:45～受付開始）
熊谷美術館　　 民間事業者 80 人（要申込・先着順）
所定の申込用紙（中国地域ニュービジネス協議会ホーム

ページよりダウンロード可）により、FAX・メールまたはウェ
ブ申込フォームにて、11 月２日㊎までに提出
■提出先　中国地域ニュービジネス協議会 
　FAX082-221-6166・メールmeiji.150@cnbc.or.jp

産業戦略室　☎ 25-3351
　中国地域ニュービジネス協議会　☎082-221-2929

◆第一部
13:30 ～
15:00

「明治150年における資本主義の原点回帰」
渋
しぶさわ

澤 健
けん

（渋沢栄一の直系子孫・玄孫、
　　　　　 コモンズ投信株式会社取締役会長）

◆第二部
15:10 ～
16:10

「毛利家の末裔が現代の経済人に伝えたいこと」
毛
も う り

利 元
もとあつ

敦（公益財団法人毛利報公会会長）

　明治維新前後に活躍した企業家や、現在活躍中の企業家の「企業家（起業家）
精神」を改めて学び、ニュービジネスについて考える講演会を開催します。

花嫁道中 佐々並市伝建地区

明治維新胎動の地・山口から
ニュービジネスを考える－萩－

◆ギャラリートーク
　担当学芸員が展示解説しま
す。開始５分前に企画展示室入
口にお集まりください。

11 月 10 日㊏、23 日㊎㊗
いずれも 14:00 ～

無料（観覧料は必要）

　幕末、イギリスへ密航留学した５人は、帰国後、
わが国の近代化・工業化に全力を尽くします。現
在、彼らはその功績を称えられ、「長州ファイブ」
もしくは「長州五傑」と呼ばれています。5 人が
歩んだそれぞれの道を、明治期に出版された錦絵
などビジュアルな資料によってふりかえります。

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」

開催中
～ 11/25 ㊐

イギリスで５人が揃って撮影した古写真
日頃は見ることのできない実物を特別公開！

◆ 11/11「萩博物館開館記念日」
　萩博物館は、平成 16（2004）
年 11 月 11 日に開館しました。こ
の日は、400 年前の 1604 年に毛
利輝元公が萩城に入城した記念の日
にあたります。
　入館をされた方（先着 50 人）に
抽選でプレゼントします。

長州藩英国密航留学生写真（萩博物館蔵）▶

萩市オリジナル年賀ハガキ

　今年は、「萩ジオパーク」の
日本ジオパーク認定を記念した
デザインとしました。
　「萩市オリジナル年賀ハガキ」
で、萩ジオパークを全国に広く
PR しましょう！

※ハガキはインクジェット紙
※なくなり次第販売を終了します。
■販売場所　市役所本庁総合案内、各総合事務所地域振興
部門、支所・出張所、萩市観光協会

限定販売！

萩博物館　☎ 25-6447 観光課　☎ 25-3139

■発売日　11 月９日㊎
　※予約受付は行いません。
■枚数　２万枚限定
■価格　１枚 62 円

萩市オリジナル年賀ハガキ
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　椿の金谷天満宮大祭におい
て、江戸時代から神社に奉納
されてきた奉納行列「萩大名
行列」を中心とした秋の一大
イベント「萩時代まつり」を
開催します。

萩時代まつり
11月11日㊐ 8:00～16:00
市内～金谷神社

■と　き

■ところ

平安古備組

萩大名行列 平安古備組
8:00頃／平安橋付近発、8:30頃／平安古鍵曲
10:00頃／萩博物館、10:20頃／菊屋家住宅前
10:30頃／田町商店街、11:40頃／土原新天街
萩大名行列 古萩町大名行列
9:00頃／古萩町公会堂発、10:00頃／熊谷町筋
10:30頃／田町商店街
民踊「男なら」披露、岩国藩鉄砲隊実演
10:00 ～／萩城跡、11:20 ～／中央公園

観光課　　　　☎ 25-3139
　萩市観光協会　☎ 25-1750

金谷神社周辺でも
イベントがもりだくさん !!

新企画

　その他、御許町から金谷神社で行う
クイズラリーやガラポン抽選会などが
開催されます。

萩の幸もりもり鍋と新米おにぎり
無料おふるまい！
★１回目/11:00～、２回目/13:00～

総勢200人を超える大奉納行列

行列に参加します★ Seventeen専属モデル
 マーシュ彩さん

大谷満
ま り な

理奈　   森下舞
ま い は

羽

萩ふるさと大使

    升
ます

毅
たけし

さん

行列に参加します！

さんさん

　萩の優れた産業や特産品等を紹介する萩市最大の産業まつり。
　約 100 店が大集合し、市内の旬の農林水産物や特産品などを展
示・販売します。
　今年は明治維新 150 年を記念し、鹿児島市からの出店があるほ
か、「第１回萩ふるさとB級フードグランプリ」を初めて開催します。
　詳しくは、広報 11 月号の同封のチラシをご覧ください。

萩ふるさと
まつり

～第１回萩ふるさとＢ級フードグランプリも開催～

11月10日㊏～11日㊐ 10:00～16:00
中央公園、市民館、田町商店街 商工振興課　☎ 25-3108

■と　き
■ところ

11 月 11 日㊐14:40 ～
中央公園メインステージ

萩ふるさと大使  升
ます

毅
たけし

さん

新企画

Seventeen 専属モデル
　            マーシュ彩さん

ステージイベント

 先着150人

協力：オマツリジャパン

時代は体験型！
奇兵隊になって
パレードに参加しよう！

STU48 山口県出身メンバー

・


