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【表紙の説明】 ４月 18 日、JR 西日本の寝台列車「TWILIGHT EXPRESS
瑞風」が、１年３カ月ぶりに立ち寄りました。新たに停車駅となった須佐
駅では、地元の皆さん約 100 人が歓迎のお出迎えをしました。
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田中文夫市長
就任のごあいさつ
明るく元気な萩市を目指して
このたびの萩市長選挙におきまして、市民の皆様は

じめ各方面からのご支援と温かいご厚情を賜り初当選
の栄に浴し、市長に就任いたしました。これからの責
任の重大さをかみしめているところでございます。

これからは、私の掲げた公約の実現を果たしていく

ことが重要であり、また市の基幹産業である観光振興
と農林水産業を中心に、旧郡部（総合事務所管内）の

25 年間の政治経験を生かし、
「有言実行」
「現場第

一主義」をモットーに、
明るく元気な萩市を目指して、
職員と一緒になって頑張ります。

コロナ禍の中でさまざまな課題がありますが、皆様

から寄せられました期待と信頼にお応えできるよう、
今後の市政運営に全力で取り組んでまいります。

活性化を優先施策として進めてまいります。

初 登 庁
３月 21 日の萩市長選挙で初当選した田中文夫新市長が、

29 日に市役所に初登庁しました。正面玄関で多くの市民と職
員がお迎えする中、市長は花束を受け取って市役所に入り、市
長としての公務を開始しました。

新 市 長 登 庁 式 で は、 幹 部 職 員 約 90 人 を 前 に、

「職員は市民に寄り添い、市民の声をしっかり聴い
てほしい」と訓示するとともに、
「これまでの市長

が取り組まれた良い施策は継承、改良していく」と
説明しました。

引き続き行われた就任記者会見では、市全体の経済浮揚

や本当の意味で萩市の一体化を図っていくための大きな施
策の方向性を提示しました。
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市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯を支援する

ため、給付金を支給します。

ひとり親子育て世帯
申請期間は？
５月６日㊍～令和４年２月 28 日㊊

ふたり親子育て世帯
住民税非課税世帯のふたり親

給付額は？

子育て世帯への給付については、

児童１人あたり５万円

詳細が決まり次第、「広報はぎ」

申請先は？

等でお知らせ予定です。

子育て支援課、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所

支給対象者は？
＜児童扶養手当受給者等＞

①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方 → 申請不要
②公的年金給付等を受給しており、令和３年４月分の
児童扶養手当の支給を受けていない方

→ 申請必要

※詳細は市 HP より

※児童扶養手当の支給制限限度額を下回っていること。

ご確認ください

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変

するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と → 申請必要

同じ水準となっている方

問い合わせ

支給予定日は？

子育て支援課

①の対象者は、５月 10 日㊊、②・③の対象者は申請後随時支給

市外にお住まいの方への
お知らせにご協力を
お願いします！

選べるお礼の品は

約 500 種類！
お礼の品例
ちょうしゅう

●長萩和牛ステーキ
●萩の地酒

☎ 25-3259

令和２年度ふるさと寄付

過去最高の１億４千万円を超える
ご寄付をいただきました！
市では、より魅力あるまちづくりを推進するため、

「萩市ふるさと寄付」に取り組んでいます。いただい
た寄付金は、市内小中学校や保育所の遊具等に幅広く
活用しています。

●水産加工品（干物など）

■寄付の申込

●焼き抜き蒲鉾

タルサイト「ふるさとチョイス」
、
「ふるなび」
「楽天

●真ふぐの刺身
●萩焼茶碗

萩市の魅力あふれるお礼の品で、ふるさと寄付を

推進していきます
産業戦略室 ☎ 25-3351

「萩市ふるさと寄付特設サイト」
、ふるさと納税ポー

ふるさと納税」へアクセスしてお申し込みください。
電話、メール、FAX からのお申込みも可能です。
萩市ふるさと
寄付特設サイト

ふるさとチョイス

ふるなび

楽天ふるさと納税

広報はぎ 令和３年５月号
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みんなで市内の飲食店を応援！
「萩ぐるめぐりクーポン」
を利用しよう！

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の飲食サービス事業者の事業継続と市内の消費喚起

を目的に、「がんばろう萩！飲食店応援・利用促進事業（萩ぐるめぐりクーポン）
」を４月からスタートしています。

利用期間

萩ぐるめぐりクーポン

令和３年 12 月 28 日㊋まで

市 民 の 皆 さ ん が 対 象 店 舗 を ３ 店 舗 め ぐ り、 各 店 舗 で

1,000 円（税抜）以上の食事もしくはテイクアウトをすると、
2,000 円（税抜）分の割引クーポン券として利用できます。

表面 : 割引クーポン券

裏面 : スタンプカード

利用方法は？ ３つの異なる対象店舗で、各店舗1,000円（税抜）以上の食事またはテイクアウト
１店舗目

３店舗目

２店舗目

萩Gぐ

萩Gる

萩Gぐ
１店舗目でクーポン券を発行

萩Gぐ
萩Gる
萩Gめ

萩Gぐ
萩Gる

萩Gめ

※２店舗目以降も持参

※イメージ

３つのスタンプが貯まると…、
４店舗目で2,000円分
（税抜）
、
または４店舗目と５店舗目、
それぞれで1,000円分
（税抜）
の割引クーポン券として利用できます！
利用時の注意事項

◎クーポン券使用時は、おつりは出ません。
◎いずれも消費税別の金額です。

◎現金との引き換えはできません。

◎クーポン券の裏面に必ず氏名をご記入ください。

対象店舗は？

◎「安全安心宣言」のポスターを掲示しています。

◎市内飲食サービス事業者106店舗
（４月21日現在）
詳細は、市HPで随時更新しています。

利用時の Q&A

Ｑ．複数（３人）で 2,000 円（税抜）の会食をした場合に、
発行（または押印）してもらえるクーポン券枚数は？

Ａ． ２人分
（2,000円
（税抜）
）
の２枚分がクーポン券の
対象となります。

このポスターが目印にゃん！

Ｑ．２人で 3,000 円（税抜）の会食をし、クーポン券

2,000 円分を利用して、差額を現金で 1,000 円以上

（+ 消費税）の代金を支払った場合は？

A. クーポン券を利用した割引部分はスタンプ押印の

対象外となるため、
現金支払い1,000円分
（税抜）
が
スタンプ押印の対象となります。

登録事業者も随時募集中！
対象店舗こちら
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「萩ぐるめぐりクーポン」に関する問い合わせ
商工振興課 ☎ 25-3108

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

藤道前市長と國吉前副市長、中村前教育長が退任
３月 26 日、藤道健二前市長が任期満了で退任されました。

退任式では、市民や職員の見送りを受けられ、受け取った花束を
手に市役所を後にされました。

藤道前市長は、銀行員などを経て４年前の市長選挙で初当選、

１期４年の任期を務められました。退任式では、
幹部職員を前に、

「沈滞していたまちの流れを食い止めるために様々な施策を行っ

てきたが、わずか４年間ではなかなか流れを変えられなかった。
皆様が今後もしっかりと萩市を運営することによって、ますます
萩市が輝いていくまちになることを期待している」と呼びかけら
ました。

藤道前市長

くによしひろかず

また、藤道前市長とともに市政を支えられた國吉宏和前副市長、
あきかず

中村彰利前教育長は、３月 31 日で退任されました。

國吉前副市長

４月１日付

中村前教育長

職員の人事異動

異動の規模

人事課 ☎25-1239

職員数の増減

４月１日付け人事異動の規模は、部長級 12 人、部次

市民病院・診療所・消防
職員を除いた職員数

全職員数
（再任用を除く）

令和３年

561人

822人

令和２年

565人

821人

平成17年
（合併時）

809人

1,036人

長級 15 人、課長級 36 人、課長補佐級 48 人、係長級

84 人、主任以下 101 人の合計 296 人です。
（採用・退職・
教職員除く）

異動の特色

※いずれも４月１日現在。

◎行政サービスにおける「デジタル化」の推進
行政サービスのデジタル化については、総務省において「自治体 DX（デジタル・トランスフォーメーション※１）

推進計画」が策定され、自治体における今後の取り組みや基本的な考え方が示されています。

萩市においても国の取組にも呼応し、デジタル改革を強力に、そしてスピード感を持って推進していく必要が

あるため、総合政策部情報政策課の人員配置を拡充し、
主に行政分野でのデジタル化を加速し、行政サービスの
質の向上に取り組みます。

※１

デジタル・トランスフォーメーション：
IT（情報技術）が社会のあらゆる領域に
浸透することによってもたらされる変革。

◎「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に向けた取組

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するためには、後期高齢者の保健事業について、

介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施する必要があります。
庁内外関係者との課題の共有、医療機関団体との連携、医療データ等の分析など、
事業の企画・調整を行うため、
市民生活部市民課に保健師等の専任職員を配置します。

市民課

また、現在高齢者の保健事業および介護予防事業を行っている、市民課、高齢者支 健康増進課
援課、萩市地域包括支援センター、健康増進課が組織横断的に密接な連携を行い、一
体となって事業を推進できるよう、プロジェクトチームを設置し、その取り組みを推
進していきます。

高齢者支援課

萩市地域包括
支援センター

広報はぎ 令和３年５月号

5

16 歳以上の市民の方が対象です

※４月21日時点の情報であり、
変更になる場合があります

新型コロナウイルスワクチン接種について
５月の接種予約について

（全額

公費）

集団接種会場の訂正とお詫び

５月は国からのワクチン供給が限られ、医

療機関での個別接種の予約がご希望どおりに
できない状況です。

６月以降はワクチンの供給量が増える見込

みで、希望されるすべての方が順次接種でき
るように準備していますので、ご理解をお願

クーポン券に同封の案内文に記載していた集団接種の会場に

誤りがありましたので、訂正してお詫びします。
■６月13日㊐･7月4日㊐
誤 : 萩市民館

⇒

正 : 萩市総合福祉センター

■８月８日㊐･８月29日㊐
誤 : 萩市民体育館

いします。

同意された方が接種します

接種費
用
無 料

⇒

正 : 萩市民館

集団接種会場一覧

接種を受けることは強制ではありません。接種による感染症予防の

効果と副反応のリスクの双方について理解した上で同意がある場合に

限り、受けていただきます。病気で治療中の方や体調に不安のある方は、かかりつけ医等とご相談の上、接種を受
けるかどうかをお考えください。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱い
をすることのないようお願いします。

接種にはクーポン券
（接種券）
が必要です
■高齢者の方へは３月下旬に市から郵送しています。
ご自分の接種時まで大切に保管してください。

■高齢者以外の方へは５月下旬以降に郵送予定です。

クーポン券
（シール部分）

この封筒で届きます

ワクチン接種に関する詐欺にご注意ください！
「１人につき２万円を振り込めば、
優先的に接種できる」
など

■相談窓口

の不審電話が全国で確認されています。
コロナワクチン接種は

◎新型コロナワクチン詐欺

市役所や保健所などの公的機関が、
ワクチン接種のために金

◎萩市消費生活センター

無料であり、お金を払って優先接種できることはありません。
銭や個人情報を電話・メールで求めることもありません。

☎ 0120-797-188

☎ 0838-25-0999

消費者ホットライン

毎日 10:00 ～ 16:00

平日 8:30 ～ 17:15

問い合わせ・相談窓口 萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ
■新型コロナワクチン コールセンター

☎ 0838-21-5672

〇接種時期・場所、接種方法に関すること
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9:00 ～ 17:00

〇集団接種の予約に関すること

■新型コロナウイルス対策室 予防・ワクチン接種班
〇萩市のワクチン接種全般に関すること

毎日

☎ 0838-21-5925

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

平日

8:30 ～ 17:15

クーポン券
（接種券）
がお手元に届いたら
ご自宅に接種券が普通郵便で届きます。クーポン券に同封の
案内文に記載されている接種場所などをご確認ください。

１ クーポン券が届く
２ 接種の予約（完全予約制）
個別接種
（月～土曜日）

集団接種（原則土・日曜日）

かかりつけ医療機関等での接種を希望する人

市内各会場で接種を希望する人

クーポン券に記載されている券番号で予約を行います。
予約のない方は接種が受けられません。
医療機関に直接予約

①市コールセンターへ電話予約
☎ 0838-21-5672

普段、診療や保健指導を受けているかかりつけ医等
での「個別接種」をなるべくご検討ください

② HPから予約

毎日 9:00 ～ 17:00

萩市

コロナ

ワクチン 検索

③アプリから予約

※スマートフォンでこちらのQRコードを
読み取り設定してください

予約した日時・場所でワクチン接種を受けてください。
※１回目の接種から３週間空けてください。

３ 接種を受ける（２回）
【接種時に必要なもの】

①クーポン券（接種券・予防接種済証を切り離さずに持参）

②本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）
③健康保険証（万一、副反応があった場合のため）
④予診票（各回１枚、事前記入）
⑤お薬手帳（お持ちの方のみ）

肩を出しやすい服装でお越しください

コールセンターへよくある質問
Q. かかりつけ医が市外にあるが、市外でも接種が可能か？

Q. 予約は１回目と２回目を同時にするのか？

キャンセルや変更の場合はどうしたらよいか？

A. かかりつけ医にご相談ください。その他やむを得な

A. 原則、１回目と２回目を同時に予約します。キャ

い事情で市外に長期間滞在されている方は、滞在先の

ンセルや変更は予約先へお問い合わせください。

自治体へお問い合わせください。

Q.16 歳以上が接種対象とのことだが、いつの生年月日

Q. クーポン券を失くしたが、どうしたらよいか？

A. 接種にはクーポン券が必要です。再発行は市役所、
総合事務所・支所、出張所へお問い合わせください。

までが該当するのか？

A. ワクチン接種時点で、16 歳以上の方が対象です。
※今後変更になる可能性があります。

ワクチン接種に関する「よくある質問」は、厚生労働省 HP でも紹介されています。

新型コロナ
ワクチン Q&A

ご不明な点等がある方は、ご確認ください。

問い合わせ・相談窓口 ワクチンや副反応に関する専門的なお問い合わせ
■厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター
〇ワクチン全般に関すること

■山口県ワクチン接種専門相談センター
〇ワクチンの副反応等に関する相談

☎ 0120-761770

☎ 083-902-2277

〇ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供

毎日

9:00 ～ 21:00

毎日 24 時間対応

〇副反応発生時の受診に関するアドバイス
〇ワクチン接種の可否に関する相談

広報はぎ 令和３年５月号
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「萩市ワイン特区」が誕生！
構造改革特区制度により
市内で果実酒（ワイン）製造を検討している事業者から相談を受け、果実酒の酒類製造免許での最低製造数量

の規制を緩和する国の構造改革特別区域制度（構造改革特区）の認定申請を行い３月に認定されました。
■適用開始日：令和３年３月 26 日

■特区の範囲：萩市全域

■適用される規制の特例措置：

萩市が地域の特産物として指定した果実（ぶどう、夏みかん、リンゴ、

びわ等）を原料とした果実酒を製造しようとする場合、酒類製造免許で

の最低製造数量が、果実酒については６klから２klに引き下げられます。
本特例措置の活用により、市内の特産果実を用いた果実酒製造が小規

模なワイナリーでも可能となります。
■期待する効果：

①「萩ワイン」による地域活性化

②農業者所得の向上と地域への経済効果の波及
③「自然」や「食」などの地域資源を活用した
コンテンツの充実により、観光客増加や関係
人口の拡大等
産業戦略室

☎ 25-3351

中四国地方初！

国税庁が萩地区のお酒に
『地理的表示「萩」
（GI萩）』
を指定しました！
３月 30 日、萩市と阿武町にある６つの酒蔵が製

造する日本酒が、酒類では中四国地方で初めて国が

地域ブランドを保護する制度「地理的表示（GI）
」
に指定されました。

「GI 萩」は国税庁長官が指定する酒類の地理的表

示としては全国で15 例目、清酒としては８例目の
指定となります。
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◆地理的表示「萩」の概要
■産地の範囲
■対象酒類

萩市、阿武町

清酒

■ GI 萩の特性

総じて米由来のふくよかで、上品

な旨味と爽やかな酸味を主体としており、アルコー
ル感の切れの良さを有している。さらに、吟醸酒で
はリンゴ等の果実の爽やかな香りを感じることがで

◆萩地区の酒造
酒造名
岩崎酒造㈱

代表銘柄
長陽福娘

㈲岡崎酒造場

長門峡

㈱澄川酒造場

東洋美人

中村酒造㈱

GI HAGI
マーク

市町村

萩市

宝船

八千代酒造㈴

八千代、ROOM

阿武の鶴酒造㈾

阿武の鶴、三好

阿武町

きる。

産業戦略室

☎︎ 25-3351

◎地理的表示（GI）とは？
酒類や農産品において、ある特定の産地ならではの

特性（品質、社会的評価）が確立されている場合に、当
該産地内で生産され、生産基準を満たした商品だけが、
その産地名（地域ブランド）を独占的に名乗る制度。

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

商工関連の支援事業

がんばろう萩！新型コロナウイルス対策

商工関連の新たな支援事業の補助対象となる経費などについて、
ポイントをお知らせします。

①中小企業者等デジタル化促進補助金
対象
経費

②中小企業者等アフターコロナ対応支援補助金

▶販売支援、決済、在庫・物流、会計、財
務、人事などのソフトウエアの新規導入
▶テレワークなど非対面、遠隔での商談等

対象
経費

▶ EC サイトの新規構築にかかる委託料
やモール型 EC サイトへの初期登録料、
Web 受発注システムの導入経費など

の Web 会議システム等の導入経費など
▶テレワークや Web 会議に直接必要なウェブカメラ
や集音マイクなど
※パソコンなどの汎用性の高い機器は対象外。

▶都市圏などの企業に就職している専門人材を兼業・
副業で採用するためのマッチングサイト等の利用料や
情報掲載料、兼業・副業人材の雇用に係る就業規則等
の作成にかかる委託料など

③事業承継・事業引継ぎ支援事業

○空き事業所活用創業支援補助金

対象
経費

▶先代事業者が事業を譲り渡すための経営
分析、事業承継計画の作成、企業価値の評
価などに係る委託料、Ｍ＆Ａ仲介・マッチ

ング登録等手数料、廃業登記費など承継するために必
要となる経費など
▶承継する者が引き継ぎ、事業を開始するために必要
となる建物に係る一般的な工事費や承継後に必要とな
る機械器具や備品類などの購入費、知的財産権等の取
得に要する費用やマーケティング調査費、広告宣伝費
など、承継後の事業の実施に必要と認める経費
※後継者がいない事業主が承継者を迎える場合が対象。

【対象施設】令和２年３月５日から令和３年６月 30 日ま
でに、コロナの影響で廃業し空き物件となっている施設
対象
経費

▶施設購入経費、事業開始の日の属する月
から６月間に要する事業所の賃借料（敷金、
礼金、保証金、駐車場の費用を除く）
、内

外装の改装費や設備改修費、事業開始に必要と認めら
れる機械器具、備品の購入費など
※各事業とも実施前に申請が必要となり
ますので必ず事前にご相談ください。
商工振興課

☎︎ 25-3108

随時受付中！
結婚を希望する独身男女をさまざまな形で応援する「はぎ縁結び応援団」を募集しています。

■対象者
市内に事業所等がある企業・団体（実行委員会
等の任意団体を含む）
、個人事業主等
※企業や団体の内部組織単位でも登録可
■登録方法
企画政策課備え付けの登録申込書・誓約書（市
HP からダウンロード可）を郵送または持参

■登録によって受けられる支援
・婚活イベントを実施する場合に補助金を交付
・市 HP 等で応援企業（団体）を紹介、結婚応援に関する
取り組み、事業等を PR

「結婚相談所」へ登録しませんか？

「はぎ縁結び応援団」
制度について

登録者募集！

結婚を希望する独身の男女を応援するため、
お相手の紹介や相談員への相談ができる結婚相談所を開設しています。

■対象者

市内在住の 20 歳以上で独身の方
■必要書類
※市外在住の方でも結婚後に市内へ
①独身証明書１通
定住する意思のある方は対象
②本人確認ができるもの（運転免許証等）
■登録料 年間 2,000 円（相談料無料）
③写真２枚（１カ月以内に撮影したもの）「結婚相談所」
■開設日 毎月の相談日を市 HP に掲載（予約制）
について
※相談希望日の３日前までに電話予約
★婚活イベント等の役立つ情報をメールマガジンで配信中！
■登録の流れ
※どなたでも登録でき結婚相談所への登録は不要
①開設日に都合の良い日時を予約
「メールマガジン配信希望」と件名に明記し、
②結婚相談員から概要説明
hagicity.kekkonsoudan@gmail.com へ送信
③結婚相談申込書、紹介カードを記入のうえ、
必要書類等を提出
広報はぎ 令和３年５月号 9
企画政策課 ☎ 25-3102

ト ワ イ ラ イ ト

エ ク ス プ レ ス みずかぜ

TWILIGHT EXPRESS 瑞風
１年３カ月ぶりに来萩！

新型コロナウイルス感染症等の影響により運休が続いていた JR
西日本の寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の運行が４月に再
開され、４月 18 日、１年３カ月ぶりに萩市に立ち寄りました。
当日は、新たに停車駅となった「須佐駅」と市内への下車観光後
の出発駅である「東萩駅」において、お客様のお出迎えやお見送り
などの「おもてなし」をしました。
５月以降にも、
定期的に「瑞風」の立ち寄りが予定されています。
ぜひ、おもてなしの心で、
「瑞風」を歓迎しましょう。
あ お ば せ

小原青長谷海岸を走る「瑞風」

お
JR 須佐駅

JR 東萩駅

も

な

し

今回の運行再開から、新たに「須
佐駅」が停車駅となりました。下
こうふく
車後お客様は、隣接する「口福の
ち そ う や う め の は
馳走屋 梅乃葉」で地元の食材を使っ
た朝食をとりました。
松陰神社・松下村塾、菊屋家住宅
等の市内観光を終えた専用バスのお
出迎えをし、
「こども駅長」
と
「萩にゃ
ん。
」による出発合図でお見送りを
しました。

「こども駅長」
募集！
こども駅長の
れん
中村漣くん
（椿西小３年）
と萩にゃん。

東萩駅出発の際にお客様への「おもてなし」を行な
う「こども駅長」を募集しています。
５月16日㊐、23日㊐、
６月20日㊐ 11:30～12:30
JR 東萩駅（現地集合）
①市内観光を終えたお客様のお出迎え
② JR の制服を着て「瑞風」の出発合図
小学生（要保護者同伴）
■募集人数 各日２人
５月７日㊎までに申込フォームで応募
※応募多数の場合は抽選、当選者には
５月 12 日㊌までにご連絡します。
観光課 ☎︎ 25-3139
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て

須佐駅でのお出迎え

梅乃葉での食事メニュー

◆「瑞風」の立ち寄りスケジュール
立ち寄り日
［５月］16 日㊐、23 日㊐
［６月］20 日㊐
［７月］４日㊐、25 日㊐
［８月］22 日㊐
［９月］26 日㊐

発着時刻
▽須佐駅
7:22 着
7:40 発
▽東萩駅
11:38 着 12:22 発

ゴールデンウィークに
奇兵隊パレード開催！
城下町に奇兵隊士が参上！白壁となまこ壁の美

しい菊屋横丁など城下町をパレードします。
■と

き

５月５日㊌㊗

10:30 ～ 12:00

■ルート 江戸屋横丁～晋作広場～菊屋横丁
観光課 ☎︎ 25-3139

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

令和３年成人式の開催

むつみ菜の花まつり

令和３年成人式について、延期後の開催日が決
まりました。
■と き 10 月９日㊏ 15:00 ～
■ところ 市民館大ホール
■対象者 平成 12 年４月２日～平成 13 年４月
１日生まれの方
※案内状は、８月初旬に対象者全員に発送し、出
欠席の確認をさせていただきます。
注）今後の新型コロナウイルス感染症の状況等に
より、開催方法・場所等を変更する場合は、市
HP 等でお知らせします。随時、ご確認ください。
文化・生涯学習課 ☎︎ 25-3511

４月 11 日、菜の花の最盛期にあわせて、今
回で４回目となる「むつみ菜の花まつり」が開
催されました。
今年は 670 万本（前年比 1.34 倍）の菜の
花が見頃を迎え、温かな春の陽ざしのなか黄色
い花を咲かせていました。
また、地元の新鮮な野菜やむつみ豚を使った
肉まんやソーセージ、
日本酒などの販売もあり、
大変賑わっていました。

萩市観光イベントの開催中止状況
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった、5 月 31 日㊊までの市内観光イベントです。
開催日
５月１日㊏～５日㊌㊗

イベント
萩焼まつり

開催場所

※①

５月１日㊏

阿武川温泉公園まつり

５月２日㊐

島びらきまつり

５月３日㊊㊗～４日㊋㊗

萩・大茶会

※②

問い合わせ

萩市民体育館

萩商工会議所

☎︎ 25-3333

萩阿武川温泉公園
敷地内

川上総合事務所産業振興部門
☎︎ 54-2121

見島子ども広場
見島島おこし会（見島観光協会）
（本村港定期船乗り場隣） ☎︎ 23-3311
萩城跡指月公園
（花江茶亭）他

観光課

☎︎ 25-3139

５月３日㊊㊗～４日㊋㊗

須佐焼ふれあいまつり

須佐大橋コミュニティ広場

須佐総合事務所産業振興部門
☎︎ 08387-6-2219

５月５日㊌㊗

道の駅「つつじまつり」

道の駅ゆとりパーク
たまがわ

道の駅ゆとりパークたまがわ
☎︎ 08387-2-1150

萩往還交流施設
５月３日㊊㊗～４日㊋㊗ 萩往還まつり「技・明木展」
「乳母の茶屋」他
５月５日㊌㊗

エコキャンまつり

須佐湾エコロジー
キャンプ場

萩往還工芸まつり実行委員会
☎︎ 55-0817
須佐湾エコロジーキャンプ場
☎︎ 08387-6-2727

※①、② 代替イベント開催（詳細は、P25 のお出かけ情報を参照）
。
広報はぎ 令和３年５月号
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「萩まちじゅう博物館 基本計画・行動計画」を改定
令和２年 10 月の「萩まちじゅう博物館構想」の改定に伴い、新たに定められた基本理念や基本方針を実

現させるため「萩まちじゅう博物館」の仕組みと運営方針を定める「基本計画」と、具体的な取組や活動を
定める「行動計画」について令和３年３月に改定を行いました。
■主な改定内容

○基本計画に構想の基本理念を具体化した５つの
「めざす将来像」
を設定

○行動計画には、構想の基本方針や施策に沿って
「めざす将来像」
実現のため
の具体的な取組や活動を定め、今後実施する新規取組や重点的取組を設定

■「めざす将来像」

※詳細は市 HP や情報公開
コーナーでご覧いただけます

「萩まちじゅう博物館」

萩市民が訪問客
として楽しむ

おもてなしに
訪問客が満足する

萩市民が案内人
としてもてなす

多様なコミュニティ
が活動する舞台
おたからと経済がリンクする

■計画期間

令和３（2021）年度～令和９（2027）年度

まちじゅう博物館推進課

☎ 25-3290

地域の現状に寄り添えるデジタル機器の開発を目指して IT 関連企業が萩市へ進出！

ハイテクインター株式会社とサテライトオフィス進出に関する協定を締結
映像と情報通信システムの環境をより良くする技術・商品・サービスの提供を主事業とする、
ハイテクイン

ター株式会社(本社：東京都渋谷区)では、
地域に腰を据え、
地元第一次産業、
第二次産業従事者の方々と、実証

実験を繰り返しながら、
現場で役に立つIoT機器・サービスの開発拠点としての事業展開を予定しています。

当面は、地元農業従事者の方と共に、農作業の省力化、生産性向上を目的とした機器・サービスの開発を

進めつつ、開発に伴う人材の確保・育成を行います。
【企業概要】
■企業名

ハイテクインター株式会社

あさお

のりひと

■代表

旦尾

■設立

1998 年 11 月

■所在地

紀人

東京都渋谷区

■従業員数
■資本金

70 人

5,000 万円

■事業内容

○情報通信・映像機器の企画・開発業務、輸入・販売・サポート
○情報通信・映像システムの構築・設置設定・保守管理業務

■協定締結日
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令和３年３月 30 日

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

ハイテクインター HP
◎萩市にとって５社目の進出

◎将来的に 20 人の地元雇用を予定
若者の就業の場が創出と地域における
デジタル化の推進が期待されます
企業誘致推進課

☎ 25-3811

令和２年度
下半期
一般会計・
特別会計の
執行状況

財政状況の公表

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。今回の数値は３月末現在のも
のであり、出納整理期間（４月～５月）の執行状況を
含んでいないため、決算額とは異なります。

一般会計予算額は、
当初予算に 293 億 8,000 万円を計上し、
その後の 13 回の予算補正（98

億 6,200 万円）と令和元年度からの繰越明許費（12 億 4,782 万円）を加え、３月末現在で
総額 404 億 8,982 万円となりました。

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 154 億 5,420 万円で、その後の予算補正（２億 4,119
万円）を加え、３月末現在で総額 156 億 9,539 万円となりました。

市債残高の
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。
会計名

収入率

支出率

404億8,982万円

80.2％

71.6％

140万円

58.0％

44.1％

国民健康保険事業
（事業勘定）

70億7,911万円

85.3％

89.7％

国民健康保険事業
（直診勘定）

7億5,160万円

42.7％

77.8％

休日急患診療事業

1億3,805万円

17.3％

58.2％

後期高齢者医療事業

9億8,754万円

90.0％

82.3％

67億3,769万円

73.9％

83.1％

561億8,521万円

79.6％

75.5％

一般会計

予算現額

土地取得事業

介護保険事業
合

市有財産の
状況

計

行政目的に使用していない財産について、

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。

区分

市債残高
228億9,356万円

1億881万円

230億237万円

面積・金額

土地

487万㎡

建物

41万㎡

山林

1億3,842万㎡

有価証券
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。令和２年度
は一時借入金はありません。

9,100万円

出資による権利

5億5,408万円

債権

9億3,987万円

基金

現金

141億1,404万円

土地

1億9,062万円

現物

49万円

財政課

☎ 25-3349

財産管理課

☎ 25-3143
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さ

佐々並小学校で待望の入学式
地域で移住促進！

き

明倫小 6 年の秋山紗希さん
見事優勝の快挙！

佐々並地区には未就園児がいないことから、佐々並

4 月 11 日にテレビ東京系列で放送された「THE カ

小学校は令和８年３月には休校となる予定でした。

ラオケ★バトル U-12 春の新人頂上決戦」は、民謡王

政、
学校の四輪駆動で結成した「ささラブ応援隊」が、

歌に自信のある小学生 12 人が競う、日本最高峰レベ

しかし、小学校を存続するために地域、保護者、行

２月に子育て世代を対象に学校と空き家を紹介するイ

に し お か だ けい

ベントを開催しました。イベントに参加した西岡田慧
くんのご家族が宇部市からの移住を決め、この度入学

者や詩吟界の新星など全国から集まった 12 歳以下の
ルのカラオケ大会です。

秋山さんは、歌の国体である日本大衆音楽祭でチャ

イルド大賞を受賞するなど国体王者として出場し、予
キ ロ ロ

式が開かれました。

選 で kiroro の「 冬 の

けて入場し、両親や祖父母に見守られるなか、舩木校

点と、プロアマ含め歴

4 月 8 日の入学式では、在校児童 13 人の拍手を受

長から「佐々並の良いところを自慢できるようになっ
てください」と呼びかけられました。

うた」を歌い 99.853
代 4 位 (U-12 で は 歴
代 1 位 ) の高得点で

決勝進出を決め、続く
ミ ー シ ャ

決 勝 で は、MISIA の

「Everything」 を 歌 い
見事優勝しました。

よしひろ

優勝トロフィーを持つ
秋山紗希さん

ひろゆき

【前列左から】
舩木美弘校長、西岡田慧くん、平田浩行先生
【後列】
西岡田さんご一家

5 月 保健ガイド

セ…センター

※…要予約

◉萩地域
6日・20日㊍ こころの相談日
（※）
/萩市保健セ/13:30～
6日㊍ 椿東健康づくり教室/椿東小地域ふれあいセ/13:30
～、大井グッドヘルス/大井公民館/13:30〜
10日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
11日・25日㊋ こころの相談日
（※）
/萩市保健セ/10:00～
12日㊌ 白水健康教室/白水会館/10:00～、
浜崎タマちゃ
ん体操会/城東会館/13:30〜、
越ヶ浜グッドヘルス/越ヶ浜
介護予防セ/13:30～
14日・28日㊎ 健康づくり応援隊体操 / 中央公園 /10:30 ～
14日㊎ 三見ソナタ/三見公民館/13:30～
21日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家
/13:30～
25日㊋ 江向体操教室/江向１区公会堂/13:30～
◉田万川・須佐地域
6日㊍ エアロビクス教室/小川交流セ/10:00～

14

健康増進課

☎ 26-0500

7日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～
10日㊊ 平山台体操/平山台駐車場/11:00～
11日㊋ 萩市健康体操教室/田万川体育館/10:00～
12日㊌ 弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～
18日㊋ すくすく相談会/田万川保健セ/10:00～
20日㊍ みんなの健康運動教室 / 須佐保健セ /13:30 ～、
エアロビクス教室/田万川体育館/10:00～
30日㊐ 新・健康ちょ筋教室/小川交流セ/9:00～
◉旭・川上地域
11日㊋ 川上健康運動教室/川上保健セ/9:30～
20日㊍ 乳幼児相談
（※）
/旭マルチメディアセ/10:00～
25日㊋ あさひ健康運動教室/旭マルチメディアセ/10:00～
◉むつみ・福栄地域
6日㊍ 乳幼児相談
（※）
/ふくえ〜る/10:00～
27日㊍ 福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る /13:30～

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

情報案内板
お知らせ
軽自動車税種別割（市税）の
納期と減免申請
口座振替の方で、車検用納税証明

書が必要な方は、収納課へご連絡く
ださい。

身体障がい者等の方で軽自動車税

種別割の減免を申請される場合は、
５月 24 日㊊までに課税課固定資産

税係、各総合事務所、支所・出張所
で手続きをしてください。
■納期限

課税課
収納課

５月 31 日㊊
☎︎ 25-3485
☎︎ 25-3575

萩市総合情報施設の減免申請
萩市総合情報施設では、世帯全員

が市民税非課税で、下記①〜④の項
目に該当する世帯員がいる方を対象
に、加入者負担金、有線テレビ使用
料などの減免の申請をすることがで
きます。

①身体障害者手帳１級または２級の
交付を受けている方

エコプラザ・萩情報

日時
場所
内容
対象
講師
演題
※ の記載がないものは参加無料

申し込み
問い合わせ

参加料
持参品

②療育手帳「Ａ」の交付を受けてい

業所を訪問しますので、ご協力をお

③精神障害者保健福祉手帳に障害等

※インターネットによる回答をお願

る方

級１級の交付を受けている方

④生活保護法に定める扶助を受けて
いる方

情報政策課

☎︎ 25-3471

萩市消費生活モニター
消費生活に関する情報提供等の活

動を行っていきます。
■モニター
としひで

まゆみ

中本真 弓（椿東）
、福
す

み

こ

部俊英（三見）
、
田中須美子（大井）
、
ゆ

み

こ

いくこ

藤原由 美子（川上）
、原川郁 子（下
とみこ

田万）
、金田富 子（吉部下）
、伊藤

しのぶ

なおみ

忍（須佐）
、藤山直美（須佐）
、藤本
あけみ

あ

み

明美（明木）
、吉村亜美（紫福）
■任期

４月１日～令和 4年３月末

消費生活センター

☎︎ 25-0999

経済センサス - 活動調査 農林漁家等を除く全国の事業所・

企業を対象に、 6 月１日を調査期
日として実施されます。

５月中旬から調査員が調査対象事

椿東 4703-49

☎ 24-5300

願いします。
いします。

※支社等を有する企業、
一定規模以上

の単独事業所は、
国が委託した民間事

業者を通じて郵送・インターネットに

より調査票を直接配布・回収します。
企画政策課

◎洋裁講座
６月５日㊏・６日㊐ 10:00～15:00
古布でワイドパンツを作る
10 人（両日参加可能な方）
２日間で 500 円（材料費別）
５月 16 日㊐ 16:00 まで（応募
多数の場合抽選）
◎雑貨の販売について
５月９日㊐～ 23 日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間 ５月９日㊐～ 16 日㊐
12:00 まで
■抽選日 ５月 16 日㊐
13:00 ～
インスタグラムも
随時更新しています！

☎︎ 25-3431

年に 1 度は、
身体のメンテナンスを
市では、病気の早期発見・早期治

療につなげるため、5 月から住民健

診を行います。対象者には受診カー
ド（ハガキ）を送付します。

社会保険被扶養者、国民
健康保険および後期高齢
がん検診 者医療被保険者、生活保
護受給者、本年度無料が
ん検診ハガキ該当者
特定健診 国民健康保険被保険者
健康診査 後期高齢者医療被保険者
※職場等で検診機会のない方は、健
康増進課にお問い合わせください。
■期間

12 月 31 日㊎まで

■受診方法

◎休館日 毎週水曜日、毎月第２木曜日
○不用品活用銀行
■おゆずりします
七段飾りひな人形、子ども用自転車
（24 インチ）、カーオーディオスピー
カー、ステアリングホイール、16
インチテレビ、インスタントカメラ、
明倫小の制服等、電動ベッド、女
子の靴（22cm）、無煙ロースター、
整理タンス、プリンター、
ペットサー
クル、ベビーフェンス
■おゆずりください
CD プレイヤー、公立小学校制服、
体操服（男児）、萩高の制服（女子）
、
ロードバイク、クロスバイク
※登録は３カ月間。登録者と直接交
渉。希望者はご連絡ください。

定員
締切

集団検診、または個別

の医療機関で受診

※詳細は、
保健ガイド（クリーム色）
をご覧ください。

がん検診 : 健康増進課

☎︎ 26-0500、各総合事
務所市民窓口部門

特定健診・健康診査 :
市民課

☎︎ 25-3147

市 HP

春季大型連休安全推進活動
小型船舶に乗る人や釣り人の皆さ

んは、
「 救命胴衣の常時着用」、
「 連絡

手段の確保」
を忘れないでください。
■期間 ４月 29 日㊍㊗〜５月５日
㊌㊗

萩海上保安署

☎︎ 22-4999
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お知らせ
松くい虫防除の薬剤散布
5 月 18 日㊋ ～ 21 日㊎

レゼントします。
萩博物館

募

☎︎ 25-6447

就職の支援
ハローワークでは新卒者・既卒者

※天候により変更あり。
市役所前庭、萩・明倫学舎、指月

の皆さんの就職について支援を行っ

小浜、松陰神社前広場、指月公園、

なこと、求人情報など、お気軽にお

野田家
動力噴霧器、スプリンクラー等に
よる松くい虫防除の薬剤散布

■使用薬剤 エコワン３フロアブル
林政課 ☎ 25-4194

自動車税種別割（県税）の納付
４月１日現在、
自動車を所有してい

る方は、
納期限までに納めましょう。
■納期限

５月 31 日㊊

※今年度から PayPay（ペイペイ）、
LINEPay（ラインペイ）で納付でき
るようになりました。
萩県税事務所

☎︎ 25-9873

国際博物館の日
５月 18 日㊋

入場者の中から先着 50 人に萩博

物館オリジナルグッズ（各種）をプ

16

山口県地球温暖化防止
活動推進員
①市内在住で 18 歳以上の方、②

ています。就職活動の進め方や不安

市、県等の行う地球温暖化防止事業

問い合わせください。

暖化防止に熱意、見識を有する方

ハローワーク萩
商工振興課

☎︎ 22-0714

☎︎ 25-3108

寄付
○東京の企業より企業版ふるさと納
税として現金 10 万円

○マックスバリュ西日本㈱より企

業版ふるさと納税として現金 49 万
7,096 円

○㈱ツルハグループドラッグ＆
ファーマシー西日本よりアルコール
除菌ジェル 144 本

○横山治子さん、白藤洋子さんより
井上剣花坊歓迎会写真 1 点

○県立萩商工高等学校より木製ベン
チ３台

ひでお

○中川英男さんより現金 250 万円
ふ

か

し

○西村不可止さんより絵画 1 点

国民年金の学生納付特例制度をご存知ですか？
20 歳になった方には、厚生年金
保険に加入している方を除き、日本
年金機構から国民年金（第１号被保
険者）に加入したことのお知らせと
保険料納付書が届きます。
■学生納付特例制度
学生で保険料の納付が困難な方
は、申請して承認されれば、在学期
間中の納付が猶予されます。
すでに承認を受けている方で、引
き続き在学期間がある方は、日本年
金機構から送付される申請書（ハガ
キ）を返送することで手続きできま
す。
大学・大学院・短大・高等学校・
高等専門学校・専修学校・各種学校
（１年以上の課程に在籍している方

集

に協力し、活動できる方、③地球温
■任期

６月１日〜令和５年５月

31 日（２年間）
■活動内容

◦地球温暖化対策の重要性に関する
情報提供、普及啓発

◦市民、事業者等による地球温暖化

防止活動の取り組みの推進、助言、
指導など

５月 28 日㊎までに、環境衛生課

備え付けの申込書を提出
環境衛生課

☎︎ 25-3341

はぎマルシェ事業説明会
市内の農林水産物とその加工品の

販売を毎月開催しています。出店を
考えている農家の方や事業者の方へ
向けた説明会です。
5 月 7 日㊎

18:00 ～

総合福祉センター多目的ホール
５月６日㊍までに、農政課へ

☎︎ 25-4192
に限る）
、その他の教育施設（夜間・
メール nousei@city.hagi.lg.jp
定時制課程や通信制課程も含む）に
在学し、学生本人の所得が一定額以 「萩・椿スクール」受講生
下である方
６月 12 日㊏～翌年３月（全５回）
萩年金事務所、市役所本庁市民総
総合福祉センター
合窓口、
各総合事務所市民窓口部門、
市内在住・在勤の方
支所・出張所
※原則、全講義に参加できる方。
年金手帳またはマイナンバーカー
第１回講座（開校式）「萩の妙な
ド、学生証の写しまたは在学証明書
るツバキ」15:30 ～
（原本）
たかし
草野
隆
司（樹木医）
※本人以外の方が申請される場合
20 人
は、申請者の身分証明が必要。
必要に応じて徴収（材料代など）
萩年金事務所
観光課 ☎ 25-3160
☎︎ 24-2158
市民課
☎︎ 25-3239
市 HP

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

花の苗のあっせん
６月 12 日㊏

9:30 ～ 13:30

総合福祉センター前駐車場

※各総合事務所管内での販売日は、

ジオパーク推進課

☎︎ 21-7765

山口ゆめ回廊地域通訳案内士育
成研修受講者

納期のお知らせ
・軽自動車税（種別割）
・固定資産税（１期）

※納期を過ぎると督促手数料や

山口ゆめ回廊（山口市・宇部市・

延滞金がかかる場合があります

市・津和野町）では、外国人旅行者

※コンビニ収納やスマートフォ

だくため、有償で通訳案内ができる

※便利で確実な口座振替をぜひ

別途お知らせします。

萩市・防府市・美祢市・山陽小野田

のでご注意ください。

日々草、アゲラタム、ペチュニア、

に満足度の高い旅行を楽しんでいた

ン決済もご利用ください。

ガイド人材を育成します。

ご利用ください。

■種類

サルビア、マリーゴールド、

コリウス、インパチェンス、
ポーチュ

ラカ、トレニア、メランポディウム、
ベゴニア、ブルーサルビア、百日草

※申込多数の場合は、数の調整あり。
１本 50 円

苗の入れ物

５月 21 日㊎までに、観光課、各

6 月 27 日～ 10 月 17 日の隔週

日曜日（全 9 回）

10:00 ～ 16:00（予定）
■口述試験日

11 月 7 日㊐

小郡ふれあいセンター（山口市小

■納期限
収納課

５月 31 日㊊

☎ 25-3575

■募集期間 5月17日㊊〜6月17日㊍

無料（研修会場までの交通費・昼

総合事務所備え付けの申込用紙また

郡下郷 1440-1）
、小郡地域交流セ

食代等は各自負担）

苗の種類と本数を記入し、郵送また

※開催日により場所が変わります。

ション協会

はハガキに住所、氏名、電話番号、
は持参（FAX 不可）
〒 758-8555
観光課

萩市観光課

☎︎ 25-3160

ジオパーク活動補助金
萩ジオパークを推進する市民活動

に対し補助金を交付します。

市民活動団体、地域住民組織（町

内会や自治会等）

※事業終了後もジオパークの活動を
継続して実施または支援する意思の
ある団体。

■対象の事業

①大地の遺産の保

全、再生、維持のための活動、②大
地の遺産を伝えるための教育活動や
普及活動、③大地の遺産を伝えるた
めの研修会等の開催、④大地の遺産
を生かした特色のある産業の創出や
地域おこし活動、⑤他地域とのジオ
パークを通じた地域間交流、提携し
た活動

※国・県、ほか地方公共団体等から
の補助がある場合は対象外。
■補助上限額
■事業期間

25 万円

交付決定日～令和４年

３月 18 日まで

５月 21 日㊎までに、ジオパーク

推進課備え付けの申請書を提出

ンター（山口市小郡下郷 609-1）

接遇・観光知識習得・語学・実務等

一般財団法人山口観光コンベン
☎︎ 083-933-0088

英語、中国語で事務局が設定する

語学力を有する方

英語 30 人、
中国語 10 人程度（事

前選考有）

募集

市営住宅入居者
募集
期間

５月６日㊍
〜14日㊎

■募集団地 【萩地域】
今古萩
（3戸）
、
雑式町第2
（1戸）
、無田ケ原口
（1戸）
【田万川地域】おそ吹原
（4戸）
、三明
（1戸）
、安附
（2戸）
、平草第 3
（2戸）
、
鈴倉
（1戸）
【須佐地域】本町上
（8戸）
、
山根丁東
（1戸）
、
山根丁東第 2
（4戸）
、
入江
（1戸）
、弥富第2
（2戸）
【旭地域】
沖ノ原
（2戸）
、すもうば
（1戸）
、佐々
並
（3戸）
【福栄地域】桜
（1戸）
※間取り等詳細は、申込書に記載。
■入居可能時期 7 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

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
■受付期間・時間
5 月 6 日 ㊍ ～ 14 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住宅
については、6 月末まで日毎の先着
順で受付けます。また、地域の実情
に応じて、単身での入居が可能にな
ることがあります。
※多数回落選者優遇制度有り。
※公営・シルバー＝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
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 HP
広報はぎ 令和３年５月号
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募

集

無田ヶ原・中津江・第

二無田ヶ原・金谷
■入居可能時期
■応募資格
している方

15 人（先着順）

※昼食代は各自負担。

県営住宅入居者
■募集団地

彫刻、工芸、書、写真の展示

7 月下旬頃

6 月 1 日㊋までに、高齢者支

援課へ

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

5 月 28 日㊎

9:00 ～ 12:00

大井公民館（8:40 集合）

大井七重地区を巡り歴史を学ぶ約

７㎞のコース

㊊（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）、萩市建
築課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

山口県健康福祉祭美術展バス見
学会参加者
6 月 14 日㊊

10:00 ～ 15:00

※市役所本庁前駐車場に集合。

防府市地域交流センター（アスピ

ラート）

高齢者が創作した日本画、洋画、

18

☎︎ 25-3523、FAX25-5103

ブックレットシリーズ
「萩ものがたり」春の新刊
ゆきお

伊藤之雄（京都大学名誉教授）

近代陸軍の創設に尽力した山県有

☎︎ 28-0213

○ 70 号「萩の産業遺産を歩く

音訳講習会受講者
6 月～ 12 月の毎月第 1・3 火曜
10:00 ～ 12:00

萩図書館

音訳の基礎知識・技術の習得

未経験者で音訳奉仕活動に興味の

ある方
へ

5 月 24 日㊊までに、福祉支援課

朋の萩時代を中心に、真実の山県像

生年月日、電話番号を大井公民館へ

日

へ

無料（テキスト代別途）

5 月 24 日㊊までに、住所、氏名、

をわかりやすく提示する。

―知られざる幕末の物語―」

どうさこ

道迫真吾（萩博物館総括学芸員）
定価 660 円（税込）A5 版 66 Ｐ

大砲鋳造などの近代化に取り組ん

だ知られざる産業遺産の数々を、現
地を訪ね歩きながら読み解く。

（一社）
萩ものがたり ☎25-3233

5 月 12 日㊌までに、福祉支援課
☎︎ 25-3523

手話奉仕員養成講座
５ 月 29 日 ～ 令 和 ４ 年 ２ 月 ま で

HAGi_（ハギアンダーバー）
通信vol.10
新年度がはじまり、多くの企業が
新しい事業目標を計画されているか
と思います。現代社会において事業
目標を達成するためには、さまざま
なリスクに対応していく必要があり
ます。今回の新型コロナウイルスに
よるパンデミックへの対応、テレー
ワークの普及による新たな情報管理
の仕組み作り、台風や地震による事
業継続にかかわるようなリスクなど
です。
そのようなリスクに対応するため

20 人

定価 660 円（税込）A5 版 70 Ｐ

飲み物、歩きやすい服装

5 月 20 日㊍～ 31 日

動に興味のある方

100 円

④申込者、同居しようとする親族が
■受付期間

手話学習初心者の方及び奉仕員活

○69号
「リーダーとしての山県有朋」

やすたか

吉屋安隆
（大井ふる里愛好会副会長）

暴力団員でない

総合福祉センター

30 人（先着順）

場合、単身入居も可）

③収入基準に該当している

9:30 ～ 12:30（7 回程度）

大井に歩こう会

次の要件をすべて満た

①住宅困窮者

☎︎ 25-3137

の木曜日 18:30 ～ 20:00、土曜日

IT と企業を守る事業継続策定の必要性

にも、企業は情報セキュリティ対策
を考慮した事業継続の策定が急務に
なっています。
事業継続を策定するには、事業影
響分析やリスクアセスメントが出来
る人材育成や企業の重要なデータを
保護するために情報管理の構築、例
えばセキュリティ対策をとれたクラ
ウドサービスの利用などが必要で
す。
萩市に進出した株式会社バリュー
アップジャパンは、ISO の仕組み

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

（国際的に認められた管理の仕組み）
を生かしながら企業の情報セキュリ
ティ対策を考慮した事業継続策定に
多くの実績があり、事業計画の策定
ができる人材育成や事業継続を考慮
した情報管理の構築などにおいて、
地元事業所への支援が期待されま
す。
企業誘致推進課
☎︎ 25-3811
詳細はこちらへ→

萩夏まつりキャッチフレーズ
「新時代

かがやく萩の

夏まつり」

（令和元年度）
５月31 日㊊までに、
ハガキまた

は任意の用紙に、
キャッチフレーズ

（２点以上の応募可）
、
住所、
氏名、
電

話番号を記入し、
郵送、
FAX、
メール

〒758-0047 萩市東田町19- ４

1,500 円（資料・冷暖房費）
30 人程度

証（海技免状）に記載された有効期

松陰を学ぶ会（阿武）

限の１年前から有効期限までに余裕

☎︎ 25-0399

をもって更新してください。

史都萩を愛する会総会・講演会
文化財の修復に関する講演会。

※総会は 13:30 から開催。
６月５日㊏ 14:00 ～ 15:30

萩商工会議所内夏まつり実行委員会

萩博物館講座室

メールhagi-cci@haginet.ne.jp

馬場 良治氏（国選定保存技術保持者）

事務局 ☎︎25-3333、
FAX25-3436

講演・講座
藩政時代を読む会
５月 11 日～令和４年３月（8 月

は除く）の毎月第２火曜日（全 10

「文化財の復元・修復について」
りょうじ

80 人（申込不要）

史都萩を愛する会事務局（萩博物
館内）☎︎ 25-6447

萩博物館講座室

萩藩の「お触れ書」などを読み、

萩城下の社会・生活・文化などの実
態に迫る

資料代 500 円と萩博物館の年間

パスポート 1,570 円（すでにパス
ポートをお持ちの方は不要）
50 人

５月７日㊎までに、萩博物館へ
☎︎ 25-6447

萩博物館「星の会」特別編
春の星空を見よう！
5 月 14 日㊎ 19:30 ～ 9:00
萩博物館天体観望室
無料
北斗七星の柄のカーブをそのまま

南に延長した「春の大曲線」が見ご
ろです。

きょういち ひろかねてつろう

吉田恭一・廣兼哲朗（萩博物館天

文指導員）
萩博物館

☎︎ 25-6447

松陰を学ぶ会
5月25日～令和4年3月の毎月最

終火曜日（全11回）19:00～21:00
総合福祉センター

吉田松陰に関する書籍の読書会

第３回

似て非なる
ことわざに
見えるもの

プロスポーツ
について知ろ
う

李文相教授

鳥山 稔 助教

萩・明倫学舎
至誠館大学

「更新申請」を運輸局等に行うこと

により、新免許証（免状）が交付さ
れます。５年の有効期間が過ぎた場

合は「失効再交付講習」、「失効再交
付申請」となります。
５月 23 日㊐、７月 11 日㊐、

９月 12 日㊐ 受付９:30 ～
長門市立図書館（仙崎 441-1）
関門海技免許センター
詳細はこちらへ→

相

第４回

6 月７日㊊
6 月 21 日㊊
10:30 〜 12:0010:30 〜 12:00

イムンサン

更新手続きは、
「更新講習」受講後、

☎︎ 083-266-4029

至誠館大学 地域公開講座
2021（前期）

回）10:00 〜 12:00

状の有効期限は５年です。操縦免許

みのる

☎︎ 24-4000

介護職員初任者研修
5 月 29 日㊏～ 8 月 28 日㊏
福祉複合施設つばき

面接授業、添削指導（通信講座）

※面接授業の期間は 5 月 29 日㊏～
8 月 21 日㊏の内 13 日間

資格取得に向けて意欲がある方
30 人

5 月 14 日㊎までに、萩市社会福

祉事業団かがやき備え付けの申込書
を提出

※
「萩市介護人材資格取得等助成金」

（助成限度額５万円）の対象です。
萩市社会福祉事業団かがやき
☎︎ 24-4111

談

人権・行政・公証相談
５月 11 日㊋

10:00 ～ 12:00

※事前予約制（前日まで）。
市役所本庁

市民活動推進課

☎ 25-3373

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）
５月 14 日㊎

市役所本庁
■弁護士

10:00 ～ 12:00

うまやはら

馬屋原 達矢

市民（先着４人、１人 30 分）

※事前予約制（当日受付可）。
消費生活センター

☎ 25-0999

無料法律相談
5 月 26 日㊌

市役所本庁
■弁護士

10:00 ～ 15:00
よしあき

長谷 義明

市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（5/6 から受付開始）。
市民活動推進課

☎ 25-3373

小型船舶免許の更新・失効講習
小型船舶操縦免許証および海技免
広報はぎ 令和３年５月号
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相

萩健康福祉センター行事
〇12日㊌ 13:30～ 骨髄ドナー登録会

〇19 日㊌ 13:00 ～ 風しん抗体検

査、13:30 〜 HTLV-1 抗体検査、C
型・B 型肝炎ウイルス検査、14:00
～エイズ即日検査

〇25 日㊋ 13:00 ～ 心の健康相談

〇26 日㊌ 13:00 ～ お酒に関する
困りごと相談

○27日㊍ 13:30〜 暮らしと心身の
総合相談会

※いずれも予約制。

県萩健康福祉センター
☎ 25-2667

高齢者・障がい者のための
弁護士電話法律相談
５ 月 11 日・25 日、 ６ 月 ８ 日・

22 日、７月 13 日・27 日（いずれ
も火曜日） 10:00 ～ 12:00
■相談受付

☎ 083-920-8730

山口県弁護士会

☎ 083-922-0087

知的障がい者巡回相談
6 月 11 日㊎

イベント

談

10:00 ～ 15:00

総合福祉センター

18 歳以上の療育手帳を所持して

いる方

療育手帳、身体障害者手帳、障害

写真展×萩人形展
「萩の町並みと夏みかん」
開催中～５月 30 日㊐

9:00 ～ 17:00（水曜日を除く）
平安古かいまがり交流館

萩の町並みを古写真で紹介し、萩

人形で夏みかんの収穫風景を再現
まちじゅう博物館推進課
☎︎ 25-3290

「萩往還梅林園」
梅もぎふれあいデー
５月 29 日㊏

※早朝から並ばないでください。
萩往還梅林園

※収穫した梅は１㎏ 100 円で購入。
収穫用の袋、マスク・手袋着用
観光課

☎︎ 25-3160

安田知博・津室ひとみ
ジョイントコンサート

☎︎ 25-3523

不妊専門相談会＠萩
不妊治療の専門医等による無料個

別相談会。プライバシーは固く守ら

れますので安心してご相談ください。
6 月 18 日㊎

（事前予約）

15:00 ～ 17:00

県萩健康福祉センター
県萩健康福祉センター
☎︎ 25-2669

20

～ 5/7

にのせたオリジナル曲等を、尺八と
ピアノのコラボでお届けします。
５月 23 日㊐

14:00 ～ 16:00

○花束みたいな恋をした

○あのこは貴族

5/8 ～ 28

○奥様は取り扱い注意

☎ 21-5510

北浦歌謡フェスティバル
５月 23 日㊐

10:00 ～ 16:30

市民館大ホール

第一部 北浦歌謡Ｇあなたのス

テージ、第二部 北浦スター 紅白歌
合戦、第三部 ゲスト歌手歌謡ショー
前売入場券

2,000 円

（当日 2,500 円）

■販売場所

萩楽器店、市民館、ア

トラス萩店、サンリブ萩店

NPO 法人北浦音楽芸能文化協会

☎︎ 22-6545

萩初開催！
週末起業体験イベント
5 月 28 日㊎ 18:00 ～

30 日㊐ 19:00 まで
松陰神社 立志殿

萩楽器店

2,500 円〜 5,980 円（５食付）

安田知博・津室ひとみジョイント

30 人程度

Startup Weekend 萩

メール taikimmg@yahoo.co.jp

交通規制にご協力を
☎ 25-2398

■配水管布設替工事（細工町、
春若町）
■規制内容
車両片側交互通行
車両通行止（歩行者・自転車通行可）
■期間 ５月下旬～ 12 月下旬（予定）
■時間 8:30 ～ 17:00
（夜間、工事休止日は解放）

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

5/1 〜 21

○シン・エヴァンゲリオン 5/29 〜

（当日 2,500 円）

水道工務課

～ 5/7

5/1 ～ 21

2,000 円

☎︎ 090-1184-4930

～ 5/7

○ヨコハマメリー

サンライフ萩 多目的ホール
前売入場券

～ 5/7

○えんとつ町のプぺル

J-POP や童謡、金子みすゞの詩

コンサート実行委員会（松村）

へ

○めぐみへの誓い

○夏時間

※荒天の場合、５月 30 日㊐に順延。

科医師等

5 月 14 日㊎までに、福祉支援課

～ 5/7

９:00 ～ 16:00

■販売場所

知的障害者福祉司、精神

○鬼滅の刃

萩ツインシネマ

基礎年金証書等
■相談員

ツインシネマ

慶 弔 だ よ り
お誕生おめでとう

ご結婚おめでとう

お悔やみ申し上げます

※令和３年３月16日～４月15日

広報はぎ慶弔欄記載申込書に記入された内容で、

掲載しています。

人の動き

人口／45,105人
（前月比-269） 男／20,871人
（前月比-113） 女／24,234人
（前月比-156）
世帯数／23,036世帯
（前月比-39） 出生／11人 死亡／84人 （令和３年３月末日）

「広報はぎ」に対するご意見・ご感想をお寄せください。お寄せいただいたご意見・ご感想は、今後の

広報紙づくりの参考にさせていただきます。
●問い合わせ / 秘書広報課 ☎︎ 25-3178

FAX 26-5458

メール kouhou@city.hagi.lg.jp
広報はぎ 令和３年５月号
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５
1土

月 情報カレンダー

●イベント

●図書館・児童館

●相談

●萩焼まつり（実店舗販売は５日まで、
オンライン販売は31日まで）
●春期企画展「水の都・萩」
（～6/20）
/萩博物館/9:00～
●萩八景遊覧船運航
（～11/30）
/指月橋そば/9:00～
●萩・明倫学舎 日本庭園を歩く
（～５日、
５月の土曜・日曜日）
/萩・明倫学舎/10:00～
●こいのぼりの風船に塗り絵をしよう！
（～５日）
/萩・明倫学舎/10:00～
●こどもの読書週間特別行事
「クイズ～こたえは本の中にあるよ～」
（～12日）
/子ども図書館/9:00～
外科 かわかみ（21-7538）
内科 わたぬき（25-2020）
●心を届けるわくわく筆文字展（～23日）
/明木図書館/9:00～
●子育てアドバイス
（毎週水・木・土曜日）
/児童館/9:30～
●図書館 春のきてねWeek/須佐図書館/9:30～
●新一年生から新一年生へ
（～16日）
/須佐図書館/9:30～
●樹木医 草野さんと名木散歩
（須佐編）
（～30日）
/須佐図書館/9:30～
●「○○になるには」
～救急救命士になるには編～（～30日）
/須佐図書館/9:30～
●おはなし会おひさま
（８日・15日・22日）
/子ども図書館/14:30～

2日
3月

●毛利敬親没後150年記念
「花江茶亭」
特別呈茶席/花江茶亭
（萩城跡指月公園）
/10:00～
●おはなしの森
（毎週月・金曜日）
/子ども図書館/11:00～
●プラバン工作/児童館/13:30～

4火
5水

●奇兵隊パレード/萩城城下町/10:30～

6木

●ピヨピヨ「フリートーク」
/児童館/10:30～

7金

●こどもの読書週間特別行事
「じしょもよもう、じてんもよもう、いっぱいよもう」
（～14日）/明木図書館/9:00～

8土

●萩・夏みかんまつり
（９日）
/かんきつ公園・旧田中別邸/10:00～

9日

●めざせゲームマスター
（23日）
/児童館/13:30～

10 月
11 火
12 水
13 木
14 金
15 土
22

夜間・休日当番医

●おもちゃ図書館開館日
（毎週火曜日）
/からふる/10:00～
●手作りおもちゃの会/からふる/10:30～、
13：00～
●行政相談/川上公民館/13：30～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～
●ベビーマッサージ/児童館/10:00～
●ちっちゃなおはなし会
（毎週水曜日）
/明木図書館/10:30～
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～
●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00～
●東京2020オリンピック聖火リレーミニセレブレーション/市民体育館/19:02～19:19
●東京2020オリンピック聖火リレー/市内/19:19～19:59
●イラスト教室
（28日）
/明木図書館/15:30～
●だんすダンス！
（28日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄コミュニティセンター/9:00～、旭マルチメディアセンター/10：00～
●萩マルシェ/中央公園/11:00～
●ミニ古本市/萩図書館公園側入口付近/10：00～

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

休日急患診療センター
外科
（26-1397）
内科
阿北地区/齋藤
歯科
（08388-2-2838）
外科
休日急患診療センター
内科
（26-1397）
歯科

外科
休日急患診療センター
内科
（26-1397）
歯科
永見（22-0720）
眼科
堀（22-4133）
耳鼻科
休日急患診療センター
外科
（26-1397）
内科
阿北地区/福賀
歯科
（08388-5-0863）
外科 田町（24-1234）
内科 柳井（22-0748）
外科 兼田
（22-1113）
内科 市原（22-0184）
外科 めづき（22-2248）
内科 ふじわら（22-0781）
外科
休日急患診療センター
内科
（26-1397）
歯科
外科 大藤
（21-0002）
内科 わたぬき（25-2020）
外科 萩市民（25-1200）
内科 全真会（22-4106）
小児科いわたに（24-2100）
外科 かわかみ（21-7538）
内科 みやうち（25-2500）
外科 田町（24-1234）
内科 萩慈生（25-6622）
外科 花宮（25-8738）
内科 山本（26-0077）
小児科花宮（25-8738）
外科 兼田
（22-1113）
内科 中嶋（22-2206）

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、急遽中止・延期になる場合があります。
●イベント

●図書館・児童館

●相談

夜間・休日当番医

16 日

休日急患診療センター
外科
（26-1397）
内科
阿北地区/弥富
歯科
（08387-8-2311）

17 月

外科 都志見（22-2811）
内科 ふじわら（22-0781）

18 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/弥富公民館/9:30～

外科 玉木
（22-0030）
内科 柳井（22-0748）

19 水

●元気な時にかかる医者/児童館/10:30～

外科 萩市民（25-1200）
内科 市原（22-0184）

20 木

●ピヨピヨ「外で遊ぼう」
/児童館/10:30～

外科 めづき（22-2248）
内科 全真会（22-4106）
小児科 いわたに（24-2100）

21 金

●行政相談/須佐総合事務所/10:00～

外科 かわかみ（21-7538）
内科 みやうち（25-2500）

22 土

●みんなでミュージック/児童館/13:30～

外科 大藤
（21-0002）
内科 萩慈生（25-6622）

●浜崎伝建おたから博物館/浜崎本町筋・浜崎伝建地区無料駐車場等/9:00～
●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～

休日急患診療センター
外科
（26-1397）
内科
阿北地区/須佐
歯科
（08387-6-2540）

23 日

外科 田町（24-1234）
内科 中嶋（22-2206）

24 月
25 火

外科 都志見（22-2811）
内科 ふじわら（22-0781）

●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科 兼田
（22-1113）
内科 わたぬき（25-2020）

26 水
27 木

外科 萩市民（25-1200）
内科 全真会（22-4106）

●子育て相談/児童館/10:30～

外科 萩むらた（25-9170）
内科 市原（22-0184）

28 金
29 土

外科 花宮（25-8738）
内科 柳井（22-0748）
小児科 花宮（25-8738）
休日急患診療センター
外科（26-1397）
内科
歯科 阿北地区/齋藤
（08388-2-2838）

●至誠館大学学生
「ぴーかーぶー」
の読み聞かせ/萩図書館/14:30～

30 日

外科 玉木
（22-0030）
内科 みやうち（25-2500）

31 月
★保健ガイドは、14 ページに掲載しています。
萩・阿武

急病時の相談や、
医療・健
康に関することは、
24時間年中無休・無料
☎ 0120-506-322へ

夜間・休日当番医の診療時間

受付時間
診療時間

21:30 まで
22:00 まで

※月〜金曜 18:00〜22:00、土曜の当番は、12:00〜22:00、日曜・祝日の当番
（休日急患診療センター）は、9:00〜12:00、13:00～16:00、17:00〜22:00、歯
科は9:00〜12:00、13:00〜15:00、阿北（萩地域以外）は、8:30〜17:30
電話相談
＃８０００
※掲載日以外の小児科は、内科で対応します。
小児救急医療
※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。
にかかる前に （受付時間19:00〜翌朝8:00）
※救急医療は急患のためのものです。
■当番医が変わった場合

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。
広報はぎ 令和３年５月号
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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？

企画展「武者の美～毛
利家伝来の武具～」

竜王山のヒメボタル

“端午の節句”にちなみ、
「端午飾

国内でも有数のヒメボタルの、幻想

防府

り」ほか、毛利家伝来の刀剣をはじ
め、大名家の男性たちが大切にした
武具の名品を展示します。
５月 23 日㊐まで

9:00 ～ 17:00
（入館は16:30まで）
毛利博物館 ☎ 0835-22-0001

津和野

春の津和野
謎とき散歩

的な乱舞をぜひご覧ください。
５月中旬～６月上旬

謎が解けたら、町内宿泊補助券な

どが当たるくじに挑戦できます。
５月 31日㊊まで

山陽小野田市都市計画課

山口市観光交流課

☎ 0836-82-1162

☎ 083-934-2810

企画展「マダガスカル
の不思議展」

マダガスカル原産ビザールプラン

ツ
（風変わりな植物）
を展示します。

ときわミュージアム

☎ 0856-72-1771

第 10 回
秋吉台音楽コンクール

演奏家への登竜門として開催する

音楽コンクール。今回は弦楽器部門
を開催します。５月４日、５日も開
５月３日㊊㊗

宇部市ときわ公園企画課

10:00 ～

秋吉台国際芸術村

☎ 0836-37-2888

萩市地域おこし協力隊活動紹介

美祢

催予定です。

9:00 ～ 17:00（火曜休館）

津和野町観光協会

うな幻想的な世界が広がります。
一の坂川流域

５月９日㊐まで

津和野町内

橋の上から眺めれば、天の川のよ
５月下旬～６月上旬

竜王山公園

宇部

一の坂川流域
ゲンジボタルの乱舞

山口

☎ 0837-63-0020

おいでませ、豊かな暮らし応援課
☎ 25-3360
市では、
19 人（５月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力をいかし、
活動しています。

32

地域振興や魅力づくりに向け活動している隊員をシリーズで紹介します。
じょう

お

むつみ

徐 睦実

だ

尾田

かずき

一樹

■着任日

令和２年 10 月

■着任日

令和２年 10 月

■配属先

おいでませ、豊かな

■配属先

須佐産業振興部門

■前住所

■前住所

東京都渋谷区

福岡県久留米市

■現在行っている活動

暮らし応援課

須佐湾エコロジーキャンプ場

■現在行っている活動

の管理・運営全般

「 萩 暮 ら し 応 援 セ ン タ ー」

facebook の更新等
■活動の内容

■活動の内容

のさまざまな情報を収集し、インターネットによる情

を併設しており、宿泊施設としての須佐地域での重要

えていくことで、萩のまちに来たい、
関わりたいと思っ

ろん、新しいお客様にも魅力をアピールできるような

市外の方に「萩暮らし」を知ってもらえるよう、萩

報発信を行っています。萩の人を取材し、暮らしを伝
てもらえる人が増えるように取り組んでいきます。

24

須佐湾エコロジーキャンプ場はキャンプ場とケビン

な位置にあると考えています。リピーターの方はもち
新しい取り組みを行い、県内外問わず須佐地域の交流
人口の創出に努めます。

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458
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※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
急遽中止・延期になる場合があります。

萩焼まつり実行委員会
（萩商工会議所内）

萩焼まつり

☎ 25-3333

毎年５月に開催している「萩焼まつり」が、新型コロナウイルスの影響で市民体育館での開催は中止

となりました。

しかし、「萩焼の炎は消さない」をコンセプトに、出店者の各店舗を「萩焼まつり」会場と見立て、

市全域をイベントエリアとして代替イベントを開催、また、
「萩焼まつり Web サイト」を開設し、オ
ンラインでも販売を行います。

①直接お店で！

②オンラインで！

萩焼まつり実店舗販売（協賛店）

萩焼まつりオンライン販売

５月１日㊏～５日㊌㊗

※時間は各事業者の営業時間。
市内各事業者の店舗

◎購入方法

市内を販売会場とし実店舗

販売が行われます。各店舗では特典が用意され、
市民体育館開催時と同様のお得感を演出します。
「萩焼まつりHP」
上に協賛店マップが記され、
地

図上に店舗所在地や店舗概要等が表示されます。

5/1㊏

笠山山頂展望台に
カフェ「兀兀（コツコツ）」オープン

２階はカフェ空間として、３階

は萩ジオパークの展示休憩室とし
てリニューアル！

地元萩産食材を使ったサンド

イッチや、バスク風チーズケー

キ、おすすめの中国茶やコーヒー
など、日本海に浮かぶ島々が美し
い大パノラマを眺めながらゆった
りご賞味ください。
■営業時間

11:00 ～ 17:00
（LO 16:00）
■店休日 木曜日
■駐車場 56 台
ジオパーク推進課 ☎ 21-7765

５月１日㊏～ 31 日㊊

◎購入方法

会期より１ヶ月間、インターネット上でオンラ

イン販売を実施します。
「萩焼まつり HP」から、
出店者の EC サイトへ直接移動します。
協賛店・オンライン共通特典

公式 HP を見た方や、DM ハガキが届いた方が

萩焼を購入された場合に、素敵な特典をお渡しし
ます。

毛利敬親公没後 150 年記念
花江茶亭 呈茶席
本年は、萩藩 13 代藩主毛利敬親公

没後 150 年の年です。これを記念し、
萩城跡指月公園内にある敬親公ゆかり
の「花江茶亭」を特別に開庵し、呈茶
席を開催します。
5 月３日㊊㊗

花江茶庭

10:00 ～ 15:00

１服 400 円

（限定 100 服）

※指月公園料金
所にて茶券を販
売。

観光課

☎ 25-3139

広報はぎ 令和３年５月号
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萩・夏みかんまつり

萩・明倫学舎イベント情報
萩・明倫学舎

夏みかんの白い花が咲く季

日本庭園を歩く

期間限定で中庭を開放します。鮮やかな新緑

を眺めてみませんか。お抹茶（300 円）を飲
みながら、休憩もできます。

節に合わせて、夏みかん経済
栽培発祥の地となった「かん
きつ公園」で開催します。

５月１日㊏～５日㊌㊗、５月の土・日曜日

５月 8 日㊏、９日㊐

※荒天中止。

かんきつ公園・旧田中別邸

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 16:00

（平安古町）

オープニングセレモニー（８日 10:00 ～）
、夏み

こいのぼりの風船に

かん・夏みかん製品販売、夏みかん収穫体験、萩八

塗り絵をしよう！

景遊覧船無料乗船体験など

５月１日㊏～５日㊌㊗

観光課

10:00 ～ 16:00
萩・明倫学舎
100 円

先着 100 人

☎ 25-3139

インフォメーションセンター

※なくなり次第終了。

【共通事項】

NPO 萩明倫学舎

☎ 21-0304

萩博物館

春期企画展

「水の都・萩」

■休館日

毎週水曜日、６月９日㊌～ 11 日㊎
５月５日㊌㊗開館

萩博物館

☎ 25-6447

※翌日６日㊍休館。

水と共生しつつ「まち」を発展させてきた「水の都・萩」の歴史を振り返り、江戸時代から変わらぬ水辺の

景勝地など、萩の人々が形作った水に親しむ文化を紹介します。
６月 20 日㊐まで

◎関連イベント 「水の都」体感ツアー
○運河と水辺の景勝地体感コース
５月１日㊏、８日㊏

現在も身近に接する
ことができる、水に
恵まれた「まち」の
魅力を再発見！

○溝川と低湿地体感コース
５月 15 日㊏、22 日㊏

※要事前申込、詳細・申込方法は萩博物館 HP へ。

併催中

地域特集展示

クローズアップ三見

併催中

桜江の景（毛利博物館蔵）

無料ゾーン

探 Q はぎ博

すっかり暖かくなり、田

植えの季節になりました。

特色ある地域のひと

つとして、三見の魅力

田んぼに水が入ると、たく

治期の資料を交えて紹

ます。今回は、田んぼの生

を考古資料や江戸～明

さんの生き物が集まってき

介します。

き物の代名詞「カエル」を

生体展示します。身近な田んぼにどのようなカエルが

６月 20 日㊐まで
三見市の旧薬種問屋三島家資料
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いるのか、探 Q はぎ博で観察してみませんか。
７月 11 日㊐まで
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はぎマルシェ
農家さんオススメの季節野菜はもちろん、萩産

農水産物を使った食べ物を購入することができま
す。

第11 回のテーマは「お花とパンとコーヒー」
。
5 月 15 日㊏

11:00 ～ 15:00

浜崎伝建おたから博物館
浜崎伝建地区を舞台に、古い町並みや旧家に

代々伝わるおたからをご覧頂きながら、様々な催
しを楽しむ、恒例イベントです。浜崎伝建地区無
料駐車場こけら落とし特別企画も開催！
５月 23 日㊐

（毎月第３土曜日開催）
中央公園

◎出店店舗や内容等、詳しくは公式facebook・
Instagram をご覧ください。
農政課

☎ 25-4192

メール：nousei@city.hagi.lg.jp

9:00 ～ 15:00

浜崎本町筋、浜崎伝建地区無料駐車場等

各家でのおたから展示、地元住民による浜崎ガ

イドツアー、スタンプラリー、地元特産物販売、
浜崎伝建地区無料駐車場でのイベント、フリー
マーケット（蔵出し品多数）
、軽食コーナー等
文化財保護課
旧山村家住宅

☎ 25-3238
☎ 22-0133

山口県立萩美術館・浦上記念館
＜５月開始の普通展示＞

○ブダペスト国立工芸美術館

歳以下無料ほか

アール・ヌーヴォーへ―日本

名品展「ジャポニスムから

300 円、70 歳 以 上18

を夢見たヨーロッパ工芸」

○浮世絵

HOKUSAI ★ MANGA
５月 25 日㊋～

映画『HOKUSAI』の

公開で注目される葛飾北

開催中～６月 20 日㊐

葛飾北斎
ふがくさんじゅうろっけい さ ん か は く う
《富嶽三十六景 山下白雨》
横大判錦絵、天保 2 ～ 5 年

一 般1,500 円、
18 歳 以 下

無料ほか

ジョゼフ＝テオドール・デック

※普通展示も観覧可。

斎。
『北斎漫画』を中心にその他の版本や浮世絵版画
の名品を展示。
○東洋陶磁

やきものの装飾 彩色

５月 25 日㊋～

職人たちの緻密な技術を内包した彩色のやきものを

紹介。

《学芸員による作品解説》 ※要事前予約。
○陶芸

オブジェ―陶造形の潜勢力Ⅳ

５月８日㊏

○浮世絵

11:00 ～

橋口五葉

５月 22 日㊏

11:00 ～

☎ 24-2400

＜講演会＞

《花鳥文花器》1880 年頃
ブダペスト国立工芸美術館蔵

※要事前予約。

５月 22 日㊏

13:30 ～ 15:00

講座室

「海を渡った日本工芸とジャポニズム」
き

だ たくや

木田拓也（武蔵野美術大学教授、本展監修者）

《学芸員による作品解説》※要事前予約。
５月２日、16 日、６月６日、20 日

■休館日
（５月） 10日㊊、
17日㊊、
24日㊊
■開館時間

9:00～17:00
（入場は16:30）

広報はぎ 令和３年５月号
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東京2020 オリンピック聖火リレー

５月 14 日㊎（18:50～20:10）
リレーマップ

交通規制のお知らせ
東京 2020 オリンピック聖火リレーが令和３年 3

月 25 日に福島県からスタートし、121 日間をかけ
て日本全国 47 都道府県を巡ります。

交通規制中、ご不便をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いいたします。

聖火リレーランナー
青木

あだち

■お願い

交通規制時間中は車両の通行はできません。
リレ－コ－ス以外へ迂回してください。

○コース周辺の路上は駐停車できません。

○交通規制・迂回については警備員・誘導員の指示
に従ってください。

○新型コロナウイルス感染症対策として、沿道では

けんじ

賢次 さん

かずや

足立

和也 さん

上野

夢歩 さん

ゆめほ

■お問い合わせ

◎東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火
リレ－萩市実行委員会事務局
〒 758-0064

（萩市民体育

萩市大字椿 3395 番地 1

萩市スポ－ツ振興課内）

☎ 25-7311、FAX25-7312

密集を避け、マスク着用の上、大声での声援は控え
て拍手などで応援してください。

○新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）
をインスト－ルし、利用してください。
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Google Play

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-5458

App Store

最新の情報を随時お届けします！

公式 Facebook「山口県萩市」

