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平成30年 出来事主な
１月
９日　「旅する新虎マーケット」に出店
　東京オリンピックで盛り上がる新橋・
虎ノ門で開催。３か月間、食や特産品、
観光など萩市の魅力を国内外に発信。
20日　萩・明治維新 150年オープニン
グイベントを開催
　波

は た よ う く
田陽区さん、サンシャイン池崎さ

んらとともに明治維新150 年の幕開け
を萩の地から全国に発信。

28～30日　萩市民号で鹿児島市を訪問
　総勢 27 人の萩市民号が、友好都市・
鹿児島市を訪問。

26日　東部地域定住促進住宅「うみか
ぜ須佐住宅」が完成
　平成25 年の集中豪雨災害からの再生
を目的に整備。４月から４世帯が入居。

９日　新大井公民館・大井出張所が竣工
　大井地区の新たなコミュニティ活動、
行政の拠点施設として整備。
25日　萩市地域おこし協力隊・活動報
告会を初開催（8/22には須佐地域で開催）
　むつみ地域で隊員による活動報告、
資料の展示、料理の試食などを実施。
26日　移住世帯数が累計 200 世帯に
　「萩暮らし応援センター」を通じた移
住世帯数が平成18年の開設から12年
目で 200世帯に到達。

１日　コンビニ納付、コンビニ交付のサ
ービスを開始
　コンビニで市税などの納付や住民票
などの証明書を取得できるように。

15・16日　第73期本因坊戦萩対局第一
局開催
　萩・明倫学舎を会場に、井山裕

ゆ う た
太本

因坊と山下敬
け い ご

吾九段が対局。熱戦の末、
山下九段が勝利。

１日　国からイージス・アショアの説明
が行われる
　大野防衛大臣政務官（当時）から山口
県・萩市・阿武町に対し説明が行われた。
21日　地域の魅力発信セミナーでPR
　東京・椿山荘で、駐日外交団などに
萩焼をはじめとした萩の魅力を発信。

３日　萩市基本ビジョンを策定
　市の将来像や方向性を共有し、市民
と行政が一体となってまちづくりを進
めるための指針を策定。
12日　萩市産業戦略本部を設置、第１
回会合を開催
　民間企業と行政が一体となって、萩
市の産業再生に向けた戦略を議論。
22～28日　萩市民号でグラスゴー訪問
　山尾庸三が造船を学んだ地を15 人
の萩市民号が訪問。
31日　（一社）萩市観光協会が日本版
DMOに登録
　市町村をエリアとした地域DMOと
しては、中国地方初の登録。観光地域づ
くりのかじ取り役を担う。

１日　乳幼児・子ども医療費助成制度
を拡充
　子育て世帯の経済的負担軽減のため、
高校生等までの医療費を助成。
２日　萩夏まつりでディズニーパレード
　ディズニーの仲間たちが萩 YEG 創
立50 周年パレードに参加。

２月

４月

６月

７月

８月

３月

５月

４～６日　萩～白河 子どもの心ふるさ
と交流事業を開催
　福島県白河市の小学生16 人を迎え、
さまざまな体験活動を通じ交流。

15日～　萩博物館で「手塚治虫が描い
た明治維新」展を開催
　『陽だまりの樹

き
』などの作品で描いた

明治維新の世界観を展示。
20日　日本ジオパークに認定
　萩市・阿武町・山口市阿東地域をエ
リアとした萩ジオパークが日本ジオパ
ークに認定。

１日　子育て応援ガイドブックを作成
　妊娠期からの子育てに関する情報を
まとめ、保育園等の保護者に配付。
20日～　萩・食の祭典を開催
　萩の豊かな食資源をいかし、新たな
萩の魅力となる「食」をテーマに開催。
萩食談では高橋英

ひ で き
樹さんや中村江

え り こ
里子

さんなど著名人の方が魅力を発信。
23日　萩・明治維新150年記念式典開催
　150 年前の明治改元の日にあわせ開
催。同日、特別記念講演として、山中
伸
し ん や

弥教授が講演。
27日　萩博物館で「長州ファイブー幕
末・海外留学生の軌跡ー」展を開催
　長州藩が派遣した海外留学生たちを
列伝風に紹介。

10・11日　復活！長州藩の鉄づくり～
萩・大板山たたら祭り～を開催
　「明治日本の産業革命遺産」の世界遺
産登録３周年を記念して開催。

９月

10月

11月
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　今をさかのぼること150 年、日本の多くの若者たちが、国
の未来を憂い、高い志を持って果敢に行動し、新たな時代を
切りひらきました。長年、鎖国政策を敷いていた当時の日
本は、1839 年からのアヘン戦争によって、隣国の清国が
惨
さんたん

憺たる状況に陥ったことに、強烈な危機意識を持つこ
ととなり、続く、ペリー来航により、外交施策の大きな転
換を余儀なくされました。そして、世論は、開国と攘

じょうい
夷に

二分され、激動の幕末へと突入していきます。
　萩藩においても、文久３年（1863 年）５月10 日、下関海
峡を通行する外国船を次々に砲撃し、攘夷を実行しました。し
かしながら、一方で、その２日後には、５人の若い藩士を横浜
港から密かに英国へ派遣しており、彼らは国禁を破り命がけ
で密航し、日本人で初めてロンドン大学に留学を果たしまし
た。　彼ら５人は、まさに「生きた器械」となるべく、欧米の近
代技術、学問を積極的に学び、帰国後は、日本の近代化・工業
化に挑み、それぞれの道で顕著な功績を残し、近年は「長州フ
ァイブ」として称えられています。「長州ファイブ」をはじめと
する多くの先人の努力によって、新しい時代は開かれ、極東の
島国にしかすぎなかったわが国は、その100 年後、国際社会
において重要な地位を占めるにいたりました。
　さらに、半世紀が経過し、明治維新から150 年の今日、混迷
する社会経済問題を解決し、持続可能な社会を構築していく
ためには、前例にとらわれない大きな変革や、未知の領域に踏

み出す第一歩が
必要です。身命
を賭して、新し
い国づくりに奔
走した「長州フ
ァイブ」のよう
に、これからの

市民ファースト ■市長コラム　№ 15

２　平成 30年主な出来事　
４　東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて
５　萩城下町マラソン
６　イージス・アショアへの対応
８　受章・受賞おめでとうございます
12　地域おこし協力隊　「11月着任隊員の紹介」
14　年末年始の窓口業務、ごみ収集
16　情報案内板
22　慶弔だより
27　おでかけ情報

　澄み渡るような青空の下、ふるさとフードグランプリや
特産品販売など、多くのイベントが開催され、２日間で
10 万人を超える来場者で賑わいました。
　11 日の萩時代パレードでは、萩ふるさと大使で俳優
の升

ますたけし
毅さん、Seventeen 専属モデルのマーシュ彩

あや
さん、

STU48 の大谷満
ま り な

里奈さん・森下舞
ま い は

羽さんらスペシャルゲ
ストが人力車に乗って登場。艶やかな着物姿で沿道の皆さ
んを魅了しました。

表紙
11月10日・11日に「萩ふるさとまつり」

「萩時代まつり」を開催！

目次萩・明倫学舎の入館者が50万人を突破
11 月 15 日、萩・明倫学舎の入館者が、開館から 622

日目に 50 万人を突破しました。
節目の入館者は、京都府から来られた、髙橋雅

ま さ ひ ろ
博さん、

豊
と よ こ

子さんご夫妻。今年は明治維新 150 年ということで、
ゆかりの地である萩を観光。事前に萩・明倫学舎のパンフ
レットを見て、学校の懐かしい雰囲気を実際に見てみたい
と思い来館されました。豊子さんは「私たちが通った小学
校の頃と同じ雰囲気」と懐かしそうに話されていました。

〔左から〕萩にゃん。、藤道市長、髙橋雅博さん、髙橋豊子さん

時代には、「創造」「挑戦」「協調」、そして、「未来を見通す力」が
必要とされるのではないでしょうか。
　現在、わが国は、人口減少局面に入り、さらには、かつてない
少子高齢化の進行により、特に地方においてはその傾向が著
しく、地域社会を支える人材が不足するなど深刻な事態を迎
えています。私たち萩市民が、敬慕の念を寄せ続けている、吉
田松陰先生の言葉に、「夢なき者に理想なし、理想なき者に計
画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、
夢なき者に成功なし。」とあります。
　多様化する価値観、社会全体に漂う閉塞感、混沌とした現代
だからこそ、夢を持ち、新しい時代を切りひらく人材が求めら
れており、その人材を育成することが、現在の私たちに課せら
れた使命だと考えています。そして、私たち萩市民は、この明
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く所存です。

萩・明治維新150年記念式典 市長あいさつ要約
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東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて

10 月 10 日から 16 日にかけて、萩光塩学院中学校を
はじめ市内５つの小中学校において、パラスポーツ体験型
授業「あすチャレ！スクール」を開催しました。

講師に、過去７回のパラリンピックに出場した車いす陸
上の永尾嘉

よ し ふ み
章さんや、シドニーパラリンピックで男子車い

すバスケットボール日本代表チームのキャプテンを務めた
根
ね ぎ し ん じ

木慎志さんを迎え、車いすを使った体験を行いました。
参加した児童・生徒たちは、車いすを楽しく体験すると

ともに、講師の話を熱心に聞き、パラスポーツの体験を通
じて、障がい者への理解促進および夢や目標を持つ大切さ
を学んでいました。

◎あすチャレ！スクール

　10 月 14 日、 萩市民体育館で約 150 人が参加し、パ
ラリンピック競技の体験イベント等を開催しました。
　パラスポーツ体験コーナーでは、車いすバスケットボー
ルやボッチャなど４種目を行い、多くの参加者が楽しみな
がらパラスポーツを体験していました。このイベントを通
じて、パラスポーツへの理解が深まり、東京 2020 パラ
リンピックに向けて応援する機運が高まりました。

◎ i enjoy ! パラスポーツパーク

英国のフローレンス選手（五輪３大会連続銀メダル）、フ
ォーブスクライアンズ選手（2018 年世界選手権チーム
戦金メダル）が、10 月24 日から11 月4 日まで、阿武川特
設カヌー競技場でカヌーのトレーニングを実施しました。

滞在中、大島小中学校などの学校訪問や、各地のふるさ
とまつりに参加して、子どもたちや地域の皆さんとさまざ
まな交流を行いました。

◎英国カヌー選手との交流

大島小中学校の生徒と交流する英国カヌー選手

2020 年東京オリンピック・パラリンピックへの機運を
盛り上げるため、日本全国を巡回しているオリンピックと
パラリンピックのフラッグが、11月17日から20日まで、
萩・明倫学舎本館２階特別応接室で展示されました。17
日には、オープニングセレモニーとしてテープカットなど
が行われ、阿武川特設カヌー競技場を拠点に東京 2020
オリンピックへの出場を目指している足立和也選手や明倫
児童クラブの児童など約 60 人が集まりました。

◎東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー

フラッグツアーの旗と一緒に

車いすで卓球競技を体験する参加者小川小学校での交流の様子

カヌースラローム世界選手権ブラジル2018での足立和也選手の競技風景

萩市は、英国のホストタウンとして、英国や
オリンピック・パラリンピックに関連した幅広
い交流事業に取り組むとともに、萩市在住のカ
ヌー選手とカヌー競技を応援しています。

萩市は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における英国のホストタウンに登録されています。
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　ハーフマラソンなど４種目27 部門に、全国
35都道府県から3,438人が参加します。また、
約1,100 人の市民ボランティアの方が、おも
てなしの心で大会をサポートします。

競技種目  参加人数 スタート
ハーフマラソン 2,526人 10：00
５㎞ 454人 10：30
２㎞ 204人 10：30
ファミリー（２㎞） 127組（254人）10：00

■参加者

萩城下町

JR東萩駅

明倫小

262

262

萩博物館

262

車両通行止め
10：00～11：30

車両通行止め
10：00～11：30

車両通行止め
9：30～12：30

車両通行止め
10：30～12：30

山口市方面
第１車線通行止
10：00～12：30

ゴール地点

5km/ハーフ
スタート地点

萩市観光協会 WC
市民体育館

椿西小
萩青果、JA南萩

P P
P

WC
阿武川

萩開発生
コンクリート

萩アサノ
コンクリート

旧林築庭園

PP
P

萩ウェルネスパーク
　•萩スタジアム
　•萩スポーツ広場

松
本
川

松下村塾

191

WC
JR東萩駅

道の駅
萩しーまーと
道の駅
萩しーまーと鶴江台

雁島橋

萩橋

WC
WC

菊ヶ浜

WC

萩城跡
（指月公園）

指月山

WC

WC

萩市役所萩総合
庁舎

PP

橋本橋

椿大橋
WC

玉江橋

橋
本
川

常盤橋

WC

JR玉江駅

中津江橋

191

ハーフコース
16km地点関門

ハーフコース
18.6km地点関門

萩中心部へは、道の駅「萩
しーまーと」からの迂回路
をご利用ください。

萩中心部へは、国道
262号萩バイパスの
県道32号をご利用
ください。

P

JR萩駅

松陰大橋

松本大橋

WC

10：30～11：30の間、市役所
発まぁーるバスは時間帯に
よって休止する停留所があ
りますのでご注意ください。

5km地点10km地点

＝コース
＝通行止め
＝迂回路

ＷＣ＝トイレ
＝給水所
＝臨時駐車場
＝臨時駐車場
　兼シャトルバス発着場

車両通行止め
10：00～12：30

262

5kmコース
折り返し

※2km/ファミリー スタート・ゴール

ハーフコース
9.85km地点関門

※２㎞とファミリーの部のスタートは、萩スポーツ広場となります。

※コース上の交差点
の中には、選手通過
により通行が困難な
時間帯があります。

萩ウェルネスパーク スタート・ゴール会場

交 通 規 制 の お 知 ら せ

　大会前日、市内の中・高校生の陸上部員を対象に
高橋尚子ランニングクリニックを開催します。観覧
席からはどなたでも無料で見学できます。
▷12月15日㊏10：00〜11：30　▷市民体育館

萩ウェルネスパーク駐
車場は駐車台数が限ら
れています。できるだ
け臨時駐車場をご利用
ください。
■臨時駐車場　明倫小
グラウンド、市役所、萩
総合庁舎、市民体育館、
萩青果市場、椿西小グ
ラウンド、萩開発生コ
ンクリート、萩アサノ
コンクリート、旧林築
庭園（地図参照）
■シャトルバス発着
場所　市役所、市民体
育 館、萩開発生コンク
リート、萩アサノコンク
リート
■発車予定時刻　
▷行き 7:00 〜9:00
▷帰り12:30 〜随時

臨時駐車場・
シャトルバスを
ご利用ください！

萩城下町マラソン第19回維新の里

ランニングクリニック 観覧
無料

12月16日㊐10時号砲！

 スポーツ振興課　☎ 25-7311

テレビ放映（録画）■放送日時　12 月 28 日㊎ 10:00 〜 10:55
■放送局　yab 山口朝日放送

市民大学教養講座

文化・生涯学習課　☎ 25-3590

■演題「走り続ける中で」
■司会　楢

ならさきるい
崎瑞（yab アナウンサー）

■受講料　大人 1,000 円（高校生以下無料）
■チケット販売場所　市民館、各地域総合事務所、各公民館ほか

とき　12月15日㊏　13：30～15：00
ところ　市民館大ホール

第２回講座
（トークショー）

講師　高橋尚子さん ■プロフィール　岐阜県岐阜市出身。ランナー。98 年名
古屋国際女子マラソンで初優勝、以来マラソン 6 連勝。
2000 年シドニー五輪金メダルを獲得後、同年国民栄誉賞
受賞。2001 年ベルリンにおいて女性として初めて 2 時
間 20 分を切る世界記録（当時）を樹立。2008 年 10 月
現役引退を発表。

ゲストランナー  高橋尚
な お こ

子さん
シドニー五輪女子マラソン
金メダリスト
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　10 月29 日からイージス・アショアの配備に係る適地
調査がむつみ地域で始まりました。
　適地かどうかを判断するため、水質や地質、地形の調査や
電磁波の影響などの調査が行われます。
　調査結果については、平成31 年３月までにまとめられ、
公表される予定です。

イージス・アショアへの対応
総務課　☎ 25-3439

２　電波環境調査（第三者による調査結果の精査、確認等）
　電波環境調査では、既存の公共施設、住宅などの位置やレ
ーダーとそれらの施設の間の地形状況を把握し、イージス・
アショアが使用する電波に関する細部情報を用い、正確にシ
ミュレーションを行い安全性を確認します。
　また、電波環境調査の実施、調査結果のとりまとめ等にあ
たっては、第三者の有識者の助言を受けながら進めます。

１　地質・測量調査　（湧水・地下水への影響）
　◎雨の浸透状況

　雨の浸透状況（雨が何年かけて湧水地まで浸透・流入して
きたか）については、湧水地の湧水口から水を取り出し、特
定物質の含有量の計測等を行い、取り出した水の年代を測定
することで計測することが可能です。
　希望される湧水地等については、このような手法を用いて
実施したいと考えています。

■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

住民説明会等における意見等を踏まえた
各種調査の追加等について（防衛省）

　◎地下水の状況
　水質調査については、ボーリング調査前、調査中および調
査後の３回実施することにより、今回のボーリング調査によ
り水質に影響が生じていないかを確認します。
　また、現地を実際に踏査することなどにより、地質や湧水・
地下水の状況を把握するとともに、既往資料についても調べ
ることで、年間を通じた湧水・地下水の状況をお示しします。

３　その他（生物生態系・活断層）
　今回実施する基本構想等策定業務において、むつみ演習場
やその周辺に生息する希少な動植物等・活断層について資料
収集・整理を実施し、その状況を把握するとともに、必要に
応じ、対応についても検討します。

◎配備に係る適地調査が始まる

水文調査の様子

多様な性・多様な生き方

問い合わせ 男女共同参画推進室　☎25-3227
人権推進室　☎ 25-3634

１２月４日～１０日は人権週間です。

　多くの人はそれぞれの性について、単純に「男か女かどちらか」だと考えているかもしれません。また、
社会でもそれが当たり前であると考えられてきました。実際には、異性を好きになるのと同じように同性を
好きになる人、身体と心の性別に違和感や不一致がある人などさまざまな人がいます。
　しかし、「社会での当たり前」の中で、「なぜ、自分の身体が女性（男性）なの？」「なぜ反対の性に生ま
れてこなかったの？」と悩み、排除・差別され苦しんでいるＬＧＢＴ（性的少数者）の人たちがおられます。

～みんなちがってみんないい、みんなちがってあたりまえ～

日本では「13 人～ 20 人に 1 人がＬＧＢＴ（性的少数者）」
あなたの周りにいないのではなく、気づいていないだけかもしれません。

Ｌ レズビアン（女性の同性愛者）
ゲイ（男性の同性愛者）
バイセクシュアル（両性愛者）
トランスジェンダー（「身体の性」と「心の性」が一致しな
いため「身体の性」に違和感を持つ人）

Ｇ
Ｂ
Ｔ

　皆さんの身近なところにも、差別的な言動に傷ついている方がい
るかもしれません。あなたの「普通」が誰かをひどく傷つけている
かもしれません。
　性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくすためには、異
性愛など世の中の多数を占める人の意識や社会のあり方を見直す必
要があります。
　多様な性について知り、自分の性的指向や性自認に関する考え方
を見直し、差別につながるものはないか考えてみましょう。皆さん
の行動が社会をよりよく変えるきっかけとなります。誰もが自分の
性を尊重され、「自分らしく」生きられる社会を目指しましょう。
　萩市では、平成 30 年 4 月から、ＬＧＢＴの方への配慮として、
印鑑証明書の性別欄を廃止しています。

（男らしくない）

( 女らしくない )
（どこかおかしいのでは）

（気持ち悪い）
性的指向や性自認を理由とする
　　　偏見や差別の例

ひとりで悩まず相談をしましょう
●萩市女性相談窓口（性別不問）☎ 25-3366
●萩市こころの相談日　☎ 26-0500
●みんなの人権１１０番（法務局）☎ 0570-003-110
●よりそいホットライン　☎ 0120-279-338
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　洪水の被害も心配なので、河川の浚渫をしてほしい。
　　
　市管理の河川は、土砂の堆積状況により、浚渫計画を立
て対応していきます。県管理の河川は、緊急性のあるもの
から要望していきます。

　地域の空き家の屋根が崩れそうになっていて危険なので
どうにかならないか。
　　
　危険空き家については、空き家の所有者に助言、指導を
していきます。最後には代執行という形になる可能性もあ
りますが、空き家解体補助金の制度などを設けていますの
で、ご相談ください。

　子どもが多いほど楽になる施策をお願いしたい。

　市では、保育料の同時入所２人目以降の無料化、多子世
帯への支援金支給事業を行っていますが、今後もできるこ
とから検討し、子育てがしやすい環境づくりを行っていき
ます。

萩まちづくりセッション

※いただいたご意見と回答については、萩市ホームページ
に順次掲載していきます。〔萩市ホームページ（広報課）　
http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/5/〕

広報課　☎ 25-3178

意見　川の浚
しゅんせつ

渫について

回答

意見　危険な空き家について

　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。
　「市民ファースト〜萩まちづくりセッション〜」を小学校区ごとに各地域で開催しました。
　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き、市民の皆さんからご意見
をいただきましたので、その一部をご紹介します。

回答

意見　子育て支援について

回答

　農業従事者が高齢化し、後継者が不足しているので、大
胆な施策をお願いしたい。

　農業も水産業もサービス業もすべて、産業戦略本部にお
いて大胆な意見もとらえて、萩市全産業が活性化するよう
に検討していくことも必要だと思います。民間と行政が一
緒になって産業の振興を考えていきます。

　小中学校にエアコンを設置してほしい。
　　
　現在、普通教室にはエアコンが設置されていません。9
月市議会で市長が答弁したとおり、今後国の補助制度を活
用しながら市内全ての学校に設置していくことにしてお
り、国に補助金の申請をしています。議会での承認をへて
来年度から順次整備していく予定です。

意見　農業の後継者問題について

回答

意見　小中学校のエアコン設置について

　高齢で運転免許を返納するようになると、公共交通機関
を利用することになるが、便数が少なく利用しづらい。
　　
　現在、持続可能な交通ネットワークの形成を図るため「地
域公共交通網形成計画」の策定を行っています。地域の皆
さんからも意見を伺いながら、また、福祉の施策とも連携
して交通網の形成に取り組んでいきます。路線バス事業者
とも調整を図っていきますので、ご理解をお願いします。

意見　高齢者の移動手段の確保について

回答

　担架をコンパクトで救急車にそのまま乗せられるよう
なものにしてほしい。また、AED（自動体外式除細動器）
の設置をお願いしたい。
　　
　AED は関係機関と協議をします。担架については、現
在の船に対応できるか検討したいと思います。

意見　定期船待合所の救急設備について

回答

回答

皆さんからいただいたご意見と回答
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受章・受賞おめでとうございます

旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章 瑞
ずいほうたんこうしょう

宝単光章

瑞
ずいほうたんこうしょう

宝単光章

薬事功労 消防功労

消防功労

（元㈳山口県薬剤師会会長） （元萩市消防団 分団長）

（元萩市消防団 副団長）

（72 歳、東田町）若
わかまつ

　輝
てるあき

明 （74 歳、須佐）

（75 歳、福井上）

亀
かめいし

石　勇
いさむ

藤原　壽
としかず

一

昭和 59 年から平成 18 年までの 22 年間、
社団法人萩薬剤師会の役職を歴任し、会員相
互の連携と資質の向上に努めた。また、萩薬
剤師会の社団法人化に尽力

昭和 46 年に旧須佐町消防団に入団以来、
36 年余りにわたり消火活動、水防活動、捜
索救助活動、消防施設の拡充、消防団員の教
育訓練等に尽力

昭和 40 年に旧福栄村消防団に入団以来、
47 年余りにわたり消火活動、水防活動、捜
索救助活動、消防施設の拡充、消防団員の教
育訓練等に尽力

行政相談功労（行政相談委員）
（79 歳、片俣）小野　良

よ し お
夫

むつみ地域の行政相談委員として 13 年
余りの長い間、市民からの苦情、要望な
どの相談を多数受け付け、身近な相談相
手として尽力

統計調査功労（調査員）
（63 歳、明木）山本　光

み つ こ
子

統計調査員として長年にわたり各種統計
調査に従事し、調査活動に誠実かつ熱心
に取り組み貢献

社会福祉功労（母子・父子自立支援員）
（61 歳、三見）田中　育

い く よ
代

平成 10 年から母子・父子自立支援員と
して母子、父子および寡婦への支援・指
導を行い、福祉の増進に寄与

自治功労 （元萩市長）
（74 歳、椿東）野村　興

こ う じ
兒

平成 5 年に萩市長に就任し、23 年 4
月の長きにわたり、地方自治の確立と市
政運営に尽力。萩市の伸展、住民福祉の
向上、市町村合併の実現に尽力

保健衛生・環境功労
（山口県食肉生活衛生同業組合理事長）

（60 歳、堀内 ）藤井　治
は る お

雄

教育功労 （萩市教育委員会委員）
（60 歳、上小川）吉田　幸

ゆきなが
良

旧田万川町で平成６年から教育委員、平
成 12 年から教育委員長を歴任。平成
27 年からは合併後の萩市教育委員とし
て、広く子どもの教育振興に寄与

秋の叙勲 旭日章は、社会のさまざまな分野で功績を挙げた方を表彰。瑞宝章は、公共的な職務に長年従事した方を表彰

総務大臣表彰

県選奨 地方自治・教育・保健衛生・社会福祉・産業などで顕著な功績があった団体や個人を表彰

厚生労働大臣表彰
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受章・受賞おめでとうございます
（㈱金子塗装店　建築塗装工）生涯スポーツ優良団体

交通安全優良団体

（会長：小川洋平）むつみスポーツ振興会

萩市老人クラブ連合会
田万川支部老人クラブ連合会

新たなスポーツ大会の開催や、地域と連携し、
地域住民、特に高齢者の生涯スポーツの推進
に着実に実績を上げ貢献

全日本交通安全協会表彰

優良公民館
明木公民館

「みんなで食べよう！昼ごはん」という事業
を展開し、地域での触れ合いを深めるととも
に、子どもたちの安心安全の確保に努める

優秀技能者
（52 歳、椿東）金子　成

のりゆき
志

登録基幹技能者として現場作業にあたり、そ
の技術力の高さが認められている。また、指
導者として業界全体の技能向上に貢献

県知事表彰

長年にわたり、主要交差点
での交通立哨や交通安全の
呼びかけを行うなど、地域
の交通安全に貢献

全国大会出場おめでとう

（明倫小5年） （明倫小5年） （川上小４年） （萩光塩中３年）

金子 利
り く

玖 田中 碧
あ お い

一 厚
こ と う

東 瑠
る き や

希也 末永 夏
な つ ほ

穂

（12月2日 東京都）全日本小学生相撲優勝大会

（11月30日〜12月2日 三重県）
全国ソフトバレー・スポレクフェスティバルin津

L
レ オ ー ネ
EONE 藤田義

よしはる
治、辻

つ じ や
屋明

あきら
、白石美

み か
香、阿武 聡

さとし

大谷秀
ひ で あ き

明、刀祢瑞
み ず え

恵 （10月23日〜24日 千葉県）

朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権

至誠館大学ゴルフ部
赤澤亜樹斗（４年）、髙尾淳仁（１年）、井上俊樹（１年）、
増田湧希（１年）、田中佳

か え
叡（４年）

（10月25日〜26日 千葉県）
信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦

至誠館大学ゴルフ部
東
ひがし

大
だ い ち

智（３年）、赤
あ か ざ わ

澤亜
あ き と

樹斗（４年）、濱
は ま さ き

崎恵
け い ご

虎（２年）、
髙
た か お

尾淳
あ つ ひ と

仁（１年）、井上俊
と し き

樹（１年）、増田湧
ゆ う き

希（１年）

（11月11日 東京都）
少年の主張全国大会

　少年の主張コンクールは、中学生
が自身の考えや活動を発表するもの
で、末永さんは、「私が今できること」
をテーマに、病気などで髪を失った
人のために、自分の髪をウィッグ（か
つら）の材料として寄付する「ヘア
ドネーション」に参加した経験を発
表しました。

萩市保健推進協議会が、「健やか親子21国民
運動8

はちまるにいまる

020の里賞（ロッテ賞）優秀賞」を受賞 山口県水産加工展農林水産大臣賞
　JF 江崎フレッシュかあちゃん（代表：兒玉カズヱ）が出
品した「江崎のかあちゃん達が自信をもってお送りするふっ
くら・ジューシー無添加減塩ソフトひもの（レンコダイ）」が、
最優秀賞の農林水産大臣賞を受賞しました。　

　予防歯科に向けた普及啓発活動として、市の健康イベント
や保育園等で、子ども達になじみのあるキャラクターを登場
させた、親子で楽しめる健康劇を実施し、歯科保健の行動変
容につないだ点が評価されました。

※同一章、功労ごとに 50 音順に掲載。敬称略
なお、本人のご意向により、写真等を掲載していない方もおられます。

文部科学大臣表彰

伊藤　清
き よ と

人

防衛大臣感謝状
（74 歳、土原）

長年にわたり、自衛隊と関
わり支援を続け、萩市自衛
隊協力会の発足に尽力

全国老人クラブ連合会会長表彰
育成功労

（82 歳、福井下）岡　政
まさお

夫
平成 25 年に萩市老連の会長に就任以来、会
員加入促進活動に尽力。昨年は老人クラブの
愛称「いこいね萩」とシンボルマーク決定
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萩市教育文化奨励賞
教育功労賞 教育功労賞

（51 歳、須佐）石田　憲
の り お

雄 （81 歳、明木）堀　文
ふみたか

隆
　平成６年から長年にわたり、地域の青少年
健全育成活動に携わり、青少年が安心安全に
暮らせる環境づくりに尽力。また、次代を担
う若い世代の手本となり地域づくりにも貢献

平成２年から長年にわたり明木小学校の稲作
体験を指導。この取り組みを通して、子ども
達のふるさとを愛する心、感謝の心を育むな
ど教育の推進に貢献

文化功労賞 文化功労賞
（77 歳、椿東）筒

つ つ い
井　順

むねただ
督 （代表：坂本漁

りょういち
一）天

てんぐびょうし
狗拍子保存会

昭和 47 年から絵画グループ“アトリエ樹
じゅ

”
として、中央公民館を活動の拠点に絵画教室
を主催。制作活動を通して地域文化の向上、
地域コミュニティの推進に貢献

玉江神社の奉納行事として行う「天狗拍子」
の子ども達への指導を通して、地域の歴史あ
る伝統芸能を後世に継承させるため、長年に
わたり尽力

文化功労賞 文化奨励賞

（代表：鈴木和夫）
大板山たたら太鼓同好会

（代表：竹内邦
く に い ち

一）
特定非営利活動法人
NPO 萩城郭保存会

平成８年の発足以来、創作和太鼓を通して、
地域文化の向上に尽力。また、大板山たたら
製鉄遺跡のＰＲに寄与

平成 20 年から指月公園や本丸に近接した二
の丸の雑草木の伐採、除去など環境美化活動
による文化財保護や魅力あるまちづくりに寄与

体育功労賞 体育功労賞
（78 歳、椿東）秋尾　護

まもる
（64 歳、吉部）松浦　照

て る み
三

昭和 42 年に萩ラグビークラブの設立に尽
力。平成５年より萩市ラグビーフットボール
協会会長として長年にわたりラグビー競技の
普及発展に貢献

昭和 60 年から長年にわたり萩市スポーツ推
進委員として地域の生涯スポーツの普及を通
して市民の健康づくり、仲間づくりに尽力

（代表：奥山明
あきら

）

特別賞 特別賞

萩光塩学院高等学校書道部 弥富畳
たたみがぶち

ヶ淵交流事業実行委員会
創部以来、各地で開催される祭りや
イベント等に参加し、書道パフォー
マンスを通して書道の魅力を広める
活動を積極的に推進

平成 22 年から畳ケ淵を地域の観光資源（ジオ
サイト）として活用したイベントの開催に尽力。

「龍が通った道」と称し、地域の活性化に貢献

市の教育・文化・体育の振興に尽力した
個人および団体を表彰

　市有地等を一般競争入札で売却します。
■入札関係書類および物件説明書の配布、物件の事前確認、
入札参加申請書の提出期間　12月１日㊏〜12月28日㊎
■入札日　１月 25 日㊎　11:30 〜

■入札会場　市役所２階大会議室
※詳しくは 12 月１日から契約監理課で配布する入札説明
書、申請書（市ホームページからダウンロード可）をご覧
ください。財産管理課でも配布します。

市有地等を売却します

物件名 所在地 地目等 地積
旧高俣駐在所跡地 高佐下字安附 79 番 10 宅地 492.4㎡

募集 [ 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
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平成31年度 保育園新入園児募集
　市内の各保育園では、平成 31 年度の新入園児を次のとおり
募集します。
■募集対象児童　０歳（概ね６か月）から小学校就学前までの
児童で、次のいずれかに該当し、保育を必要とする場合に限り
ます。ただし、保育料を滞納している場合や同居の親族が保育
できる場合等は、利用の優先度を調整する場合があります。
※保育の必要量に応じて利用区分が、保育標準時間（7:30 〜
18:30）と保育短時間（8:30 〜 16:30）に分けられ、保育
料も異なります。
○就労（月 48 時間以上）
○妊娠・出産（出産の前後２か月間）
○保護者の疾病・障がい
○同居または長期入院等している親族の介護・看護
○災害復旧
○求職活動（年度内で通算 90 日以内）
○就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
○虐待やＤＶのおそれがあること
○育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継
続利用が必要であること
■保育期間　月〜土曜日（日曜日、祝日、12 月 29 日〜１月
３日は休み）
■給食　昼食、おやつ（乳児には離乳食とミルク）

施設名 開所時間 所在地 電話番号
保育サービス

延長一時
◎乳児保育
全園
※０歳児の入所については概ね
６か月から

◎障がい児保育
全園

◎休日保育
住の江保育園

◎ 24 時間保育
日の丸保育園
※休日保育、24 時間保育の利用
は、市内の保育園等に通園中の
児童対象

公
立
保
育
園

椿東 7:00 ～ 19:00 無田ヶ原口 22-0147 ○ ○
越ヶ浜

7:30 ～ 18:30

越ヶ浜 25-0249
越ヶ浜大井分園 大井馬場 28-0498

椿 椿 25-2270
三見 三見浦 27-0036
山田 玉江 22-1256 ○
川上 川上 54-2022 ○

田万川 江崎 08387-2-0055 ○
田万川小川分園 小川 08387-4-0341 ○

むつみ 吉部 08388-6-5400 ○
須佐 須佐 08387-6-2120 ○

あさひ 明木 55-0755 ○
あさひ佐々並分園 佐々並 56-0844 ○

福川 福井 52-0115 ○
紫福 紫福 53-0019 ○

私
立
保
育
園

日の丸 7:00 ～ 20:00 恵美須町 25-2143 ○ ○
住の江 7:00 ～ 19:00 浜崎 24-3060 ○
大島 7:30 ～ 18:30 大島登 28-0691
春日 7:00 ～ 19:00 堀内 25-2470 ○

認定
こども園

萩幼稚園 7:30 ～ 18:30 西田町 22-0775
萩光塩学院幼稚園 江向 22-2019

事業所内
保育所

くすのき保育園
（都志見病院） 7:30 ～ 18:30 江向 22-2345 ※ 0 〜 2 歳児のみ対象

■保育料　平成 31 年度８月分までの保育料は平成 30 年度の
世帯の市民税額、平成 31 年度９月分以降の保育料は平成 31
年度の世帯の市民税額により決定。
■申請期間　12 月 3 日㊊〜 27 日㊍
■申請方法　市役所市民総合窓口子育て支援コーナー、各支所・
出張所、各総合事務所市民窓口部門備え付けの「支給認定申請
書」に必要書類を添えて提出
○保護者の就労証明書（65 歳未満の祖父母等と一緒にお住ま
いの方は、祖父母の就労証明書も必要）
○母親が妊娠・出産の場合は、母子手帳の分娩予定日が記載さ
れている箇所の写し
○保護者が長期の疾病等の場合または親族等の介護をする場合
は、医師の診断書（萩市様式）または障害者手帳の写し
○世帯全員の個人番号（マイナンバー）が確認できるもの
※出生前でも受付をしています。平成 31 年度の入所を希望さ
れる方は必ず申し込みをしてください。
■その他
○申請の内容と就労証明書（申立書含む）の内容が事実と異なっ
ている場合は、入園決定を取り消す場合があります。また、職
場に就労状況を確認する場合もあります。
○申請児童の兄弟姉妹に保育料の滞納がある方は、必ず支払い
を済ませてください。

子育て支援課　☎ 25-3536、各総合事務所市民窓口部門
■保育園
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問い合わせ 地域づくり推進課　☎25-3360萩市地域おこし協力隊

■着任日　平成 27 年９月 1 日
■所　属　須佐総合事務所
■退任日　平成 30 年 8 月 31 日

山根　智
ともはる

治

卒 業 後 の 活 動 は ？ ～ vol.３～

着任時から行ってきたことは？
　地域行事のお手伝いなどを週４日、そして休み
の週３日は個人事業の時間に使ってきました。
　着任当初から萩の水産物を輸出する事業を立ち
上げたいと考えていました。また事業を通して地
域の活性化になればと考えていました。
　ただ、退任後の不安もあり、家族の生活に必要
な収入源の確保ができるまでは家族と離れての生
活を選択し、１〜２年を目処に家族を呼び寄せる
ことを目標にしていました。
　しかし現実は甘くなく、１年目は大きな赤字と
なり、納得のできる商品が作れるまでに３年の期
間を要しました。ようやく来年は利益が出るかな
というところまできましたが、タイムオーバーを
迎えてしまいました。
　多くの方の協力のおかげでここまで事業を継続
することができました。どこの誰かも分からない

卒業後の計画は？
　冬期の生業しか作れなかったこと、収入の目処を作るという家族との約束を守れなかったこともあり、事業のない時期は兵庫
県神戸市に拠点を置き、冬季は萩市に来て事業を行う、２拠点での生活を選択をしました。
　今冬の事業を成功させ、萩市において法人を設立することを目標に準備を行います。

地域の皆さんにひとこと
　私は須佐地区の本町・河原丁集落に住んで
いました。
　須佐での一番の思い出は、仕事でも、事業
でもなく、地区対抗の野球大会（８月）、ソ
フトボール大会（９月）でした。祇園祭りや
クリーン大作戦など地域行事にも温かく迎え
てくださったこと、非常に感謝しています。
　須佐地域を離れることになりますが、今後
もお手伝いできればと思っていますので、よ
ろしくお願いします。

自分を、無条件に受け入れてくれ、事業を助けて
いただいた方のおかげで１年目から萩で事業をス
タートさせることができました。
　これから少しずつ恩返しができればいいなと考
えています。また、この事業は今後も継続してい
きたいと考えています。

「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。
　11 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。

平田 貴
たかのり

紀

第 ４ 期 生

■活動内容　
　林業振興および森林資源の利活用に関する活動
■今後の抱負
　ふるさとである萩市の森林・自然をより美しく、また、豊か
な森林資源のもつ可能性を模索していきたいです。よろしくお
願いします。　　

■配属先　川上総合事務所
■前住所地　防府市

萩市民秋季ソフトボール大会
　10 月14 日、萩ウェルネスパーク スポーツ広場で開催し、
１部（男女とも年齢制限なし）は９チーム、２部（男性：40
歳以上、女性：年齢制限なし）は11チームが参加しました。

優勝（２部）椿

優勝（１部）川島

問い合わせ 地域づくり推進課　☎25-3360
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萩市では活力ある職員を募集しています

※すべての職種で、萩市内に居住できる方に限ります。上記のほか、市民病院看護師・薬剤師（有資格者、平成31年2月実施予定
の薬剤師国家試験に合格し薬剤師免許を取得見込みの方）は随時募集しています。

平成30年度 萩 市 職 員 募 集

■申込方法　次の提出書類を〒758-8555 萩市人事課人
事係へ郵送または直接持参してください。募集要項、受験
申込書、受験票は、人事課人事係に請求されるか、萩市ホー
ムページからダウンロードできます。
■提出書類　①受験申込書、②電気・学校給食調理員は受
験票（62 円切手貼付）、③事務職（障がい者）、文化財専門
員は長３の封筒に住所・氏名を記入（82 円切手貼付）、④

最終学校卒業（見込）証明書、⑤最終学校成績証明書
※郵送の場合は、封書に「職員採用試験提出書類在中」と
朱書きして簡易書留でお送りください（当日消印有効）。文
化財専門員の第１次試験の提出書類は必着。
締切日直前の場合は、速達でお送りください。
※持参の場合は土・日曜日、祝日を除く8:30 〜17:15。

募集期間　12月1日㊏～平成31年1月4日㊎
採用予定日　平成31年4月1日

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

電気 若干名
①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（35 歳以下）
②高等学校以上を卒業した方または平成 31 年 3 月までに
卒業見込みの方
※電気の専門課程の履修の有無は問いません。

【第1次試験】
とき：平成31年1月
20日㊐
ところ：市役所

【第2次試験】
とき：２月中旬
ところ：市役所
内容：個人面接

専門試験・作文
職場適応性検査
事務適性検査

事務職
（障がい者） 若干名 ①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（35 歳以下）

②高等学校卒業以上で障害者手帳の交付を受けている方
教養試験・作文
職場適応性検査
事務適性検査

学校給食調理員
（技能労務）

４人
程度

①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（35 歳以下）
②中学校卒業以上
※採用後は萩市内（見島、大島等島しょ部含む）の給食施
設の勤務となります。

教養試験・作文
労務適応性検査
職場適応性検査

文化財専門員
（発掘調査） １人

①昭和 53 年 4 月 2 日以降に生まれた方（40 歳以下）で、
４年制大学を卒業または大学院を修了した方で、考古学、
歴史学、文化財学その他これに準ずる専門課程のいずれか
を履修した方
②埋蔵文化財発掘調査の実務経験を３年以上有する方

【第1次試験】
論文指定書類提出期限：
1月18日㊎（必着）

【第2次試験】
とき：2月中旬
ところ：市役所
内容：個人面接

課題論文審査
書類選考（課題・提
出書類については
募集要項を確認く
ださい）

人事課　☎ 25-1239

シリーズ156　健康ガイド

須佐診療センター
所長
医師：片

かたやま
山 寛

ひろゆき
之

　最近、「AMR 対策 (Antimicrobial 
Resistance：薬剤耐性 )」という言
葉が医療業界ではいわれています。
　「感染症のときに抗菌薬（抗生物質
のこと）が不適切に使われているので
はないか」といったことから最近注目
されるようになっています。
　抗菌薬が不適切に使われることに
よって、からだに薬剤耐性を持った細
菌ができ、近い将来まったく抗菌薬の
効かない細菌が原因の感染症にかかっ
た場合に、全く太刀打ちできなくなっ
てしまうかもしれません。
■感染症って？
　感染症は病原体が体に侵入して出る
病気のことです。病原体には、細菌、
ウイルス、寄生虫などがあります。体
の色々な場所に侵入するので、それぞ
れの場所で名前が異なります。例えば、
肺に侵入すれば肺炎、膀胱に侵入すれ
ば膀胱炎といった具合です。
　では、その時にどのような対応をす
るか？細菌が原因のときは、抗菌薬を
使って治療をします。ウイルスのとき

は、抗ウイルス薬を使うことがありま
す。抗菌薬はウイルスには効きません。
■皆さんができること
　まず、いわゆる「かぜ」のときはほ
とんどウイルスが原因のため、抗菌薬
は効かないといわれています。
　もし「かぜ」のときに抗菌薬が出な
かった場合は、広く長い目で皆さんの
こと、皆さんのご家族、その地域のこ
とを考えていると思っていただければ
と思います。
　また、抗菌薬が処方された場合、き
ちんと内服できずに残ってしまってい
ることはないでしょうか？
　薬剤耐性を生まないためには、処方
された薬を適切に飲むことが重要とい
われています。症状が良くなっても、
必要と思われている日数はきちんと内
服していただければと思います。
　そして、やはりそもそも感染症にか
からないのが一番重要だと思います。
手に付着した病原体から様々な感染症
にかかるといわれているので、手洗い
をしっかり行うことが非常に重要で

AMR（薬剤耐性）について、皆さんができること

す。指先や爪の間、指の間、指と指の
間は手洗いするときに汚れが残りやす
い部分なので、注意が必要です。
　感染症にはワクチンで予防できるも
のがたくさんあります。年齢ごとに推
奨されているものがあります。小児期
には定期接種となっているものもたく
さんあり、社会全体で子供たちを守る
ような仕組みになっています。また、
年齢によって接
種が勧められる
ワクチンもあり
ますので、必要
なワクチンはき
ちんと接種しま
しょう。
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火葬許可証の発行
死亡・出生届・その他の緊急用務 12月29日㊏〜１月３日㊍ 本庁東口、各総合事務所、支所・出張所の宿直室

（佐々並地区については佐々並分遣所）

休日急患診療センター 12月30日㊐〜１月３日㊍　9:00〜16:00、17:00〜翌日8:00
【歯科】12月30日㊐〜１月３日㊍　9:00〜正午、13:00〜15:00 26-1397

施　設　名 休　館　日

萩市民病院　　　　　　 12月29日㊏〜１月３日㊍まで、外来診療は休診
※ただし、救急・急患を除く

萩市民館 12月29日㊏〜１月３日㊍
※１月２日㊌は、成人式を開催

萩・明倫学舎 休みなし 
萩博物館 休みなし 

萩図書館 休みなし 【閉館時間の変更】
12月28日㊎〜１月４日㊎は、17:00まで

須佐図書館 12月28日㊎〜１月４日㊎
※貸出カード㊒の方は、無人開放部分のみ利用可

明木図書館 12月28日㊎〜１月４日㊎
児童館、わくわく子ども図書館 12月28日㊎〜１月５日㊏
萩セミナーハウス 12月29日㊏〜１月３日㊍
サンライフ萩 12月29日㊏〜１月３日㊍

そ
の
他
の
公
共
施
設

萩阿武川温泉ふれあい会館 休みなし【営業時間】10:00〜20:30（受付は20:00まで）

田万川温泉憩いの湯 休みなし
【営業時間の変更】
12月31日㊊10:00〜18:00
  １月１日㊋13:00〜18:00

萩アクティビティパーク
ナチュラサーキット　 12月29日㊏〜１月３日㊍

萩やすらぎ苑斎場、
田万川火葬場、須佐火葬場、
見島火葬場

１月１日㊋㊗

市役所の業務は、12月29日㊏から1月３日㊍まで休みです。

と　き 業　務 担 当 課 電話番号

本庁
12月29日㊏
　　30日㊐

〔8:30〜正午〕

①

●戸籍・住民登録・印鑑登録・国民健康保険・後期
高齢者医療・年金・税務証明の各業務

※他機関への照会が必要なもの、住民基本台帳ネッ
トワーク関連業務、パスポート業務、個人番号カ
ード関連業務は除く。

●市税・保険料・保育料・住宅使用料等の収納業務

市民課（住民登録）
市民課（戸籍）
課税課
収納課

25-3493
25-3400
25-3136
25-3575

②
●水道料金・下水道使用料の収納業務
●下水道受益者負担金・集落排水処理施設受益者分
　担金の収納業務

上下水道局総務課 25-2398

③
●児童手当、乳幼児・子ども・ひとり親家庭医療費助
　成等の申請
●児童扶養手当の各種変更届

子育て支援課 25-3536

見島支所
三見出張所
大井出張所
大島出張所

12月29日㊏
〔8:30〜正午〕

①〜③の業務

見島支所
三見出張所
大井出張所
大島出張所

23-3311
27-0001
28-0211
28-0584

須佐
総合事務所

12月29日㊏
〔8:30〜正午〕

須佐総合事務所 
市民窓口部門

 08387-
6-2016

田万川
総合事務所

12月30日㊐
〔8:30〜正午〕

田万川総合事務所 
市民窓口部門

 08387- 
2-0300

ショップでお買い物をされた
方に、抽選で幕末Ｔシャツなどの
萩博物館オリジナルグッズや干支
グッズをプレゼント。

（毎日 30 人限定）
NPO 萩まちじゅう博物館

　 事務局　☎ 25-3177

NPO萩まちじゅう博物館
年末年始のおもてなし

萩博物館
　萩博物館内ミュージアムショッ
プとレストランは、年末年始も営
業しています。

12月29日㊏～１月３日㊍
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年末年始の各施設へのごみの搬入は、8:30〜16:30です。

年末年始のごみ収集を次のように変更しますので、ご協力をお願いします。

変更日 資源ごみ プラスチック製容器包装 燃やせないごみ
対象地区 対象地区 対象地区

１月１日・２日（第１㊋・㊌）
➡

12月29日㊏

無田ヶ原、無田ヶ原口、霧口、
沖原、大屋、笠屋、河内、椿、
濁淵、雑式町、青海

土原 1・2・3 区、目代、中津江、
上野、椎原、中の倉、松本市、
船津、三見、明石・飯井

川島、橋本町、御許町、
唐樋町、江向

１月３日（第1㊍）
➡

12月30日㊐

北古萩、恵美須町、瓦町、
米屋町、玉江

平安古町、長山、新川、香川津、
鶴江 堀内、木間

施　設　名 電話番号 ごみの種類 12/28
㊎

12/29
㊏

12/30
㊐

12/31 ㊊
〜 1/3 ㊍

1/4
㊎

萩・長門清掃工場
（はなもゆ） 26-8716 燃やせるごみ ※12月30日㊐と1月1日㊋㊗以外は、持ち込み可

能。

大井不燃物埋立処分場 28-1308 燃やせないごみ ○ ○ ○ × ○

萩第ニリサイクルセンター
（エコプラザ・萩） 24-5300 プラスチック製容器包装、

資源ごみ ○ ○ ○ × ○

田万川リサイクルセンター
※搬入時間 13:00〜16:30

08387-
2-0340

燃やせないごみ、
プラスチック製容器包装、
資源ごみ

○ × × × ○

年末ごみ集積所
（萩第二リサイクルセンター）
※搬入時間 9:00〜16:00

24-5300
燃やせるごみ、
燃やせないごみ、
プラスチック製容器包装、
資源ごみ

ー ○ ○ ー ー

ごみの収集業務は１月１日㊋㊗から１月３日㊍まで休みです。

※年末年始は各施設が大変混雑します。
　できるだけ早めに通常の収集日にお出しください。
※また、各施設に持ち込まれる場合は、車両事故等に
　ご注意ください。

注：場内一方通行

29日㊏、30日㊐の
年末ごみ集積所駐車場

エコプラザ・萩
入口

出口

P 回収
場所

問い合わせ
環境衛生課　☎25-3146
各総合事務所市民窓口部門

※大島・見島・相島は除く。

燃やせるごみは、12 月 31 日㊊まで通常収集します。

燃やせるごみ
㊊・㊍コース 年末は、12 月 31 日㊊まで収集 年始は、１月７日㊊から収集

㊋・㊎コース 年末は、12 月 28 日㊎まで収集 年始は、１月４日㊎から収集

年末ごみ集積所　【施設内配置図】
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日までに、各地域の決められた業者に
申し込んでください。
　締切日以降に申し込んだ場合、年内
に対応できないことがありますのでご
注意ください。
■最終くみ取り日　12 月 28 日㊎
■年始開始日　平成 31 年１月４日㊎

環境衛生課　☎ 25-3146、各総合
事務所市民窓口部門

指定給水装置工事事業者の追
加・廃止
○指定の追加　㈱クラシアン山口
営業所　☎ 083-928-5091
○指定の廃止　㈱ 拵

こしらえ
　　

　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

インフルエンザの予防方法
◦予防接種
◦マスクの着用など咳エチケットの励
行
◦手洗い・うがい
◦適切な湿度の室内
◦十分な睡眠・休養とバランスの取れ
た食事
◦人混みへの外出を控える
　発熱などインフルエンザのような症
状が出たら、無理をせず早めに受診し
ましょう。

健康増進課　☎ 26-0500

平成 31 年 萩市成人式
　新成人の参加をお待ちしていま
す。なお、当日は案内状を忘れず
に持参してください。

平成 31 年１月２日㊌　13:30
〜 15:00（受付 12:30 〜）

市民館大ホール
平成 10 年４月２日〜平成 11 年

４月１日までに生まれた方
▽ 式 典 13:30 〜、 ▽ 記 念 撮 影　

14:15 〜地区ごとにグループ撮影
文化・生涯学習課　☎ 25-3590

競争入札参加資格審査申請書
の提出
　市では、平成 31・32 年度の競
争入札のための業者登録を行いま
す。競争入札に参加を希望される
方は、必ず申請してください。
■申請区分　①建設工事、②業務
委託、③物品調達等
■申請要領・様式　市ホームペー
ジからダウンロード
■提出方法　郵送または持参
■申請期間　平成 31 年 1 月 4 日
〜 31 日（必着）

契約監理課　☎ 25-3474

年末のし尿くみ取り
　12 月のし尿くみ取りは、12 月 14

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 中小企業の事業展開のチャレ
ンジを支援
　事業拡大の促進や事業の持続化
を支援するため、展示会や物産展
への出展、新商品の開発などの経
費の一部を支援する「萩市中小企
業等事業拡大補助金」制度を 4 月
に開始しました。制度を活用し、
事業拡大等を検討されている事業
者はご相談ください。

商工振興課　☎ 25-3108

平成 30 年分保険料納付額証明
書の発行
　確定申告などに必要な保険料の
納付額証明書について、普通徴収
分と非課税年金（障害年金等）から
天引きされた特別徴収分の納付額
証明書（国民健康保険料・介護保
険料・後期高齢者医療保険料）を
平成 31 年１月下旬に発送します。
ただし、年末調整で事前に必要な
方は、ご連絡ください。
※課税年金（老齢年金等）から天引
きされた特別徴収分は、１月中に年
金保険者（日本年金機構等）が送付
する源泉徴収票に記載されます。

収納課　☎ 25-3575

○不用品活用銀行
■おゆずりします　東中男子制服（冬
用）、犬用の爪切り、バウンサー、乾
電池用充電器、ステアリングホイール、
女児用自転車、スチームクリーナー、
萩光塩学院高校女子制服、ベビー用布
団上下、電子ピアノ、ウォーキングマ
シン
■おゆずりください　着物、竹刀
◆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。
◎リサイクル講座
○小物作り講座

平成31年1月13日㊐　10:00〜
15:00

余り毛糸で小物を作る
30 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は12月4日の9:00〜
16:30。
応募者多数の場合は抽選。
○リサイクル洋裁講座

1月11日㊎・25日㊎ 10:00〜
15:00

古布を使って洋服を作る
20 人程度（両日参加可能な方）
各 500 円（材料費別）

※参加受付は12月6日の9:00〜
16:30。
※両講座とも応募多数の場合は抽選。
■休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日
◎犬猫譲渡会

12 月 23 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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「萩市子ども栄光賞」
児童・生徒の活躍情報をお寄
せください
　学校だけでなく、家庭や地域で
のさまざまな活動等で、努力や頑
張りが著しく、他の模範となる児
童・生徒を表彰します。小・中学
校の在学期間中の取り組みに対し
て、小学６年生・中学３年生を対
象として表彰します。
　身近で活動している児童・生徒
の素晴らしい取り組みの情報をぜ
ひお寄せください。
■情報の内容（例）　地域の清掃な
どの奉仕活動、ボランティア活動
など
■連絡方法　平成 31 年１月 11 日
までに、該当児童・生徒の在籍し
ている小・中学校へ電話

学校教育課　☎ 25-3558

「三ない運動」をご存じですか？
　年末年始はお歳暮やお年賀など、何
かと贈り物やお祝い事をする機会の多
いシーズンです。
　この機会に皆さんに改めてご理解い
ただきたいのが、きれいな政治、お金
のかからない政治の実現、選挙の公正
の確保を目指す「三ない運動」（贈ら
ない、求めない、受け取らない）です。

選挙管理委員会　☎ 25-2912

ふるさと寄付
　10 月 1 日〜 10 月 31 日で、337
件 960 万 4,400 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 1,357 件、3,003
万 5,733 円）

　納期限までに忘れずに納めましょう
◦固定資産税
◦国民健康保険料
◦介護保険料
◦後期高齢者医療保険料
※今年度より、コンビニエンスストア
でも納付する事ができます。
※便利で確実な口座振替をぜひご利用
ください。
■納期限　平成 31 年１月４日㊎

収納課　☎ 25-3575

今月の納期のお知らせ

日 開 議 日　程
５日㊌ 10：00 会期の決定、諸報告、議案上程

６日㊍ 10：00 議案質疑、委員会付託

10日㊊、11日㊋、12日㊌ 10：00 一般質問

13日㊍、14日㊎、17日㊊ 10：00 各常任委員会

20日㊍ 10：00 委員長報告、質疑・討論・表決

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

市 議 会 12 月 定 例 会
12月５日㊌～20日㊍　　　 萩市議会議場

※議会は傍聴することができます。日程は変更になることが
あります。

議会事務局　☎ 25-3144

　気温が氷点下になると、防寒の不十
分な水道管は水が凍ったり、破損した
りすることがあります。凍結により給
水装置が破損した場合にかかる費用
は、所有者の負担となります。
■防寒の方法　①屋外でむき出しに
なっている水道管には、保温材や毛布、
布などを巻き、さらにビニールテープ

メーターが破損することがあります。
■破損した場合　メーターボックスの
中のバルブを右にまわして水を止める
か、破損部分に布などを巻き、針金や
ヒモで固定してください。
　応急処置を済ませたら、水道工務課、
各総合事務所産業振興部門または市指
定の給水装置工事事業者へ連絡してく
ださい。

水道工務課　☎ 25-2398

水道管の凍結にご注意を

保温材

メーターボックスを布で保温

を巻くと効果的です。
②メーターボックスに
は、毛布や布きれなど
を入れ、まわりを段
ボールなどで保温して
ください。
■凍結した場合　自然
に溶けるのを待ちま
しょう。熱湯などを急
にかけると、水道管や

寄付
○山口県 LP ガス協会萩支部から低
圧 LP ガス発電機（付帯工事含む）
○服部産業㈱からデリバリース
テーション炊出しセット
○谷口幡

まんぺい
平さん（山口市）から大

内塗人形８体
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保育園で働いてみませんか？
～保育士トライアル制度～
　ブランクがあり働くには不安があ
る方が、臨時保育士として短時間・
短期間に働いてみることで不安を解
消し、安心して保育士として就業す
るためのサポートをします。

１か月間・10 日程度
■勤務時間　開所時間内で3時間程度

市内公立保育園
■賃金　市内公立保育園臨時保育
士と同額（時給 960 円）
■資格要件　保育士資格または保
育士資格および幼稚園教諭免許

履歴書と資格証・免許状の写し
を子育て支援課まで持参

子育て支援課　☎ 25-3536

日本ジオパーク認定記念
萩ジオパークフォトコンテス
ト 2018 作品
　萩ジオパークの日本ジオパーク認定
を記念して、地域内の魅力が伝わる写

真を募集します。審査のうえ、入賞作
品は各種イベントでの展示、パンフ
レット等への掲載等で活用します。

12月１日㊏〜平成31年２月15日㊎
プロアマ問わずどなたでも

■応募規定　応募者が１年以内に撮影
した未発表の作品を４つ切（ワイド可）
にプリントの上、所定の応募票を裏面
に貼付し提出
■賞　最優秀賞 1 点（賞金 3 万円ま
たは相当額の地元特産品）、優秀賞 2
点程度、入選 8 点程度
※詳しくは募集チラシ、推進協議会
ホームページをご覧ください。
○萩ジオパーク活動応援補助金
　萩ジオパーク内にある、サイトの保
全・活用をする市民活動団体に補助（上
限額 30 万円）をします。

12 月 20 日㊍
萩ジオパーク構想推進協議会

　☎ 21-7765

萩・長門清掃工場はなもゆ運
転従事者
■募集人員　１人
■募集時期　12 月３日㊊〜

■筆記試験　一般常識問題と面接
■採用　平成 31 年２月１日（予定）
■求人方法　ハローワーク
■雇用形態　ヒッツ環境サービス㈱

（本社：川崎市　日立造船㈱のグルー
プ企業）の正社員
■就業形態：交替勤務
■業務内容：運転員

萩・長門清掃一部事務組合事務局
　☎ 24-5349

クリスマスリース作り教室
12 月９日㊐　９:30 〜 12:00

（受付９:15 〜）
田床山センターハウス
田床山に自生する木の実などを利用

したクリスマスリース作り
200 円（材料費）
30 人（先着順）
12 月６日までに、農林振興課へ

　☎ 25-4194

クリスマスイルミネーション・
ミニツリー製作教室

12月16日㊐　10:00〜12:00
萩商工高等学校
500 円
15 人（先着順）

※小学生は保護者同伴。
上履き（スリッパ）
ハガキまたは任意の用紙に住所、氏

名、年齢（学生の場合は学年）、電話番
号を記入のうえ郵送、FAX、メール
〒 758 ‐ 0074 萩市平安古町 544　
萩商工高校「イルミネーション・
ミニツリー」係へ　☎ 22-0034、
FAX22-2429、 メ ー ル tree-30@
hagi-ct.ysn21.jp

生け花体験教室
　お正月用の生け花教室です。

【生け花体験教室】
12月27日㊍　10:30〜、14:00〜
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

池坊萩支部
各 20 人（事前申込必要・定員に達

した場合抽選）
1,000 円（お花代）

※花ばさみをご持参ください。
■主催　NPO 萩観光ガイド協会

募　集

　萩・明倫学舎で、新たに「藩校明倫
館論語塾」を始めました。この論語塾
では、藩校明倫館で使用していた教本
を活用しています。また、「松陰先生
の朗唱教室」も開催しています。

毎週第２・４土曜日
◦藩校明倫館論語塾 13:00 〜 13:30
◦松陰先生の朗唱教室14:30〜15:00

萩・明倫学舎 本館復元教室

NPO 萩明倫学舎正会員募集
法人の活動および事業を推進する個

人
■自主活動（一般ボランティア）
◦活動内容　藩校明倫館論語塾や朗唱
教室の運営、美化活動、イベント企画
など
■受託業務活動（有償ボランティア）
◦活動日　平成 31 年４月１日から週
２〜３日

◦活動内容　萩・明倫学舎で次の各班
に所属し活動
①インフォメーション班（館内案内、
受付チケット販売、観光案内等）②ガ
イド班（展示ガイド等）③ショップ班

（お土産ショップの運営等）
◦活動謝金　日額 5,000 円
■会費　入会金 1,000 円、年会費
2,000 円

NPO 萩明倫学舎事務局（萩・明倫
学舎内）備え付けの申込用紙に住所・
氏名・連絡先等を記入し、１月 10 日
までに持参または FAX
※受託業務活動（有償ボランティア）
は、申込いただいた方から面談の上、
班員を決定します。そのため希望に添
えない場合があります。

NPO 萩明倫学舎事務局
　☎ 21-0304

萩・明倫学舎で
「藩校明倫館論語塾」始まる

NPO会員
募集中
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12 月 3 日〜 17 日までに、住所、
氏名、電話番号を明記の上、ハガキ、
電話または FAX でまちじゅう博物館
推 進 課 へ　 ☎ 25-3290、FAX26-
0716

萩地域家族介護者研修会
平成31年1月19日㊏　10:00〜

13:00
総合福祉センター
講話、映画「僕がジョンと呼ばれる

まで」鑑賞、会食
萩地域の方で、在宅の高齢者を介護

されている方
30 人（先着順）
400 円
12 月 27 日までに、社会福祉協議

会へ　☎ 22-2289

大島まるまる体験ツアー
１月 27 日㊐　11:00 〜 17:10

※ 10:45 までに萩港へ集合。
ブロッコリーの収穫体験（持ち帰り

有り）、角寿司づくり体験、郷土料理
で昼食（角寿司、刺身、ブロッコリー
キンピラ、吸い物等）、島内散策。特
産品販売

50 人（先着順、定員になり次第終了）
農作業ができる服装、手袋、長靴、

雨具など
中 学 生 以 上 2,000 円、 小 学 生

1,000 円、３歳以上の幼児 500 円（昼
食代含む。船賃は別途）
■主催　大島元気なねえさまの会

12 月３日〜 28 日までに、電話ま
たは FAX で大島出張所へ
☎ 28-0584、FAX28-1569

萩海運の船員
■募集人員　船員１人
■応募資格　満 18 歳以上で、相島か
ら乗船勤務できる方
■待遇　萩海運㈲給与規定による
■選考方法　筆記試験、面接（平成
31 年１月下旬）
■採用日　平成 31 年４月１日

１月 10 日までに、市販の履歴書（写
真貼付）を郵送または持参　〒 758-
0024 萩市東浜崎町 139-1　萩海運　
☎ 25-2040

陸上自衛隊高等工科学校生徒
　特別職国家公務員（生徒）として手
当の支給を受けながら、高等学校教育
や防衛基礎などを学びます。
■受験資格　15 歳以上 17 歳未満で、
中学校卒業（見込み含む）の男子（平
成 31 年 4 月 1 日現在）
■受付期限　平成 31 年１月７日まで

（必着）
■試験日　▽１次試験 １月 19 日㊏、
▽２次試験 ２月１日㊎〜４日㊊の指
定する１日

自衛隊萩地域事務所　☎ 22-2409

暮らしに役立つ図書館講座
12 月 11 日㊋ 10:30 〜 11:30
 萩図書館
ぼちぼち始めよう 〜賢く財産を残

すこと〜
早野 繁

しげる
（司法書士）

30 人
萩図書館　☎ 25-6355

松林明講演会
　ＮＨＫ「さわやか自然百景」で「阿
武火山群」「長門峡」を制作されたテ
レビ・自然番組ディレクターの松林明
さんの講演会を開催します。

①12月14日㊎　13:30〜15:00
　②12月15日㊏　10:30〜12:00

①白水小学校、②萩図書館
①「動物達はいっしょうけんめい生

きている」、②「萩の大地から世界の
自然をみる」

①白水小学校　☎ 25-2393
　②萩図書館　☎ 25-6355

萩市子育て支援センター行事
○おもちつき

12 月 27 日㊍　10:30 〜 11:30
日の丸保育園
２歳以上の未就園児と保護者（先着

20 組）
親子共にエプロン・三角巾・マスク
12 月 20 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

高齢者虐待防止研修会
　認知症の高齢者を通して、“生きる
とは、家族とは、認知症とは、介護と
は”などについて考えます。

平成31年1月20日㊐　13:30〜
15:30

サンライフ萩
介護川柳表彰式、映画「僕がジョン

と呼ばれるまで」の上映
社会福祉協議会　☎ 22-2289

人権・行政・公証相談
12 月 11 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
12 月 14 日㊎　10:00 〜 12:00
総合福祉センター

■弁護士　馬
う ま や は ら た つ や

屋原達矢
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
12 月 26 日㊌　10:00 〜 15:00
市役所本庁

■弁護士　長
ながたによしあき

谷義明
市内在住の方（先着12人、1人20分）

※事前予約制（12/1 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。

12 月 1 日㊏、4 日㊋、7 日㊎、11 日
㊋、14 日㊎、15 日㊏、18 日㊋、21 日
㊎、23 日㊐、25 日㊋、28 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

講演・講座

相　談
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萩健康福祉センター行事
○12月5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〜
○12月12日㊌：骨髄ドナー登録会（予
約制）13:30〜
○12月18日㊋：心の健康相談（予約
制）13:00〜
○12月26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

身体障がい者巡回相談
（整形外科）

平成31年1月17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

1 月４日までに、福祉支援課障が
い福祉係へ　☎ 25-3523

自分に向いた職業を探そう！
12 月26 日㊌、平成31年１月23 

日㊌
①13:00〜、②13:30〜、③14:00〜、④
14:30〜、 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

トリムマラソン大会
12 月２日㊐　10:00 スタート
小川小学校（スタート・ゴール）

■種目　１㎞、1.5㎞、２㎞、３㎞、
５㎞（１㎞の部は、小学２年生以下と
その伴走者のみ、中学・高校生は原則
３㎞または５㎞の部）
■参加方法　当日受付
※参加賞、入賞者表彰があります。
■主催　田万川ふるさとづくり協議会
小川地区部会

小川公民館　☎ 08387-4-0211

サンサン三見のお宝体験
12 月 8 日㊏　10:00 〜 15:00

※小雨決行。
三見公民館ほか
▽昔体験（石うすでの餅つきやきな

こ作り、竹炊飯）、▽農業体験（ブロッ
コリーの収穫、玉ねぎの植え付け）、
▽料理教室（イノシシ鍋・タコ飯作り）
など
※ブロッコリーのお土産があります。

50 人（先着順）
大人 1,500 円、小学生以下 500

円
■主催　サンサン三見里の会

12 月 5 日までに、三見公民館へ　
☎ 27-0004

萩吹奏楽団サマーオレンジー
ズ　クリスマスコンサート

12 月８日㊏　16:00 〜 17:30
サンライフ萩
クリスマスソングやジブリ音楽、観

客参加ステージなど
一般 500 円、中高校生 300 円、

小学生以下無料
萩吹奏楽団サマーオレンジーズ（冨

田）☎ 090-8715-2057

クリスマス子どもフェスティ
バル

12 月 15 日㊏　18:00 〜 20:00
至誠館大学 花江会館
小学生以下の子どもとその保護者な

ど
ミニケーキづくり、リース・楽器づ

くり、ブラックシアター、大学ダンス
部によるダンスなど

至誠館大学　☎ 24-4000

押花絵展「花
はなゆう

遊」
　萩の風景をイメージした押し花絵展
です。

12月15日㊏〜平成31年1月14日
㊊㊗　9:00〜17:00

青木周
しゅうすけ

弼旧宅（南古萩町）
100 円

※先着 100 人に「しおり」をプレゼ

イベント

　12 月は、人権啓発推進月間です。
さまざまな人権問題の早期解決のた
め、みなさんも人権について考えてみ
ませんか。

12 月 8 日㊏　12:30 〜 15:30
市民館大ホール
○オープニングステージ（住の江保

育園）、○人権の花運動活動報告（三
見小中・弥富小）とバトンタッチ式、
○人権講演会　「生まれてきてくれて
ありがとう〜少年非行の現場から〜」

（14:00 〜 15:30）、堀
ほ り い

井智
ち ほ

帆（福岡
少年サポートセンター職員）
※人権ふれあいマーケットを市民館ロ
ビー（12:00 〜 15:45）で開催。

無料、入場整理券が必要
■入場整理券配布場所　山口県地方法
務局萩支局、市役所総合案内、福祉政
策課、各総合事務所市民窓口部門、支

所、出張所、市民館
■主催　山口人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会、萩市人権啓発・教育推
進委員会
◎児童生徒人権啓発作品展・人権啓発
活動展

12 月 8 日㊏〜 14 日㊎　9:00 〜
17:00

市民館ロビー
福祉政策課　☎ 25-3634

人権の心をはぐくむ市民の集い

スポーツ

堀井智帆さん

相　談
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12 月 保健ガイド
健康増進課　☎ 26-0500

ントします。
観光課　☎ 25-3139

緑の募金 はぎの竹音チャリ
ティーコンサート

12 月 16 日㊐　13:30 〜 15:00
至誠館大学 花江会館
手作りの竹楽器による演奏会

■ゲスト　萩オカリナオーケストラ
バンブーオーケストラ はぎの竹音

（小野）　☎ 080-1648-3217

Ｒ & Ｂ 206 クリスマスコン
サート

12月22日㊏　13:30〜15:00
旭マルチメディアセンター
童謡や歌謡曲などを生バンドの

演奏、大ビンゴゲーム大会
■主催　明木地区社会福祉協議会

明木公民館　☎ 55-0001

明治維新の原動力・防長四白の
未来形「徳地和紙と櫨」
船
ふ な せ は る か

瀬春香 花
はなやぎじゅかんふく

柳寿寛福 二人展
　防長四

よんぱく
白の中から 800 年の歴

史と技を誇る徳地和紙と、和ろう
そくや化粧品の材料として珍重さ
れる櫨

はぜ
をテーマに展示とワーク

ショップを開催。
12 月 30 日㊐まで（火・水曜日

休み）10:00 〜 17:00
CaféGallery 藍場川の家（川島）
和をもっと楽しみ隊 W

ワ ッ フ ル
a-full（花

柳寿寛福）☎ 090-7132-4237

ツインシネマ
○カメラを止めるな　　　　〜12/7
○僕の帰る場所　　　　　　　上映中
○散り椿　　　　　　　　　12/1〜
○斬、　　　　　　　　　　12/15〜

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

アウトライン

車両通行止め

大井

大井港入口

191

萩警察署
大井駐在所

■工事期間　12 月中旬〜平成 31 年
２月下旬（予定）、8:30 〜 17:00（夜
間、工事休止日は開放）
■規制内容　車輌通行止め（歩行者 ･
自転車通行可）

下水道建設課　☎ 25-3148

■下水道工事（大井地区）

通行規制にご協力を！

◉萩地域
1 日㊏ 田町健康教室 /14:00/ 市民活
動センター結
3 日㊊ 相島健康教室 /18:30/ 相島文化
センター
4 日㊋・18 日㊋ こころの相談日（要
予約）/10:00/ 萩市保健センター
6 日㊍ 栄養相談日・健康相談日（要
予約）/9:00/ 萩市保健センター、椿
東健康づくり教室 /13:30/ 椿東小地
域ふれあいセンター
7 日㊎ 健康づくり応援隊体操（萩だ
いだい体操）（毎週金曜日）/10:30/
中央公園
11日㊋ 3 歳児健康診査 /13:00/ 萩市
保健センター
12 日㊌ 白水健康教室 /10:00/ 白水会
館、1 歳 6 ヶ月児健康診査 /13:00/
萩市保健センター、越ケ浜グッドヘル
ス /13:30/ 越ヶ浜介護予防センター
13 日 ㊍・27 日 ㊍ 10 か月児相談 /
9:30/ 萩市保健センター、こころの相
談日（要予約）/13:30/ 萩市保健セン
ター

14 日㊎ 三見ソナタ /13:30/ 三見公民
館
15 日㊏ 休日健診 /8:30/ 萩市保健セ
ンター（要予約）
17 日㊊ 御許町健康教室 /13:30/ 御
許町公会堂、健康づくり応援隊研修会

（運動編）/13:30/ 萩市保健センター
19 日㊌ 健康・栄養相談 /11:00/ 市
役所ロビー
20 日㊍ ５か月児相談 /9:30/ 萩市保
健センター、浜崎タマちゃん体操会
/10:00/ 浜崎みんなの家、堀内健康
教室（栄養編）/13:30/ 堀内公会堂
◉須佐・田万川地域
7 日㊎ 元気もりもり体操会 /9:30/ 須
佐保健センター、エアロビクス教室
/10:00/ 小川交流センター
10 日㊊ おや自炊教育 /10:00/ 須佐
保健センター
11日㊋ 萩市健康体操教室 /10:00/
小川交流センター
12 日㊌ 弥富元気クラブ /9:30/ 弥富
公民館
13 日㊍ 絵本の読み聞かせ /10:00/ 田
万川中学校、みんなの健康運動教室
/13:30/ 須佐保健センター

14 日㊎ まちの保健室 /10:00/ 須佐
郵便局
17 日㊊ 弥富ウエルネス教室 /9:30/
弥富公民館
19 日㊌ 新・健康ちょ筋教室 /10:00/
田万川コミュニティセンター
20 日㊍ すくすく相談会 /10:00/ 田
万川保健センター
21日㊎ 元気もりもり体操会 /9:30/ 須
佐保健センター、エアロビクス教室
/10:00/ 田万川保健センター
◉川上 · 旭地域
２日㊐ 川上世代間交流会 /10:00/ 川上
保健センター
10 日㊊ 川上運動教室 /9:30/ 川上保
健センター
18 日㊋ あさひ減るしー教室（栄養編）
/9:00/ 旭マルチメディアセンター
◉福栄・むつみ地域
12 日㊌ 乳幼児相談（要予約）/10:00/
むつみ農村環境改善センター
13 日㊍ 福栄体を楽しく動かす会
/13:00/ 福栄保健センター
18 日㊋ むつみ楽しく体を動かす会
/13:30/ むつみ農村環境改善センター
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人口／47,798人（前月比-64）　男／22,043人（前月比-35） 　女／25,755人（前月比-29）
世帯数／23,565世帯（前月比-５） 　出生／22人　死亡／92人　（平成30年10月末日）人の動き

◆ジオサイト紹介②
②今の萩をつくったマグマの胎動の記憶「阿武火山群」笠山海岸部の
　火山地形と溶岩 （溶岩堤防・縄状溶岩・アア溶岩・溶岩じわ）

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）

　阿武火山群で最も新しい火山「笠山」では、火山活動でできた溶岩堤防や溶岩じ
わといった地形や多様な溶岩を観察できます。
　流れ出た溶岩は、空気に触れる表面から冷え固まります。縁に当たる部分は溶岩
堤防と呼ばれ、内部の溶岩は先へ流れて行きます。溶岩の川の表面は先に固まり、内部と表面との
温度差で溶岩じわという地形ができました。溶岩の粘性によって表面が滑らかで縄状になる縄状溶
岩や、ガサガサに壊れたアア溶岩が見られ、溶岩の観察に適した場所です。
　溶岩を観察すると、小さな穴が空いています。溶岩が冷え固まるときに水分が抜けて気泡となり、
流れる方向に引き伸ばされ、そのまま冷え固まったもので、この穴の方向に、ぽつぽつと並んだ四
角い穴のある溶岩を見ることができます。この四角い穴は、江戸時代、石を切り出していた証拠で、
城下町から直線距離で２キロメートルの笠山の麓から、大量の石が切り出すことができたため、軟
弱な地盤であった三角州の上に城下町を建設できたのです。

「ジオサイト＝地球の活動がわかる地質や地形がある場所」をシリーズで紹介します。

▲溶岩に残る石を切り出すための穴

溶岩堤防
縄状溶岩

石切場跡
アア溶岩

慶 弔 だ よ り
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１．鶏肉を縦半分に切り、繊維に沿って 1.5㎝幅に切る。
　   A を合わせて肉を入れて揉み込み、15 分程度置いておく。
２．C のパン粉は、細かく粉にして青のりと合わせる。
３．１の肉に、小麦粉→Bの水溶き卵→Cの青のりパン粉
      の順に付ける。
４．低めの揚げ油で焦げないように揚げる。

ソースなどをかけて食べることの多いカツは、下味にソ
ースを使ってしっとり柔らか。

串カツ風からあげ

1人当たりエネルギー 261kcal
食塩相当量1.0g

その拾弐

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

◎１日の食塩摂取目標量は、男性８g 未満、女性７g 未満 です
塩の摂取源、男性と女性で違いがある！？（その２）

　男性は、２人に１人が「１日に１回は、食卓でしょうゆやソースをかけ
てさらに味を濃くして食べる」、「麺類の汁を半分以上飲む」習慣があるこ
とが分かりました。男性は、“食べ方”に注意をする必要がありそうです。
心当たりのある方は、すぐ手が届く食卓にしょうゆなどを置かないように
する、麺類を食べる頻度を減らす、汁を今までより一口飲むのを控える、
などできそうなことから“節塩”を始めてみませんか？

※通常の串カツの食塩相当量は約1.3gです。

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？

★食卓でしょうゆやソースなどをかける頻度

★麺類の汁をどのくらい飲むか？

★食事の量は他の人と比べてどうか？ ★家庭の味付けは外食と比べてどうか？

鶏むね肉 ･･･････････360g
Aウスターソース･･･大さじ１
A しょうゆ ････ 大さじ 1/2
小麦粉 ･････････････ 適宜
B 卵 ･･････････････1/2 コ
B 水 ････････････小さじ２
C パン粉･･･････････適宜
C 青のり ･･････ 大さじ 1/2
揚げ油 ･････････････ 適宜

　1552（天文 21）年 12 月９日、日
本で初めての降誕祭（クリスマス）が山
口で祝われたと伝えられています。
　この歴史的史実をもとに「灯り」や「音
楽」、「食」、その他のイベントを開催し
ます。
と　き　12 月１日㊏〜 31 日㊊
ところ　山口市内各所

日本のクリスマスは山口から実行委員会　　
☎ 083-925-2300

12月、山口市は
クリスマス市になる。 山口

　毎月２回、日曜日に神楽を披露してい
ます。公演は近隣の７つの社中が持ち回
りで担当し、演目は行ってみてからのお
楽しみです。
と　き　12 月2 日㊐、16 日㊐
① 11:00 〜、② 14:00 〜（約 1 時間）
ところ　道の駅津和野温泉なごみの里

（津和野町鷲原イ 256）
道の駅津和野温泉なごみの里

☎ 0856-72-4122

石見神楽公演津和野冬の幸せますフェスタ
“ 光と音のページェント2018”

　ルルサス防府および周辺がイルミネー
ションで「幻想的な光の街」になって現
れます。
と　き　12 月１日㊏ 〜 平成31 年１
月14 日㊊㊗
ところ　防府市中心市街地一帯

光と音のページェント実行委員会
（防府商工会議所内）
☎ 0835-22-4352

防府

　クリスマススペシャルライブ、ゴスペ
ルライブ、クリスマスプレゼント抽選会

（抽選券配布 15:00 〜、先着 1,000 人）
など、楽しいイベント盛りだくさんです。
と　き　12 月 23 日㊐㊗ 16:00 〜
ところ　ときわ遊園地（宇部市則貞
3-4-1）

宇部市ときわ公園課
☎ 0836-54-0551　

クリスマスフェスタ宇部 第12回やまぐち少年少女
合唱祭 in 山陽小野田

　市内外の少年少女合唱団が一堂に会
する合唱祭です。公演の最後には全団体
での全体合唱を披露します。
と　き　12 月 23 日㊐㊗ 14:00 〜
ところ　不二輸送機ホール（山陽小野田
市大字郡 1754）

500 円（高校生以下は無料）
不二輸送機ホール

☎ 0836-71-1000

山陽小野田
　秋吉台の最高峰から眺めるご来光は幻
想的です。下山後は、ぜんざいを食べな
がら抽選会も行われます。（宿泊プランあり）
と　き
ところ　秋吉台家族旅行村（美祢市秋芳
町秋吉 1237-553）に集合

1,000円（小学生500円）　 50人
12 月 26 日㊌までに、（一社）美

祢市観光協会へ電話または FAX
☎0837-62-0115、FAX0837-62-0899

第６回秋吉台「龍
りゅうごほう

護峰」への
ご新春トレッキング美祢

平成31年１月１日㊋㊗6:00〜8:30
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1土

2018 萩イルミネフェスタ（～ H31/1/4）/JR 萩駅前ロータリー /17:30 ～
明治維新 150 年特別展示「旭の小学校資料展」（～ 27 日）/ 明木図書館 /9:00 ～

●シクラメンフェア（～２日）/ 道の駅「ハピネスふくえ」/9:00 ～
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/ 児童館 /10:00 〜
●クリスマスプレゼント作り（要申込）（２日）/ 児童館 /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」（〜 30 日）/ 萩図書館 /9:00 〜
●おはなし会おひさま（８日、15 日）/ 子ども図書館 /14:30 〜

外科
内科

田町（24-1234）
藤原（22-0781）

2日 萩ものしり博士検定 / 修士 : 萩セミナーハウス、博士 : 萩博物館 /10:30 ～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

3月
●おはなしの森（毎週月・金曜日　※ 28 日・31 日は休み）/ 子ども図書館 /11:00 〜
●人権相談 / むつみコミュニティセンター /13:00 〜

外科
内科

都志見（22-2811）
全真会（22-4106）

4火
●おもちゃ図書館地域開館日（毎週火曜日）/ からふる /10:00 〜
●心配ごと相談 / むつみ地域世代交流拠点施設 /13:30 〜

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

5水

●萩市議会 12 月定例会（～ 20 日）
●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 〜
●国際交流員の英国文化講座 / 萩図書館 /10:00 〜
●毛糸でつくろう / 明木図書館 /15:30 〜　
●国際交流員の英国であそぼ / 子ども図書館 /16:00 〜
●国際交流員と話そう！「フリートーキング with エマ」/ 萩図書館 /17:00 〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
中嶋（22-2206）

6木 ●子育て応援講座「フラワーアレンジ」/ 児童館 /10:30 〜 外科
内科

大藤（21-0002）
波多野（25-2788）

7金
●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〜

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

8土

●新収蔵庫完成記念企画展「萩博　美のイッピン！（第２期）」（～ H31/3/3）/萩博物館 /9:00～
●人権のこころをはぐくむ市民の集い /市民館大ホール /13:00～
●ふれあいステーション須佐イルミネーション（～ H31/1/3）/JR須佐駅前 /17:00～
●卓球教室（要申込）（22 日）/ 児童館 /10:00 〜
●みんなでミュージック / 児童館 /13:30 〜

外科
内科

かわかみ（21-
7538）
市原（22-0184）

9日 ●バリアフリー映画上映会「博士の愛した数式」/ 萩図書館 /14:00 〜
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）

10月
●萩市議会 12 月定例会　一般質問（～ 12 日）/ 議場 /10:00 ～
●行政相談 / 川上公民館 /13:30 〜

外科
内科

兼田（22-1113）
波多野（25-2788）

11火

●暮らしに役立つ図書館講座「ぼちぼち始めよう―賢く財産を残すこと―」/萩図書館/10:30〜
●人権・行政・公証相談 / 市役所 /10:00 〜
●心配ごと相談（25 日）/ 総合福祉センター /13:30 〜

外科
内科

都志見（22-2811）
藤原（22-0781）

12水
●ベビーマッサージ教室 / 児童館 /10:00 〜
●クリスマスの工作 / 明木図書館 /15:30 〜

外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

13木
外科
内科

萩市民（25-1200）
柳井（22-0748）

14金

●講演会「動物たちはいっしょうけんめい生きている」/ 白水小学校 /13:30 〜
●イラスト教室 / 明木図書館 /15:30 〜
●だんすダンス / 児童館 /19:00 〜
●行政相談 / 福栄農業担い手育成センター /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 / 旭活性化センター /10:00 〜

外科
内科

萩むらた（25-9170）
中坪（22-5430）

15土

萩市民大学教養講座　高橋尚子「走り続ける中で」（トークショー）/市民館大ホール/13:30～
●講演会「萩の大地から世界の自然を見る」/ 萩図書館 /10:30 〜
●クリスマス＆ハッピーカフェ / 児童館 /13:30 〜

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

12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
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16日
維新の里　萩城下町マラソン / 萩ウェルネスパーク（スタート・ゴール）/10:00 ～

●チャレンジ★「クリスマスリースをつくろう」/ 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）
阿北地区/須佐

（08387-6-2540）

17月
外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

18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 〜
●心配ごと相談 / 萩市社協田万川事務所 /9:30 〜

外科
内科

かわかみ（21-
7538）
中嶋（22-2206）

19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 〜

外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

20木
●ピヨピヨ「クリスマス会」/ 児童館 /10:30 〜
●行政相談 / むつみコミュニティセンター /10:00 〜・むつみ農村環境改善センター /13:00 〜

外科
内科
小児科

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

21金
外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

22土
外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

23日
維新劇・創作ミュージカル「SHOWIN～若き志士たち～」/市民館大ホール/14:00～・18:00～

●SHOWIN・マルシェ/市民館周辺/11:00～
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）

24月

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

25火

●親子あそび　ぽっぽの会「小麦粉粘土」/ からふる /10:30 〜
●発達相談日 / からふる /11:30 〜
●ワークショップ「ミニ門松を作ってみませんか」/ 萩図書館 /13:30 〜

外科
内科

兼田（22-1113）
わたぬき（25-
2020）

26水

●川上農林産物直売所歳末大売出し（～ 27 日）/ 川上農林産物直売所 /9:00 ～
●清ちゃんの手品でショー / 須佐図書館 /10:00 〜
●「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 〜

外科
内科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206） 

27木
●萩・年末お魚市（～ 31 日）/ 道の駅「萩シーマート」/9:00 ～
●子育て相談 / 児童館 /10:30 〜

外科
内科

都志見（22-2811）
波多野（25-2788）

28金 ●須佐特産 暮の市 /JR 須佐駅前 /9:00 ～ 外科
内科

玉木（22-0030）
全真会（22-4106）

29土 ●田万川 暮の市（～ 31 日）/ 道の駅「ゆとりパークたまがわ」/8:30 ～ 外科
内科

萩市民（25-1200）
中坪（22-5430）

30日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

31月

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）

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

※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、７日、20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、

★保健ガイドは、21 ページに掲載しています。
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【萩食談】開運の食卓

萩・食の祭典 ～つながる、ひろがる、萩・食づくし～を開催しました
【萩食談】
ジオの食卓 - 地球を食べる食堂 -

　10 月27 日、口
こうふく

福の馳
ち そ う や

走屋梅
う め の は

乃葉で開催。ゲストにタレン
トの勝

か つ ま た
俣州

く に か ず
和さんをお迎えし、萩ジオパーク白井専門員と萩

の食材を味わっていただきながら、萩の大地と食の魅力につ
いてお話しいただきました。

【萩食祭レストラン】
エンディングイベント～萩食を語る～

　11 月10 日、ゲストに萩ふるさと大使である俳優の升
ます

毅
たけし

さんをお招きし、萩食祭レストランの期間中、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、萩の食材についてお話しいただきました。

　11 月3 日、萩・明倫学舎で開催。ゲストにタレントのボル
サリーノ関さんをお迎えし、雲林寺の角

す み だ
田住職と萩食材を絡

めた「開運飯」についてお話しいただきました。

　11月10日・11日、萩ふるさとまつりで今回が初となる「第
1回萩ふるさとフードグランプリ」を開催。

第 1回萩ふるさとフードグランプリ
＜結果発表＞

　全15 店舗のメニュー
の中から、投票により「見
蘭牛すき焼き丼」（みどり
や）が初代グランプリに
決定しました。
　また、特別賞には、「松
陰だんご」（松陰食堂）が
選ばれました。

「見蘭牛すき焼き丼」

◎休日・時間外の市役所当直対応について
　萩市では、休日・夜間等の業務時間外における、緊急事態の
連絡先が不明な事案（例：道路の陥没、クマ目撃情報など）に
ついては、本庁・各総合事務所の当直にて受け付け、関係部署
に連絡する対応を取っています。

緊急を要することがありましたら、本庁または、お近くの総
合事務所までご連絡ください。
　なお、お問い合わせの内容によっては、至急対応できかねる
場合がありますのでご了承ください。

■連絡先
萩市役所本庁　　　☎ 25-3131
川上総合事務所　　☎ 54-2121
田万川総合事務所　☎ 08387-2-0300
むつみ総合事務所　☎ 08388-6-0211
須佐総合事務所　　☎ 08387-6-2211
旭総合事務所　　　☎ 55-0211
福栄総合事務所　　☎ 52-0121
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萩のおでかけ情報

田万川　暮の市

12 月 29 日㊏〜 31 日㊊　8:30 〜 18:00
道の駅「ゆとりパークたまがわ」
鮮魚、野菜や正月飾り、餅、花など正月用品を揃えて一

斉に販売

田万川
地域 道の駅「ゆとりパークたまがわ」☎08387-2-1150

須佐特産　暮の市須佐
地域

12 月 28 日㊎　9:00 〜 10:00（商品がなくなり
次第終了）

JR須佐駅前
正月飾りや餅、野菜、弥富こんにゃく、鮮魚、海産物

等販売（予定）

須佐総合事務所産業振興部門   ☎08387-6-2219

川上農林産物直売所
　　歳末大売出し

12 月 26 日㊌〜 27 日㊍　9:00 〜 17:00
川上農林産物直売所
正月飾り、しきみ、野菜等正月産品の販売

川上
地域

川上農林産物直売所 ☎ 54-2755

県立萩美術館・浦上記念館 ☎24-2400

一般 2,000 円、高校生以下 1,000 円（当日は 500 円増）
■入場券販売窓口　

12月23日㊐・㊗14:00～／18:00～

維新劇・創作ミュージカル「ＳＨＯＷＩＮ～若き志士たち～」 2018

観光課
　☎ 25-3139

市民館大ホール
吉田松陰先生の生涯と、彼の遺した現代に活かすべ

きメッセージをミュージカルとして観客に伝える萩発
オリジナル維新劇・創作ミュージカル「ＳＨＯＷＩＮ
〜若き志士たち〜」2018 を上演します。
　1998 年の初演から 2016 年のプレ 150 年記念
公演に至るまで、約 8,200 人の観客を動員していま
す。　次世代を担うこどもたちや若者が文化芸術に親
しみ、将来の地域文化を支える人材を育成するため、
毎回一般公募、ワークショップを経て本番に臨む、全
国でも例を見ない地域発信型ロングランミュージカル
です。
　県内の人気店が集結する食と文化のコラボ

「SHOWIN マルシェ」も同時開催されます。

市民館
萩・明倫学舎
児童館
アトラス萩
サンリブ萩
萩楽器店など

「SHOWIN 〜若き志士たち〜」2016 公演

設備改修工事のため、平成31年3 月31日（予定）まで休館します。
＜休館のお知らせ＞  

12月23日㊐・㊗11:00～18:00（雨天決行）

ＳＨＯＷＩＮマルシェ

市民館ロビー周辺
SHOWIN リ

ゾットやプリン、晋
作ピザ、文のそば粉
クレープなど、ここ
でしか味わえないア
ラカルトをお楽しみ
ください。
※「SHOWIN 〜
若き志士たち〜」の
チケットを 20 名以
上の団体購入いただ
いた方に、マルシェ
の割引券をプレゼン
ト。

観光課
　☎ 25-3139

～ＳＨＯＷＩＮミュージカルを
観てマルシェを楽しもう！！～

同時
開催
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新収蔵庫完成記念企画展
「萩博　美のイッピン！」第２期

萩博物館に収蔵されてきた資料の中から「美」をテーマに、さまざまなイッピンを展示！

担当学芸員が展示解説します。
12月8日㊏、 1月13日㊐、 1月26日㊏、 

2 月 10 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
　

　開館14 年目を迎えた萩博物館
は、多くの方々から寄贈・寄託い
ただい膨大な資料を収めるため、
3 月に新収蔵庫を建設しました。
　これを記念した企画展で、4 月
に開催した第１期で展示しきれな
かったイッピンを今回紹介します。

・猩
しょうじょうひ

々緋地
じ ま る

丸に蔦
つたもん

紋陣羽織
・紺

こんじうりゅうもようはんげつもん
地雨龍模様半月紋陣羽織

・雲
うんこくとうゆう

谷等宥「老
ろうしょう

松図屏風」（前期のみ）
・松

まつばやしけいげつ
林桂月所有スケッチ帖

・松林桂月「白
はくばいこうばい

梅紅梅」（後期のみ）

土 日

12 月8日㊏〜平成 31年 3 月3日㊐　
9:00 〜17:00（入館は16:30まで）
※作品保護のため、会期中に一部作品の展示替
えを行います。

【前期】12 月8日㊏〜平成 31年1月22日㊋
【後期】平成 31年1月26日㊏〜 3 月3日㊐
■休館日　平成 31年1月23日㊌〜 25日㊎

大人 510 円、高・大学生 310 円、
小・中学生100

萩博物館　☎ 25-6447

■点灯時間　17:30 〜 21:00
JR 須佐駅前

萩イルミネフェスタ

■点灯時間　17:30 〜 23:00
JR 萩駅舎周辺
萩イルミネフェスタ実行委員会　藤本 

 　☎ 090-7128-9372

12月8日㊏～平成31年1月3日㊍
開催中～平成31年1月4日㊎まで

 点灯セレモニー　12 月 8 日㊏　17:30 ～

右のQRコードを読み込んで無料アプリ
「マチイロ」をダウンロードしてください。

「広報 はぎ」をスマートフォンへ配信中！

あったか汁、フライドチキンなどの屋台、サンタの
プレゼントなど

ふれあいステーション須佐  ☎ 08387-6-3380

インターネット無料配信サービス
「マイ広報紙」はじめました
右のQRコードを読み込んでください。

萩のイルミネーション


