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一日市長室を開設し、「現場第一主義」を基本に、「有
言実行」の姿勢で、お約束したことにしっかり取り組
みます。

　萩市には、歴史や文化、食、自然など、豊富な観光
資源があります。これら誇るべき萩ブランドを最大限
活用し、萩まちじゅう博物館構想に基づき、魅力的な
まちづくり、観光地づくりを推進します。

◆観光振興
　コロナ禍により観光産業は危機的な状況にあります
が、観光需要の回復に向け、萩市観光協会等と連携し、
地域経済に波及効果を与える取組を進めます。さらに、
地域ならではの取組として、四季折々の花を活用した
イベントの実施など、地域の魅力化を図ります。

◆旧明倫小学校の整備活用
　現在、３号棟は現状保存、４号棟は活用に向け整備
工事を進めています。
　萩・明倫学舎の観光の起点としての機能強化を図る
ため、観光関連団体の事務所移転及び集約について協

令和３年度

新型コロナウイルス感染症対策

地域力を上げ、明るく元気な故郷へ

　新型コロナウイルス感染症への対応は、最優先に取り組むべき課題であり、コロナ禍で苦しむ
市民の皆様に寄り添った対策に万全を尽くします。一日も早く安心して暮らせる日常を取り戻す
ことができるよう、徹底した感染症拡大防止と社会経済活動の回復に取り組み、この難局を乗り
切った先にある本市の発展への基盤づくりを進めていきます。

　人口減少・少子高齢化対策は、本市最大の課題です。少子高齢化を伴う人口減少は、地域経済
の規模縮小を招き、雇用の場の確保や生活基盤の維持が困難となることが危惧され、待ったなし
の状況です。これらの状況を打破するめには、萩に住みたい、萩で仕事をしたい、子どもを育て
たい、そして、萩に住んで良かったと思えるまちにしていかなければなりません。
　これまでの市政の継続すべき部分はしっかりと引き継ぎながら、活力あるまちを創り上げるた
め、目指すまちの姿として、「明るく元気な萩市」を掲げ、まちづくりの５つの基本政策を進め
ていきます。

１

２

住んで良しのまちづくり

訪れて良しのまちづくり

　市民の皆様が、住み慣れた地域でいきいきと安心し
て暮らし続けられる、ふるさと萩を愛し、「住んで良し」
と胸を張れるまちづくりを推進していきます。

◆中核病院形成の検討
　萩市民病院と都志見病院の統合による中核病院形成
の検討については、新たな組織を立ち上げ、検討・協
議を進め、将来にわたり地域で安心して医療を受けら
れるよう取り組んでいきます。

◆山陰自動車道の整備
　本年３月末に、国土交通省から「大井・萩道路」、「益
田・田万川道路」の新規事業化が発表され、長年の悲
願である山陰自動車道の整備が大きく動き出しまし
た。今後も引き続き国や県と連携し、早期全線開通を
目指して、全力で取り組みます。

◆地域の魅力化と振興
　地域の実情を把握する総合事務所が主体となって事
業を実施できる仕組みを構築し、地域の声を反映した
まちづくりを進めていきます。また、総合事務所等に
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◆奨学金制度の拡充
　子どもたちが、経済的要因により進学や資格取得を
あきらめることがないよう制度の拡充を図り、将来の
萩市を担うひとづくり、人材育成に努めます。

　地域や家庭に笑顔があふれる子育て環境を目指し、
安心して子どもを産み、育てたいと思えるまちづくり
を推進していきます。

◆子育て支援の拡充
　不妊治療費の助成、乳幼児・子ども医療費の助成や
保育料の軽減など、引き続き経済的負担の軽減を図る
とともに、誕生祝金の支給や、保育園、幼稚園、小・
中学校の給食費無償化など、経済的支援の一層の充実
を図ります。

◆子育て環境の充実
　妊娠期から子育て期の相談体制の充実のほか、子ど
もたちの安全な居場所や保護者の交流の場づくり、仕
事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めていきま
す。

■おわりに
　新型コロナウイルス感染症を契機として、新しい生
活様式への対応など、価値観や生活観に大きな変化が
生じています。市政運営に当たり、多様化する市民ニー
ズに柔軟に対応し、市民一人ひとりが未来に希望を
持って安心して暮らすことができるよう、先頭に立っ
て取り組んでいきます。

議を開始しました。また、様々な方から積極的な活用
の提案、要望をいただいたことから、３号棟の早期活
用に向けた整備を進めることとし、今後、利活用につ
いて検討します。

　元気な産業は、まちの活力の源です。産業を活性化
させることで、まちがにぎわい、働く場所として魅力
あるまちづくりを推進していきます。

◆商工業の振興
　産業振興や企業誘致による市内経済の活性化につい
ては、萩商工会議所や商工会、金融機関と連携強化を
図り、オール萩市で取り組みます。

◆農林水産業の振興
　担い手の高齢化の進展に加え、コロナ禍による消費
や価格の減退など経営環境は厳しさを増す中、経営基
盤の強化を図るため、農林水産業の生産振興や販路拡
大に意欲的に取り組む経営体に対し、重点的に支援し
ていきます。また、新規就業者の確保対策、後継者育
成により、持続可能で魅力ある農林水産業を構築し、
若者の UJI ターンや地域の活力を創出していきます。

　明治維新の原動力となった先人の志を反映した、萩
市ならではの教育に取り組み、「学んで良しのまちづ
くり」を推進していきます。

◆萩市ならではの教育の推進
　ひとり１台のタブレット端末の活用とともに、家庭
でのオンライン学習の実施や ICT を活用した学校同
士の交流、遠隔授業に取り組みます。また、海外での
語学研修の実施、英語検定料の助成等による英語力の
向上を図り、世界で活躍できる人材の育成に努めます。
　さらに、小中一貫教育の推進、農業を体験する萩農
下村塾や地域行事への参画など、地域との連携を深め、
特色あるふるさと学習を展開していきます。

「明るく元気な萩市をつくる」
田中市長は、令和３年６月の市議会定例会で、市政運営にか
かる所信を表明しました。全文は、市 HP に掲載しています。

３

４

働いて良しのまちづくり

学んで良しのまちづくり

５ 育てて良しのまちづくり
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６月補正予算の概要

地域活力を向上させ、“明るく元気な萩市”を
推進するため４億2,360万円を追加補正

　令和３年度当初予算は、３月に市長選挙を控え、市民生活に直結する扶助費などの義務的経費や
一般行政経費を主体として、投資的経費等は原則として継続事業を中心にした予算編成でした。
　このため、今回の補正予算では、新規事業や政策的経費等を追加計上しました。

子育て世帯応援誕生祝金事業 （1,923 万円）
　次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、経済的支援を図り、子育てにやさしい
魅力あるまちづくりを推進するため、令和３年４月１日以降に出生する子育て世帯
に対し、市内共通商品券を支給します。

新規

新規 新規

問い合わせ 子育て支援課　☎ 25-3259

対象者は？ 令和３年４月１日以降に生まれた子を持つ世帯

申請は？ 申請は不要

支給額は？ 10 万円（市内共通商品券）

支給方法は？ ６月末までに出生した方には郵送（注）
７月以降に出生された方には原則窓口渡し

　市民と行政が一体となったまちづくりを推進する
ため、市長が市民と対面形式で地域振興やまちづく
りへの意見や提案などを直接お聴きする「一日市長
室」を各総合事務所、支所・出張所等に開設します。

　萩市総合情報施設が提供するケーブルテレビ放送
について、地域間格差の解消および災害に強い情報
通信基盤を構築するため、川上・福栄地域の光化に
取り組みます。

一日市長室開設事業（12 万円） ケーブルテレビ放送光ファイバー
整備事業　　　　　　（240 万円）

問い合わせ　 財政課　☎ 25-3349

チャイルドシート・ベビーカー
ベビーベッド・おむつ購入費補助事業

令和３年３月 31 日までに出生された方
　申請期限：令和４年３月 31 日

（注）令和 3 年 4 月 1 日以降 6 月 30 日までに
　　出生された方

　上記の誕生祝金は、既に本補助金を申請
されている場合、補助金額との差額を支給
します。

今年度終了します

※今後申請が見込まれる方は、申請期限内
に手続きをお願いします。

↑詳細は
こちらへ

詳細は
こちらへ→
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新規 新規

　各総合事務所管内における地域の課題把握や地域
振興施策について、地域の意見をお聴きするため、
各地域に「地域事業懇話会」を設置し、意見交換を
行います。

　萩市に移住・定住を希望する方の総合的な相談に
加え、萩と関わりたい人と地域をつなぐための新た
な拠点「萩暮らし案内所」を旧明倫小学校４号棟に
整備します。

地域事業懇話会運営事業
（100 万円）

萩暮らし案内所拠点整備事業
  （532 万円）

子育て世帯生活支援特別給付金事業 （1,665 万円）
　低所得の子育て世帯の生活を支援するため、４月に補正予算計上を行ったひとり親世帯
に続き、ふたり親等の世帯を対象とした特別給付金を支給します。また、ひとり親世帯の
うち国制度の対象とならない方についても、市単独施策として対象とします。

支給額は？ 児童１人あたり５万円（随時支給）

支給額は？ 児童１人あたり５万円

申請期間 令和４年２月 28 日㊊まで

問い合わせ 子育て支援課　☎ 25-3536

●ひとり親世帯分

●ふたり親等の低所得子育て世帯分（ひとり親世帯分で受給された方は除く）

※令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和３年
度の住民税均等割が非課税の方は申請手続きが不要で、6 月 30 日㊌に支給しています。
　なお、未申告および萩市に課税情報がない方で本給付金の要件に該当される方は、後日
ご案内いたします。

※対象となる①〜③の方は、申請手続きが必要です。

対象者は？ ①令和３年３月31日時点で、18歳未満の児童（障がい児の場合、20歳未満）を養育する父母等
※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。

対象者は？

①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 
②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
給している方と同じ水準となっている方
③令和３年４月以降の児童扶養手当の支給対象となる方（新たな対象者）

対象要件は？
○令和３年度の住民税均等割が非課税である方
○新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和３年 1 月 1 日以降の収入
が住民税非課税相当と認められる方

申請期間
令和４年２月 28 日㊊まで
◎申請の必要な方：高校生のみ養育している方、収入が急変した方、離婚協議中の方、　
DV 避難中の方、公務員

詳細は
こちらへ→

詳細は
こちらへ→
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新規

　旭農産物加工販売所「つつじ」の活性化を図る
ため、隣接する施設を改修し、明木地区住民と来
訪者の交流や情報交換、バスの待合などができる
憩いの場を整備します。

明木地区交流施設整備事業
（349 万円）

新規

　ＪＲ西日本のみどりの窓口を削減する計画で、
東萩駅が対象となることから、現在、駅舎内に設
置している観光案内所を移設し、乗車券類販売業
務と観光案内を一体的に行えるよう整備します。

ＪＲ東萩駅乗車券類販売窓口等
管理運営事業　　  （642 万円）

新規

　山陰道（大井・萩道路）の萩東インターチェン
ジ（仮）から中心市街地や観光地への利便性の向
上を図るため、アクセス道路の整備を行います。

山陰道アクセス道路整備事業
（4,278 万円）

新規

　市内の施工業者を利用して、住宅のリフォーム
を行う場合にその経費の一部を支援することで、
地場産業の活性化および空き家の有効活用を図り
ます。詳しくは、11 ページをご覧ください。

住宅改修資金助成事業
（600 万円）

新規

　新しい時代を切り拓くひとづくり拠点として、
施設利用者の利便性の向上と利用促進を図るた
め、Wi-Fi 環境を整備し、ひとづくりに資する研
修の開催等を実施します。

萩セミナーハウス利用促進事業
（210 万円）

　旧明倫小学校３号棟の活用を図るため、必要な
設計業務を行います。

旧明倫小学校 3・4 号棟整備事業
（278 万円）

新規

　萩医療圏における中核病院について、新たな検
討組織においてゼロベースで検討を行います。

中核病院検討事業（296 万円）

新規

　紫福ふれあい市場の利便性および集客力を強化
し、利用者および販売額の増加を図るため、施設
の改修を行います。

農産物販売拠点施設改修事業
（459 万円）

新規

　地域産木材の利用拡大や普及啓発を図るため、
地域産木材を使用した住宅建築等に係る支援等を
行います。

森と暮らしのつながり創造事業
  （883 万円）

６月補正予算の概要
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　市民の皆さんと行政が一体となったまちづくりを推進するため、市長が市民と対面形式で地
域振興やまちづくりへのご意見やご提案などを直接お聴きする「一日市長室」を開設します。
７月から 11 月にかけて総合事務所、支所、出張所等で順次開設していきます。

「一日市長室」を開設します！

地域 月日 時間 会場
川上 7月14日㊌ 9:00～12:00 川上総合事務所

須佐 7月27日㊋ 9:00～12:00 須佐総合事務所

田万川 7月29日㊍ 9:00～12:00 田万川総合事務所

むつみ 8月2日㊊ 9:00～12:00 むつみ総合事務所

福栄 8月4日㊌ 9:00～12:00 福栄総合事務所

旭 8月6日㊎ 9:00～12:00 旭総合事務所

■開設日程

※ご意見の内容に応じて、午後から現地確認を予定
しています。
※８月中旬以降の日程が決まりましたら、広報はぎ
や市 HP 等でお知らせします。
※いただいたご意見等は十分協議のうえ、対応を判
断します。

■受付人数
　１日あたり 10 人程度（１人につき 15 分以内）。
　※申込みが多い場合は、状況に応じて日程を調整
　します。
　※団体・グループでの申込可（参加人数は３人以
　内とします）。
　※事前予約制（先着順）で申込を受け付けます。
■申込事項　
　住所、氏名、参加人数、電話番号　
　※申込時にご意見の内容を確認します。
■申し込み先　
　開設日の 3 日前までに総合事務所、支所・出張
所または秘書広報課まで電話、FAX、メール
■問い合わせ
　秘書広報課　☎︎ 25-3178、FAX26-5458
　メール kouhou@city.hagi.lg.jp

生活困窮者自立支援金事業 （450 万円）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、緊急小口資金等の特例貸付が、
貸付限度額に達しているなどの事情により、特例貸付の利用ができない生活困窮世帯に対
し、支援金を支給します。

支給金額は？
単身世帯　６万円（月額）
２人世帯　 8 万円（月額）
３人以上世帯　10 万円（月額）

支給期間 7 月以降の申請月から３カ月（申請受付は 8 月末まで）

対象者は？ 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、下記の要件を満たす世帯

対象要件は？

①住民税均等割が非課税となる収入額の 1/12、②生活保護の住宅扶助基準額
① + ②の合計金額以下
世帯の預貯金と現金の合計金額が①の６倍以下（ただし 100 万円以下）
ハローワークで求職活動を行う方、または生活保護を申請中の方

新規

新規

新型コロナウイルス感染症

申し込み・問い合わせ 福祉支援課　☎ 25-3236
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　萩市出身、大井在住、59 歳。昭和 60 年４月
に萩市役所入庁、税務課、建築課などで勤務、地
域政策調整課長、文化財保護課長、総務課長など
を歴任し、平成 29 年４月から総務企画部長、平
成 30 年４月から本年 6 月末まで総務部長。

　萩市出身、椿沖原在住、67 歳。昭和 56 年４
月から県内中学校の教諭として勤務。平成 21 年
４月から萩市教育委員会学校教育課長、平成 24
年４月から萩東中学校長などを歴任し、平成 28
年４月から本年５月末まで山口大学大学院教育学
研究科（教職大学院）教授（特命）。

７月１日
副市長、教育長が就任

　４月から空席となっていた副市長、教育長が、６月
市議会の同意を得て決まり、７月１日に田中市長から
辞令が交付されます。
　任期は、副市長が４年、教育長が３年となります。

柴田 一
いちろう

郎 副市長 池田 廣
ひ ろ し

司 教育長

○管理部門を集約するため、財政課と財産管理課を総
務部に編入する。
○市民生活に直結する部署を集約するため、課税課と
収納課を市民部に編入する。
○旧町村部の振興を市全体で取り組み、課題解決に向
けての総合調整を図るため、地域政策部を総合政策部
に編入する。
○市の基本方針のもとで産業振興施策を推進し、関連部署
の連携を図るため、産業戦略部を総合政策部に編入する。

７月から組織を改編します

○商工業と観光業の連携を強化し、振興施策をさらに円
滑に進めるため、商工政策部と観光政策部を統合し商工
観光部とする。
○ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進
計画に重点的に取り組み、デジタル技術等の活用によ
り業務の効率化を進め、行政サービスの向上を図るた
め、総合政策部内にＤＸ推進室を新設する。
○ジオパーク活動は地域づくりの視点が重要なため、
地域づくり推進課とともに総合政策部に編入する。
○国や県とともに、山陰自動車道などの高規格道路の
整備を強力に推進するため、土木課内に山陰道等整備
推進室を新設する。

人事課　☎︎ 25-1239

７月から、次のように組織改編を行います。
これに伴う庁舎内の配置に変更はありません。

総 務 部 総 務 課

課報広書秘

課事人

課政財

産 業 戦 略 室

課理管産財

課理管機危災防

契 約 監 理 課

地 域 づ く り 推 進 課

技 術 検 査 課

総 合 政 策 部 企 画 政 策 課

おいでませ、豊かな暮らし応 援課

見 島 ・ 大 島 ・ 大 井 ・ 三 見

情 報 政 策 課

Ｄ Ｘ 推 進 室

ジ オ パ ー ク 推 進 課

がんばろう萩！新型コロナウイルス対策室

市 民 部 市 民 活 動 推 進 課

市 民 課

環 境 衛 生 課

課 税 課

収 納 課

商 工 観 光 部 商 工 振 興 課

企 業 誘 致 推 進 課

観 光 課

文 化 財 保 護 課

ま ち じ ゅ う 博 物 館 推 進 課

萩 博 物 館

萩 ・ 明 倫 学 舎 推 進 課

※組織改編を行った部署のみ掲載しています。
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　平成 25 年７月 28 日に発生した萩市東部集中豪雨災害は、市に甚大な被害をもたらしました。
この災害の経験と教訓を風化させることなく、日頃から災害に対する備えを強化し、一人ひとりの
防災意識を高めましょう。

７月 28日は「萩市民防災の日」

◆式典・防災講演会
７月 28 日㊌　18:30 ～ 19:30
総合福祉センター 多目的ホール

■講演会　「阿武川ダムと阿武川の防災情報等に
　ついて」
■講師　山口県河川課職員

７月 20 日㊋までに、防災危機管理課へ
　☎︎ 25-3808

７月 21 日㊌～８月５日㊍
市役所ロビー

◆ NPO 法人防災・砂防ボランティア
協会によるパネル展示

　家族で、地域で、職場で「防災」につい
て話し合いましょう。

◆７月 23 日㊎～ 29 日㊍
「萩市防災週間」

金山谷トンネル付近（H25.7.28）

　開催を間近に控えた東京オリンピック・パラリン
ピックなどの、国際的なイベントを狙ったテロリスト
の侵入を水際で阻止するため、港湾危機管理を担当す
る萩港港湾危機管理コアメンバー機関によるテロ対策
合同訓練が萩港潟港後小畑岸壁で実施されました。
　訓練では、テロリストの制圧や爆発物の処理、不審
船の追跡等、さまざまな状況が想定され行われました。

6月3日 萩港テロ対策合同訓練実施
■萩港港湾危機管理コアメンバー
　仙崎海上保安部、萩海上保安署、山口県警察本部、
山口県萩警察署、門司税関下関税関支署萩出張所、広
島出入国在留管理局下関出張所、中国地方整備局宇部
港湾・空港整備事務所、中国運輸局山口運輸支局、萩
市消防本部、山口県萩土木建築事務所
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　県の広域集団接種では、「モデルナ社製ワクチン」を使用します。接種対象年齢は 18 歳以上で、
２回目の接種は１回目の接種の４週間後となります。
■会　場　山口県庁（３Ｆ職員ホール）山口市滝町１丁目１- １　　　　
■接種日・予約受付期間（追加の日程は別途お知らせします）

■予約方法　市の集団接種と同じ（県では予約受付を行っていません）

■その他　◦予約や接種時には萩市のクーポン券が必要となります。
　　　　　◦当日の持ち物・服装は市の集団接種と同じです。
　　　　　　クーポン券と同封の案内文をご確認ください。

県が実施する広域集団接種でも接種ができます（18 歳以上の方が対象）

※県の広域集団
接種について⇒

１回目 ２回目 接種時間帯 予約受付期間
7 月 10 日㊏ 8 月 7 日㊏ 15:30

～

16:00

6 月 28 日㊊ 9:00 ～ 7 月 6 日㊋ 17:00
7 月 17 日㊏ 8 月 14 日㊏ 7 月 5 日㊊ 9:00 ～ 13 日㊋ 17:00
8 月 21 日㊏ 9 月 18 日㊏

8 月 9 日㊊ 9:00 ～ 17 日㊋ 17:00
8 月 22 日㊐ 9 月 19 日㊐

①市コールセンターへ電話予約 ☎︎ 0838-21-5672（毎日 9:00 ～ 17:00）

②ＨＰから予約 毎日 24 時間対応（毎週水曜日 20:30 ～ 22:30 は
メンテナンスのため受付停止）③アプリから予約

①の電話予約は込み合うこともありますので、なるべく②③の方法で予約をお願いします。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　これまで 16 歳以上の方が対象でしたが、市内の接種で使用する「ファイザー社製ワクチン」の接
種対象年齢が 12 歳以上に引き下げられました。
　12 歳以上 16 歳未満の方への接種方法については、現在調整中です。決まり次第お知らせします。

　6 月 21 日時点の接種率は、１回目を終了した方が 60.77％、２回目を終了した方が 27.78％です。
接種を希望される方で、未接種の方は早めに接種予約をお願いします。予約の方法などが分からない
場合は、市コールセンターまたは市の新型コロナウイルス対策室までお問い合わせください。

　ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合もあります。また、ワクチンを接種した方
から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、「３つの密（密集・密接・
密閉）」の回避、マスクの着用（※）、こまめな手洗いや手指消毒、十分な換気などの感染予防対策を
徹底してください。
※マスク着用時は熱中症に注意を（激しい運動は避け、こまめな水分補給を）。

12 歳以上 16 歳未満の方も接種対象となりました

萩市における 65 歳以上の高齢者のワクチン接種率について

ワクチン接種後も感染予防対策の徹底をお願いします　

※６月 22 日時点の情報であり、変更になる場合があります。

接種費用

（全額公費）

無 料

対象市町：山口市、萩市、防府市、長門市、美祢市、阿武町県央部エリア



広報はぎ 令和３年７月号 11

◦入院、入所中の医療機関や施設で接種を受ける方
　⇒　医療機関や施設でご相談ください。
◦基礎疾患（※）で治療中の医療機関で接種を受ける方
　⇒　医療機関でご相談ください。
◦お住まいが住所地と異なる方　⇒実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。
実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。
　【例①】国や都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合（会場ごとの対象区域
　に居住している場合に限る）、職域接種　⇒　届出不要で接種が可能
　【例②】単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生　⇒　お住まいの市町村へ事前に届出を行うこと
　で接種が可能（大規模接種や職域接種の場合は届出不要）

住民票がある場所（住所地）以外での接種について

問い合わせ・相談窓口問い合わせ・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　毎日 9:00 ～ 17:00
　○接種時期・場所、接種方法に関すること　○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　☎︎ 0838-21-5925　平日 8:30 ～ 17:15
　○萩市のワクチン接種全般に関すること

住まいのリフォーム資金を助成します
●住宅改修資金助成
　市内で自らが所有または取得し居住するもの
で、市内施工業者を利用し、既存住宅のリフォー
ムを行う場合に予算の範囲内で、その経費の一部
を助成します（先着順）。
　また、子育て世帯や三世代同居・近居、居住の
ための空き家リフォームを行う場合は助成額等の
加算を行います。
■申請期間　令和４年1月31日㊊まで　（土・日・
祝日は除く）
■申請方法　建築課に備え付けの申請用紙に記入
し、必要書類（金額や工事内容が証明出来るもの
の写し、工事前の写真等）を添えて提出してくだ
さい。申請用紙は、市 HP からダウンロードでき
ます。

建築課　☎︎ 25-3693

■補助金の額

詳細は
こちらへ→

問い合わせ・相談窓口問い合わせ・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　☎︎ 0120-761770　毎日 9:00 ～ 21:00
　○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　☎︎ 083-902-2277　毎日 24 時間対応
　○ワクチンの副反応等に関する相談　　　　　　○副反応発生時の受診に関するアドバイス
　○ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供　○ワクチン接種の可否に関する相談

※広報はぎ６月号
６ページまたは

市 HP へ⇒　

助成額 加算

工事に要した経費の 10％
かつ上限 10 万円

（ただし、加算後の上限は
30％、50 万円）

子育て世帯、新たに三世代
同居・近居に該当する場合
+10%（上限 20 万円）

空き家のリフォーム +10%
（上限 30 万円）

仕上げ等に地域産木材を 10
㎡以上使用する場合　
上限 10 万円（※）

※地域産木材を使用する部分の費用に対し、1/2 の補助
率とする。

新規
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●市税の徴収猶予 ●国民健康保険料・介護保険料の減免
　事業等の収入に相当の減少があった方は、１年
間、市税の徴収猶予を受けることができます。
※担保の提供は不要で延滞金もかかりません。

対象者

２つの要件を
いずれも満た
す方

①令和３年４月以降の任意の期間
（１カ月以上）において、収入が前々
年同月比で概ね 20％以上減少して
いる方
②一時の納税が困難と認められる方

対象市税

個人市県民税、法人市民税、固定資
産税などほぼすべての税目
※令和３年４月１日から令和３年９
月 30 日までの納期限のもの。

申請手続

各税目の納期限まで
※添付書類の提出が困難な場合は、
口頭による説明でも可能など柔軟に
対応します。
※郵送や税理士等の代理申請も可。

収納課　☎︎ 25-3209 課税課　☎︎ 25-3781

対象者

主たる生計維持者の事業収入等が
前年の事業収入額から３割（30％）
以上減少見込みとなる方
※事業収入は営業収入や農業収入、不
動産収入、給与収入等が該当します。
※減免は、前年の所得が 1,000 万
円以下等の所得制限があります。
※持続化給付金等は減免の収入計算
に含むことはできません。

保険料
減免額

前年所得の内、国保加入者等全員の
所得額合計から収入減少が見込まれ
る事業所得の割合に応じて減免額を
算定します。

〇国民健康保険料の減免

〇介護保険料の減免
　生計維持者の収入が著しく減少したなどの特別
な事情があり、一時的に保険料の納付が困難に
なった場合には、保険料の全部または
一部を減免する制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的にお困りの方へ

■給付の対象
　2021 年３月から 11 月までの期間のうち、連続す
るいずれか３カ月の売上高の平均月額（３カ月間の
売上の合計を３で割った額）と前々年同期間（2019
年３月～ 11 月）の売上高の平均月額とを比較して
30％以上減少している市内の中小企業等
※一次産業に該当する業種や NPO、社団法人等は対
象外となります。
※これまでに「緊急サポート給付金（第１期：3/1 ～
6/30 申請分）」やその他のコロナウイルス感染症に係る
給付金や補助金を受けている場合も対象となります。
■申請期限　12 月 28 日㊋
■申請方法　所定の申請書兼請求書に売上が減少して
いることが分かる書類（確定申告書や売上台帳等の写
し）、滞納のない証明を添付して商工振興課へ提出
※新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係
る収入に相当の減少があった方は、市税の徴収猶予を
受けることができますので、収納課へご相談ください。

がんばろう萩！中小企業等緊急サポート給付金
　新型コロナウイルス感染症第４波の影響を受け、著しく売上が減少し、厳しい経営状況にある
市内の中小企業等の事業継続を支援するため、「緊急サポート給付金（第 2 期）」を給付します。

■給付金額
　連続する３カ月の売上高の平均月額の差額を給付。
ただし、減少率に応じて上限額が異なります。
○ 30％以上 50％未満減少　上限：10 万円
○ 50％以上 70％未満減少　上限：30 万円
○ 70％以上減少　　　　　  上限：50 万円

2019 年の売上 2021 年の売上
３月　40 万円
４月　30 万円
５月　50 万円

３月　30 万円
４月　20 万円
５月　10 万円

平均　40 万円① 平均　20 万円②
上　限　額：30 万円A
給付対象額：20 万円B
給　付　額：20 万円

（①−②）÷①＝ 50％
①−②＝ 20 万円
AとBを比較し少ない額
が給付額です

（例）

商工振興課　☎︎ 25-3108

第２期

詳細はこちらへ→

※給付の対象となる期間中、申請は１事業者１回です。
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■申込期間　７月５日㊊～８月 20 日㊎
■申込方法　参加表明書を産業戦略室に提出。参加表
明書を提出された方は、８月 31 日㊋までに企画提案
書（任意様式）などの必要書類を提出してください。
■審査方法　関係者で構成された「審査委員会」にお
いて書類審査、プレゼンテーションおよびヒアリング
等により審査し、各委員の評価点合計の高いものから
優先交渉権者として決定します。
※プレゼンテーション、ヒアリングの日程等は個別に
申込者にご連絡します。
■入居可能日　令和４年３月頃（予定）
　９月末までに審査、入居者決定を終え、外構工事後、
12 月頃から必要な内装工事を行っていただきます。
※貸付料等詳しくは、7 月５日から市 HP に「入居者
募集公募型プロポ―ザル実施要領」を掲載しています
ので、入居を検討されている方は
ご確認ください。

産業戦略室　☎︎ 25-3351

【施設概要】
■施設名　旧明倫小学校４号棟
■所在地　萩市大字江向 602 番地
■建物構造　木造２階建、寄棟造・洋瓦葺　
■建物面積　1,694.03㎡

階数 区画 公募
スペース

床面積
（㎡） 設備

２階 産業
ゾーン

教室１ 66.2

空調
照明

教室２ 66.2
教室３ 132.0
教室４ 66.2
教室５ 66.2

１階
ひとづくり

ゾーン
教室６ 66.2

教室７ 66.2 空調
照明

シンク
換気扇

交流
ゾーン 教室８ 66.2

　旧明倫小学校４号棟の教室に入居し、新たな産業や雇用機会の創出、また、地域を担
う人材育成、市内外の交流によって賑わいを創出する事業者・団体・個人を募集します。

旧明倫小学校４号棟の入居者を募集！

※共有設備
　トイレ、給湯室、エレベーター、フリー Wi-Fi

【貸付教室の概要】

■平面図　下記、教室１〜教室８が募集スペース

１階

２階
工事中の教室

詳細は
こちらへ→
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　昨年 10 月に実施された国勢調査の速報値で、本市
の人口は、前回の平成 27 年と比べて 4,899 人 (9.9%)
減少し、44,661 人（男：20,617 人、女：24,044 人）
で、世帯数は、20,330 世帯となりました。
　また、山口県の速報値の人口は、前回の平成 27 年
と比べて 61,742 人減少し、1,342,987 人となりま
した。
　なお、この結果は、速報数値ですので確定数値と変
わることがあります。

企画政策課　☎︎ 25-3431

区　分
令　和　２　年

世　帯
人　　　口

総　数 男 女

萩市全体 20,330 44,661 20,617 24,044
萩 16,015 35,157 16,216 18,941

川　上 371 759 371 388
田万川 1,075 2,386 1,100 1,286
むつみ 566 1,241 589 652
須　佐 1,048 2,233 1,037 1,196

旭 595 1,386 639 747
福　栄 660 1,499 665 834

令和２年国勢調査地域別
人口・世帯数速報値

　市では、地域おこし協力隊の卒業生 10 人を「地域
おこしメッセンジャー」として任命しました。
　萩暮らしの魅力の情報発信、関係人口の受入れ、移
住者や地域おこし協力隊の定住支援を行います。

地域おこしメッセンジャーを任命

「萩市地域おこし協力隊」
新たに４人着任！

　市では、都市住民など地域外の人材を「地域おこし
協力隊」（会計年度任用職員）として採用し、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。
　４月 1 日と６月１日、新隊員４人が配属しました。

吉
よ し ず

津 宏
ひ ろ き

樹さん
■配属先　川上総合事務
所（4 月 1 日着任）
■活動内容　阿武川ダム
湖の活用に関する活動
■今後の抱負　
　川上地域の魅力を発信
し、「川上に行ってみよ
う」と思ってもらえるよ
うに楽しく活動していき
たいと思います。

和
い ず み

泉 宏
ひろし

さん
■配属先　教育政策課

（4 月 1 日着任）
■活動内容　高校魅力化
に関する活動
■今後の抱負
　萩ならではの地域学校
連携・協働推進のために、
さまざまな方々と手を取
り合い、尽力します！

原田 透
とおる

さん
■配属先　文化財保護課

（4 月 1 日着任）
■活動内容　文化財施設
の活用に関する活動
■今後の抱負　
　文化財施設を活用した
各種企画を通じ、地域の
皆さんと楽しみながら活
動していきたいと思いま
す。

宮本 豪
ごう

さん
■配属先　教育政策課

（6 月１日着任）
■活動内容　高校魅力化
に関する活動
■今後の抱負　
　市内３高校の魅力化に
全力を尽くします！萩市
の皆さま、どうか力をお
貸しください！

おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎︎ 25-3360

○深野 和
かずのり

範
○宮﨑 隆

たかひで
秀

○河
こ う つ

津 梨
り か

香
○髙橋 伸

のぶまさ
匡

○髙
たかしお

汐 亜
あ い

依
○吉田 知

ともひろ
弘

○石田 洋
よ う こ

子
○長富 幸

さ ち こ
子

おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎︎ 25-3360

○岡本 智
ともゆき

之
○平田 貴

たかのり
紀

※総務省の人口速報集計結果と相違する場合があります。

田中市長と代表して任命書を受け取った宮㟢隆秀さん
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春の花いっぱい運動受賞者決定
　４月に、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。
◆学校の部（応募20件）

【金賞】明木小学校・旭中学校
【銀賞】福栄小中学校、明倫小学校、越ヶ浜中学校
【銅賞】田万川中学校、椿西小学校、育英小学校
　　　  大井小中学校、川上中学校
◆地域・職域団体の部（応募10件）

【金賞】白
は く す い

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）
　　　 萩市教育委員会（江向）

【銅賞】大島地区環境衛生組合（大島）
　　　 須佐公民館放課後子ども教室（須佐本町下）
◆個人の部（応募10件）

【金賞】柴田 静
し ず え

江（須佐）
【銀賞】福

ふ く ば
塲 勝

か つ こ
子（上田万）

【銅賞】佐々木 輝
て る お

雄（今古萩）、岩田 克
か つ こ

子（椿）
　　　 堀 誠

せいひちろう
七郎（大井）

※金・銀・銅賞のみ掲載

明木小学校・
旭中学校

白水会館・
しらみずクラブ

柴田邸

全国大会出場おめでとう！
全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

［男子組演武］ ［男子組演武］
増田 喜

き か
伽

（萩商工高校３年）
吉田 圭

け い き
希

（萩商工高校３年）

［女子単独演武］
楠
くすもと

本 帆
ほ の か

乃香
（萩光塩学院３年）

［女子単独演武］
高屋 那

な ほ
帆

（萩高校２年）

卓球 ８月 12 日〜 17 日　富山県

［シングルス］
西内 梨

り の
乃

（萩光塩学院３年） （萩光塩学院２年）

［シングルス］
榎

えのき
 花

か れ ん
恋

少林寺拳法 ７月 29 日〜８月１日　長野県

全農杯 2021 年全日本卓球選手権大会
７月 22 日〜 25 日　兵庫県

藤田 小
こ は る

春
山本 匠

しょうま
馬

（椿西小学校６年）
（明倫小学校２年）

［ホープス女子
　　シングルス］

［バンビの部］

（萩市卓球スポーツ少
年団 GOOD FORM)
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科目 自然、文化、歴史、幕末維新
※１科目のみでも受検できます。

受検資格 どなたでも

受検方法

各自パソコンやスマートフォンにより受検
※年間を通じて受検できます。
※パソコン等がない場合は、問題用紙の郵
送により受検可。返信用封筒（140 円切手
を貼付、住所・氏名を記入）を事務局まで
送付してください

出題形式 各科目択一式 50 問

萩を知っていますか？
萩を知ってよかった！

【初級コース】

萩第 回３ 検定

【中級・上級コース】　 12 月実施予定
※会場等の詳細が決まり次第お知らせします。

※詳細は萩検定 HP をご覧ください。

　初級コースは「いつでも・どこでも・無料」でインター
ネット (PC やスマホ、タブレットなど ) から受検で
きるので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。

萩検定実行委員会事務局（まちじゅう博物館推進課
内）☎︎ 25-3290、FAX 25-3142

上田 晃
こ う じ

司竹森 れい
■着任日　令和 2 年 10 月
■東京都江戸川区から移住
■配属先　おいでませ、豊かな暮
らし応援課
■現在行っている活動
　ローカル情報の収集・編集・発
信や関係人口や移住者を増やすた

■着任日　令和 2 年 10 月
■山口市から移住
■配属先　産業戦略室
■現在行っている活動
　①「萩 G

ご ち
oChi」の取材・記事

作成・編集など、②「la fete du 
pain HAGI（萩のパン祭り）」と

30 萩市地域おこし協力隊活動紹介
市では、20 人（６月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力を生かし、活動しています。
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。

33 おいでませ、豊かな暮らし応援課　
☎ 25-3360

いう萩のパンにスポットを当てた企画の開催
■今後の展望
　「la fete du pain HAGI」の取り組みを県内へ広く
展開していきたいと思っています。また、「究極の牛
めし」という企画による長萩和牛のブランディング推
進や、「萩食で健康 Body」という食を通じた美容健
康に関する取り組みで、「食」を通じた地域振興を実
現していきたいと思っています。

めの取り組みに関するチラシ、冊子などの制作
■今後の展望
　関係人口や移住者を増やすために、萩市独自の媒体
を制作・運営していければと思っています。また、写
真家として萩の魅力を写真に収め、どんどん発信して
いきたいと思います。

　３月 30 日、萩市と阿武町の６酒蔵が製造する日本
酒に関して、酒類では中国地方で初めて、国税庁から

「地理的表示（GI）」が指定され、６月 13 日から GI
萩マークの貼られた商品が県内外
に出荷されました（販売店は山口
県酒造組合 HP をご覧ください）。
　また、当日（13 日）は GI シンポジウムが開催さ
れ、萩市と東京都リモート会場をオンラインで結
び、日本酒スタイリストの島田律

り つ こ
子さん、EXILE THE 

SECOND・13 代酒サムライの橘
たちばな

ケンチさんにご出
演いただきました。
　基調講演では、島田さんが、世界酒としての日本酒
の可能性について話され、また、パネルディスカッショ
ンでは酒蔵の皆さんの酒造りへの想いや、「GI 萩」指
定までの苦労話、今後の展開などについて意見交換が
交わされました。

産業戦略室　☎︎ 25-3351

「GI萩」マークの貼られた
日本酒が県内外に出荷！

←当日の模様はこ
ちらから配信
※7月4日㊐まで

←山口県
酒造協同
組合 HP
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市では、将来の萩市を担うチャレンジ精神旺盛な職員を募集します。多くの方の応募をお待ちしています。

※上記のほか、市民病院看護師・薬剤師（有資格者）は
随時募集しています。
※すべての職種で、萩市内に居住できる方（市民病院医
療職は、特別な事情がある場合を除く）に限ります。

令和３年度 人事課　☎︎　25-1239
職員募集・採用試験に関する問い合わせ

上記に関する提出書類・申込方法は、市 HP や募集要項をご確認いただくか、人事課まで直接お問い合わせください。

萩 市 職 員 募 集
職種 募集人員

（予定）
受験資格（すべての条件を満たすこと）

※年齢は令和４年 4 月 1 日現在 第１次試験内容

初級事務
（高校・短大卒）

若干名
①平成 12 年４月２日以降に生まれた方（21 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を除く）を卒業した方または令和４年３月
までに卒業見込みの方

事務：教養試験
土木：専門試験

（以下共通）
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

初級土木
（高校・短大卒）

社会人経験者
（事務職）

若干名
①昭和 57 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を含む）を卒業した方
③民間企業等での職務経験が５年以上ある方
※令和３年度萩市職員採用試験を受験された方は応募できません。

社会人基礎試験
作文試験
事務適性検査
集団面接

社会人経験者
（土木技術職）

若干名
①昭和 51 年４月２日以降に生まれた方（45 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を含む）を卒業した方
③民間企業等での職務経験が５年以上ある方

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接電気技術職 １名程度

①昭和 51 年４月２日以降に生まれた方（45 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を含む）を卒業した方または令和４年３月
までに卒業見込みの方

初級消防
（高校卒以上）
※大学卒も可

若干名

①平成６年４月２日以降に生まれた方（27 歳以下）
②高等学校以上（４年生大学を含む）を卒業した方または令和４年３月
までに卒業見込みの方
③普通自動車以上の運転免許証（AT 車限定除く）を取得している方ま
たは令和４年３月までに取得見込みの方
※令和３年度に高校を卒業見込みである方に限り、令和５年３月までに
取得すること

教養試験
消防適性検査
体力測定

保育士 若干名
①平成６年４月２日以降に生まれた方（27 歳以下）
②保育士資格を有する方または令和４年３月までに保育士資格を取得す
る見込みの方

専門試験
作文試験
職場適応性検査
集団面接

保育園調理員
１名程度

①昭和 57 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②中学校卒業以上の方
※調理師免許は必要ありませんが、調理ができる方

教養試験
作文試験
業務適応性検査
職場適応性検査
集団面接

学校給食調理員

保健師 1 名程度
①昭和 57 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②保健師免許を有する方または令和４年２月実施予定の保健師国家試験
に合格し当該免許を取得する見込みの方

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

文化財専門職
（建築士） １名 ①昭和 57 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）

②二級建築士以上の資格を有する方

教養試験
作文試験
職場適応性検査
集団面接

文化財専門職
（発掘調査・文化財
保護業務）

１名
①昭和 57 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②４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
③埋蔵文化財発掘調査の実務経験を３年以上有する方

課題論文審査
書類選考

市民病院
臨床検査技師 1 名

①平成２年４月２日以降に生まれた方（31 歳以下）
②臨床検査技師免許を有する方または令和４年２月実施予定の臨床検査
技師国家試験に合格し当該免許を取得する見込みの方

専門試験
職場適応性検査
個人面接

■募集期間　７月１日㊍〜 8 月 16 日㊊
■第一次試験　9 月 19 日㊐
■採用予定日　令和４年 4 月 1 日㊎
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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
明倫小の制服等、整理ダンス、プリ
ンター、ペットサークル、ベビー
フェンス、子どもみこしの台、クロ
スバイク、パイプハンガーラック、
掃除機、ガスコンロ、焼きもの各種、
16 インチテレビ、子ども服、木製
ラック
■おゆずりください
ロードバイク、クロスバイク、マイ
ク、もちつきの杵と臼
※登録は３カ月間。登録者と直接交

◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日
エコプラザ・萩情報

☎ 24-5300椿東 4703-49

新しい民生委員・児童委員
　担当者が不在であった地区の民生
委員・児童委員が決まりました。
■任期　令和４年 11 月末まで

福祉政策課　☎︎ 25-3550

市長の資産公開
　市では、条例に基づき市長の資産
等について、関連会社等報告書を公
開します。

６月 30 日㊌～
　平日開庁日の 8:30 ～ 17:15

総務課、各総合事務所地域振興部門
総務課　☎︎ 25-3359

マイナンバーカードの申請・受
取はお済みですか？
　申請をはじめとするマイナンバー
カードに関する手続きとして、臨時
窓口を開設します。

担当地区 名前

玉江浦１区の３ 村谷　充
み つ お

生

大井港上・港浜 岡本　次
つ ぎ よ

代

【臨時窓口開設日】
７月 25 日㊐、８月 22 日㊐、９月
26 日㊐　9:00 ～ 12:00

電話で事前予約
【申請】

・本人確認書類（運転免許証など）
・写真（当日無料撮影）
【受取】
・届いたハガキ
・本人確認書類（運転免許証など）
・通知カード
・住民基本台帳カード（持っている
方のみ）

市民課　☎︎ 25-3493

固定資産税を減額します
　申告により、認定長期優良住宅等
に対する固定資産税の減額を受ける
ことができます。
　対象要件や減額内容等の詳細は、
お問い合わせください。

認定長期優良住宅、省エネ改修、
バリアフリー改修、耐震改修
■申告期限　長期優良住宅の場合
は、新築した年の翌年１月 31 日ま
で。改修の場合は、改修
工事完了後、３カ月以内。

課税課固定資産税係

　☎︎25-3485

後期高齢者医療制度～保険料額
決定通知書を送付します～
　今年度の保険料額のお知らせを７
月中旬に送付します。保険料額と納
付方法をご確認ください。
■保険料の決まり方
　今年度から均等割額の 7.75 割軽
減がなくなり７割軽減（本則）とな
り、また、保険料計算の基となる軽
減判定所得や基礎控除額等が見直さ
れました。
　詳しくは被保険者証

（７月送付）に同封の
資料をご覧ください。

山口県後期高齢者医療広域連合　
　☎︎ 083-921-7111　
　市民課保険年金係　☎︎ 25-3239

国民健康保険と後期高齢者医療
制度保険証・認定証は８月更新
　新しい保険証を７月末までに簡易
書留で郵送します。古い保険証は、
８月１日以降使用できませんので、
各自で適切に処分してください。
　現在、認定証をお持ちの方で、引
き続き認定を希望される方は、８月

渉。希望者はご連絡ください。
◎夏休み講座
○子供リサイクル講座

8 月 21 日㊏
　10:00 ～ 15:00

古布で魚のぬいぐるみを作る
8 人（小学４年生～、親子で参加

可）
100 円
7 月 17 日㊏ 9:00 ～ 8 月 8 日㊐

16:00　※定員次第しめ切り
◎雑貨の販売

7 月 11 日㊐～ 25 日㊐

◎家具・自転車・人気雑貨の抽選
7月11日㊐～18日㊐12:00まで

■抽選日　7 月 18 日㊐
　13:00 ～

新型コロナウイルス感染症の影響で
中止になる場合がありますので、詳
しくはエコプラザ・萩までお尋ねく
ださい。

インスタグラムと
Facebook で最新情報を
掲載しています。⇒
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31 日㊋までに更新手続きをしてく
ださい。
※７月 15 日㊍から事前申請受付
○後期高齢者医療被保険者
　現在、認定証をお持ちの方で自己
負担額の区分に変更が無い方は、自
動更新で別途送付するため申請不要
です。該当の方には７月下旬に認定
証を送付します。

国民健康保険：市民課
　☎︎ 25-3147　
　後期高齢者医療制度：市民課
　☎︎ 25-3239

国民年金保険料納付が困難な方
　経済的な理由等で保険料の納付が
困難な場合には、申請により保険料
の納付が免除・猶予される制度があ
ります。
■申請期間　７月～翌年６月

市民総合窓口、各総合事務所、支
所・出張所、萩年金事務所に備え付
けの申請書を提出

年金手帳またはマイナンバーカー
ド、失業した場合は離職票または雇
用保険受給資格者証の写し
○ 20 歳になられた方へ国民年金制
度のご案内
　初めて年金制度に加入する 20 歳
になる方向けに日本年金機構 HP に
動画が掲載されています。
　国民年金の大切さやメリット、手
続き等がわかりやすく紹介されてい
ます。ぜひご覧ください。

市民課保険年金係
　☎︎ 25-3239
　萩年金事務所
　☎︎ 24-2158

「公益信託はぎ大学支援市民基
金」への寄付にご協力を
　経済的な理由で、就学が困難な市
内の留学生に奨学金を給付してお
り、現在、６人の留学生が至誠館大
学で学んでいます。
■寄付金

個人　1 口 3,000 円
企業・団体　1 口 1 万円
■寄付金の振込先
山口銀行萩支店　普通　5139104

【口座名義】はぎ大学支援市民基金
企画政策課　☎︎ 25-3102

排水設備指定工事店の追加
　次の指定工事事業者（工事店）が
追加になりました。
　排水設備工事を施工の際は、必ず
市の指定業者（工事店）へ申し込ん
でください。
■葵設備㈱（長門市）

下水道建設課　☎︎ 25-4651

萩海上保安署からのお知らせ
○海の事故ゼロキャンペーン

７月 16 日㊎～ 31 日㊏
〇自船の安全確保３か条
①発航前、機関や燃料等点検の実施
②航行時、常時見張りの徹底
③故障時に備え、救助支援者の確保

○夏季安全推進活動
７月 16 日㊎～８月 31 日㊋

〇海で泳ぐときの注意事項
①管理された海水浴場で泳ぐ
②高波や天候に気をつける
③酔

すいえい
泳禁止

④子供から目を離さない
⑤溺れた人を見たときは、周囲の人
に助けを求める
⑥海の危険な生き物に注意

萩海上保安署　☎︎ 22-4999

７月は「社会を明るくする運動」
強調月間
　犯罪や非行のない明るい地域社会
を築くための全国的な運動で、さま
ざまな啓発活動等を行います。

納期のお知らせ
・固定資産税（２期）
・国民健康保険料（２期）
・介護保険料（２期）
・後期高齢者医療保険料（１期）
※納期を過ぎると督促手数料や
延滞金がかかる場合があります
のでご注意ください。
※コンビニ収納やスマートフォ
ン決済もご利用ください。
※便利で確実な口座振替をぜひ
ご利用ください。
■納期限　８月２日㊊

収納課　☎︎ 25-3575

【作文コンテスト】
市内小・中学生
犯罪や非行のない地域社会づくり

や、犯罪や非行をした人の立ち直り
について考えたこと、感じたこと

（400 字詰め原稿用紙３～５枚）
９月１㊌までに、各学校に提出

※優秀作品には賞品、応募者に記念
品贈呈

【街頭パレード】
○須佐地域　７月３日㊏ 10:00 ～
　須佐総合事務所出発
○田万川地域　７月３日㊏ 9:30 ～
　道の駅ゆとりパークたまがわ出発

市民活動推進課生活安全係
　☎︎ 25-3601

預けて安心！自筆証書遺言書保
管制度
　あなたの書いた遺言書を法務局で
保管することにより、遺言者本人の
死亡後相続人等に発見されなかった
り、改ざんなどを防ぐことができ、
裁判所の検認も不要となります。
　制度の詳細については、法務省
HP をご覧ください。

山口地方法務局萩支局
　☎︎ 22-0478

※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。



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545820

熱中症予防のポイント
　今年の夏は、新型コロナウイルス
感染症への対応をしながら、熱中症
に気をつけることが重要です。
○屋外で人と十分な距離（少なくと
も２ｍ以上）が確保できる場合には、
熱中症のリスクを考慮し、マスクを
はずすようにしましょう。
○のどが渇いていなくてもこまめに
水分補給を心掛けましょう。
○高齢者、子どもは熱中症になりや
すいので十分に注意しましょう。

毎月勤労統計調査特別調査にご
協力を
　厚生労働省と県では、雇用・給
与・労働時間の状況などの調査を７
月 31 日現在で実施します。７月下
旬から８月にかけて、統計調査員が
調査地区内の事業所へ訪問しますの
で、ご協力をお願いします。
■調査対象　
常用労働者数１～４人の事業所
■調査地区　川上地域

山口県統計分析課
　☎︎ 083-933-2654

児童手当・特例給付現況届の提
出はお済みですか？
　６月分以降の児童手当を引き続き
受けるには、６月上旬に送付した現
況届の提出が必要です。未提出の方
は、早急に提出して下さい。提出が
ない場合、支給が差し止められます。
■提出場所　子育て支援課、各総合
事務所市民窓口部門・支所・出張所

子育て支援課子育て支援係
　☎︎ 25-3536

寄付
○田坂健氏から版画、巻

か ん す
子、掛

かけふく
幅３件

○新日本婦人の会萩支部から現金
１万円

お知らせ
萩市男女共同参画推進審議会委員
■任期
　９月１日～令和５年８月31日

男女共同参画に関する施策等につ
いて審議、建議する

市内在住 18 歳以上
若干名（選考により決定）
７月 20 日㊋までに、応募用紙に

必要事項を記入し、男女共同参画推
進室または各総合事務所地域振興部
門へ

市民活動推進課
　男女共同参画推進室
　☎︎ 25-3227

萩ッズセーバー
-summer act2021-

７月 17 日㊏～８月 22 日㊐の
　23 日間開催　※一部平日を除く
　①10:00～12:00
　②13:30～15:30

菊ヶ浜海水浴場
自然体験活動を通じて、楽しみな

がら「海の楽しさ・怖さ」、「自分の
命は自分で守る」ことを学びます。
ウォーターセーフティ・プログラム、
冒険プログラム
※午前、午後のプログラム内容は同
じ内容です。

年中～小学校６年生とその保護者
各プログラム 10 人
500円（保険料含む）

　※保護者も同額
７月５日㊊から希望日前日の

19:00までに、萩サーフライフ
セービングクラブ國木へ　☎︎ 090-
4562-3970

母子・父子家庭交流会「親子ふ
れあいのつどい」

７月 25 日㊐　9:00 ～ 17:30
油谷青少年自然の家（長門市）
プライベートビーチでの海水浴、

シーカヤック体験など
県内在住のひとり親家庭の親と子

　（３歳以上高校生以下）
20 家庭程度
大人 500 円、子ども１人につき

300 円（現地集合の場合は無料）
７月９日㊎までに住所、氏名・ふ

りがな・年齢、学年、電話番号を明
記のうえ申し込み

山口県母子・父子福祉センター
　☎︎ 083-923-2490
メール：y-bosi-senter@tiara.ocn.
ne.jp

萩・阿武・長門合同短歌大会の
参加作品

10 月 30 日㊏　9:00 ～ 15:40
総合福祉センター
２首１組 2,000 円

　※１首でも受け付けます。
７月 15 日㊍までに、事務局備え

付けの応募用紙に、未発表の作品（楷
書で記入）、住所、氏名、電話番号
を記入し、郵送

萩・阿武・長門合同短歌大会事務
局　☎︎ 28-1444（西元）
〒 759-3611　萩市大井 2837-1

萩市美術展　作品募集
■出品資格　▽市内在住または通
勤・通学している方、▽大学、短大、
専門学校などに通う市内出身者で、
家族が市内在住の方、▽市内の美術
団体に加入している方
■出品部門　
○高校生・一般の部＝平面、立体、書、
写真
○小・中学生の部＝絵画、書
※規格、課題等は要項 ( 市 HP から
ダウンロード可 ) を参照。

募　集
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9 月 22 日㊌までに、文化・生涯
学習課、各公民館備え付けの出品
申込書を郵送または持参　〒 758-
0041　文化・生涯学習課　☎︎ 25-
3511

人権教育指導者養成講座
①７月 27日㊋「犯罪被害者と家

族の問題」、②７月 30日㊎「同和問
題」、③８月４日㊌「感染症の問題」、
④８月５日㊍「子どもの問題」

総合福祉センター
市内在中・在勤・在学の方
100人
７月 12 日㊊までに文化・生涯学

習課へ　☎︎ 25-3511 
メール :gk07@city.hagi.lg.jp

萩市子育て支援センター行事
「子育て運動会」

７月 16 日㊎　10:00 ～
堀内体育館
未就園児と保護者 ( 先着 20 組 )
７月９日㊎までに、日の丸保育園

へ　☎︎ 25-4488

萩メダカの学校
７月 26 日㊊ ･29 日㊍、８月４

日㊌ ･ ６日㊎　9:30 ～ 11:30
市民館
科学を楽しもう（工作）
小学校４～６年生
各回14人（先着順）
松田 光一

　（サイエンス・レンジャー）
各回 300 円
はさみ ･ カッター ･ 筆記用具等
７月１日㊍から文化 ･ 生涯学習課　

　☎︎ 26-5636 へ

認知症サポーター養成講座
７月６日㊋　13:30 ～ 15:00
総合福祉センター
認知症の症状や対応、予防法、地

域での見守りなどを学ぶ
認知症キャラバン・メイト
地域包括支援センターへ

　☎︎ 25-3521（当日受付可）

認知症支援ボランティア
養成講座

７月 29 日㊍、８月４日㊌、８月
26 日㊍の全３回　13:30 ～ 16:00

総合福祉センター

萩図書館レファレンス専門員と図書館職員による「夏の歴史館」

と　き 演　題 講　師

7月11日㊐
①「富岡先生」として描かれた富

とみなが
永有

ゆうりん
隣 弘中 恵

②「夏みかんの花の香りの逸話」のなぞ
　ー残された昭和初期の手紙よりー 末永 光

みつまさ

正

7月18日㊐
①鹿

ろくめいかん
鳴館を造った男　井上馨

かおる
　日清戦争編 末永 光正

②長州藩の奮発振動の要因 繁
はんざわ

澤 征
ゆ く お

夫

7月25日㊐
①版籍奉還と廃藩置県 吹

ふきあげ

上 修
お さ み

身

②萩デルタの洪水と治水の歴史 三好 健二

① 13:30 ～、② 14:20 ～　 萩図書館　 20 人（要申込・先着順）
市民の方で、原則全 6 講座受講可能な方

※全講座受講者にオリジナルクリアファイルをプレゼント
７月１日㊍から、萩図書館へ　☎︎ 25-6355

認知症の基礎知識を深める、認知
症の人の思いや意思決定支援、介護
者の支援、制度の理解
※開催期間内に半日の実習あり
「認知症サポーター養成講座」を

受講し（※未受講の方は要相談）、当
講座終了後は地域で活動できる方

20 人程度
7 月 26 日㊊までに、地域包括支

援センターへ　☎︎ 25-3521

松陰先生を学ぼう
①松陰に親しむ会

８月４日㊌　9:45 ～ 11:35
総合福祉センター多目的ホール
吉田松陰の生涯と業績「松陰の修

行～明倫館教授と九州遊学～」
椿 義憲（萩松

しょうほう
朋会）

松陰読本（当日500円で購入も可）
70 人程度

②子どもが学ぶ松陰先生
８月６日㊎　9:00 ～ 12:00

■集合場所
　総合福祉センター多目的ホール

久坂玄瑞誕生地、高杉晋作誕生地・
晋作広場ほか見学、解説

小学３～６年生（保護者の参加可）
40 人程度
①は７月 28 日㊌まで、②は７月

30 日㊎までに住所、氏名、電話番
号（②は併せて学校名、学年、保護
者名）を記入しハガキ・FAX・メー
ルで申込
〒 758-0061 萩市椿 3729-2 山口
県教育会萩支部事務局
電 話 兼 F A X 2 2 - 3 4 0 0 、 メー
ル:tubaki.y@wonder.ocn.ne.jp

あいぶらり DE ライぶらり
７月３日㊏　13:30～ 14:30
萩図書館
図書館で面白そうな本を見つけて

紹介。参加者にはプレゼントあり。
小学生以上
15人（要申込・先着順）
萩図書館　☎︎ 25-6355

講演・講座



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545822

高校と IT
　新型コロナウイルス感染症拡大に
より、高校生の生活は一変し、多く
の制限を受ける中、政府がいち早く
動いたのが教育現場での IT 推進で
す。生徒、教員一人ひとりにタブレッ
トの配付、各施設への Wi-Fi 設備等、
環境整備が進み、教員に対して、各
種研修が進められています。
　また、生徒の体温などの健康状態
や、小テストの自動採点、集計等の
一括データ管理も進み、今後ますま
す IT を活用する場面が増えていき
ます。
　萩市では IT 企業のオフィス進出
が進んでおり、現段階で、市内高校

から毎年５～６人の生徒が都市部同
様の就労条件で受け入れられてお
り、今後更に拡大していきます。
　また、本協議会の開設した「萩
IT 松下村塾」は、スマートフォン
さえあれば、好きな時間、好きな場
所で IT 関連基礎知識、技能を気軽
に習得できることから、IT 企業を
目指す生徒は勿論のこと、進学や、
他の産業への就業を目指す生徒に
とって、大きな支えとなっています。
　令和４年度からは、新しい時代を
見据えた新教育課程が展開されま
す。義務教育で「プログラミング」
が始まったことにより、市内高校で

も系統立てた新しい展開として、「プ
ログラミング」を２年生で必修科目、
３年生で選択科目と位置づけるクラ
スも生まれつつあり、各校の積極的
な取り組みが期待されます。
　世界は５G、６G と急速に情報環
境を整備していきます。それに伴
い高校生も Soceity5.0( デジタル
とアナログが融合する社会 ) を生き
抜く資質が求められていくのは必至
です。今後も官民一体となった情報
教育はますます必要となっていきま
す。

企業誘致推進課　☎︎ 25-3811

通信 Vol.12

図書館きてねの日
７月 28日㊌　10:00～
須佐図書館
①工作、②雑誌ふろく釣り
小学生以下
① 20 人（要申込）、② 30 人
須佐図書館　☎︎ 08387-6-5500

夏休み絵画教室
７月 29 日㊍、8 月 5 日・12 日・

19 日㊍　14:00 ～ 16:00
明木図書館
絵を描くコツや楽しさを学ぶ
小中学生（萩市在住）
７人（４回継続参加できる方。た

だし空きがあれば当日参加可能）
西村　咲

さ ゆ り
由里（明木小学校・旭中

学校支援員）
画用紙、絵の具、クレヨンなど絵

を描く道具
７月28日㊌までに、明木図書館へ　

☎︎ 55-0314

萩セミナーハウス夏休み企画　
「トレジャーハンティング～
Hello Again ～」

８ 月 14 日 ㊏ 12:30 ～ 15 日 ㊐
15:30（１泊２日）

萩セミナーハウスほか
野外活動と自然体験、テント泊、

最高の夏休みにしよう！
小学４年生～中学生（市内在住）
20人（先着順）
8,000円（食事代、活動経費含む）
萩セミナーハウス　☎︎ 21-7501

自衛官等の募集について
○自衛官候補生
■応募資格　18 歳以上 33 歳未満
の者（現在 32 歳の方はお問い合わ
せください）
■受付期間　年間を通じて開催
■試験期日　毎月開催、受付時にお
知らせします。
○一般曹候補生
■応募資格　18 歳以上 33 歳未満
の者（現在 32 歳の方はお問い合わ
せください）

９月６日㊊（締切日必着）

■試験期日　１次 : ９月 16 日㊍～
19 日㊐の内１日
２次 :10 月９日㊏～ 24 日㊐の指定
する１日
○航空学生
■応募資格　空:18歳以上21歳未満
の者　海:18歳以上23歳未満の者
※いずれも高卒（見込含む）または
高専３年次修了者（見込含む）

９月９日㊍（締切日必着）
■試験期日　１次:９月20日㊊
２次:10月16日㊏～21日㊍の指定
する日
３次:（空）11月13日㊏～12月16日
㊍の指定する日

（海）11月19日㊎～12月15日㊌の
指定する日

自衛隊萩地域事務所
　☎︎ 22-2409

排水設備工事責任技術者試験
11 月 21 日㊐　14:00 ～ 16:00
山口県セミナーパーク（山口市）
８月 30 日㊊～９月 16 日㊍に下

水道建設課、各総合事務所産業振興
部門へ　※詳細は、
山口県下水道協会 HP へ。

下水道建設課
　☎︎ 25-4651

試　験

講演・講座
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○北斎　　　　　　　　　　上映中
○シン・エヴァンゲリオン　上映中
○瞽女 GOZE　　　　　　～ 7/2
○名探偵コナン
　緋色の弾丸　　　　　　上映予定
○命の停車場　　　　　　上映予定

萩ツインシネマ　☎︎ 21-5510

　　　　最新情報は
　　　　こちらから⇒

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

７月９日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■弁護士　長
ながたに

谷義
よしあき

明
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

人権・行政・公証相談
７月 13 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

無料法律相談
７月 28 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　小林 亨
とおる

市民（先着 12 人、１人 20 分）
※事前予約制（7/1 から受付開始）

市民活動推進課　☎︎ 25-3373

萩健康福祉センター行事
○７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
〇14 日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登
録会
〇27 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
〇28 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談

相　談 〇29 日㊍ 13:00 ～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

７月 13 日・27 日、８月 10 日・
24 日、９月 14 日・28 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

空き家セミナー・相談会＆住宅
耐震相談会

７月 10 日㊏
市民館小ホール
○セミナー　9:30 ～ 10:30

○個別相談会　10:30 ～ 12:00
○木造住宅耐震相談会
　10:30 ～ 12:00

建築課　☎︎ 25-2314

萩子どもセンター 20 周年記念
「エルマーのぼうけん」公演

７月 17 日㊏　18:30 ～ 20:30
市民館大ホール（開場 18:00～）
前売券一般 3,000 円、高校生以

下 2,000 円、親子ペア 4,500 円、
４歳未満無料（当日 500 円増）

萩子どもセンター　☎︎ 25-7540

ツインシネマ

リル・レイ・ダンススタジオラ
イブ 20 周年記念公演「Happy 
Energy3… し あ わ せ の も と
zutto」

7月23日㊎㊗　16:00～
市民館大ホール
一般 2,500 円、高校生以下 1,500

円（当日 500 円増）
リル・レイ・ダンススタジオ　

　☎︎ 083-923-1816

ふれあい茶道こども教室 in 萩
８月８日㊐　9:00 ～ 14:30
総合福祉センター
大人 60 人、小人 40 人
大人 2,000 円、小人 1,000 円
茶道裏千家淡交会萩青年部　

　☎︎ 090-3178-2462

吉田松陰顕彰吟詠コンクール
全国大会

８月８日㊐　9:30 ～ 16:00
市民館大ホール
吉田松陰の漢詩・和歌の中から課

題 10 題の競
きょうぎん

吟（幼少年の部、一般
３部）

吉田松陰顕彰吟詠実行委員会事務
局　☎︎ 090-3637-4419（木原）

イベント

通行規制にご協力を
下水道建設課　☎ 25-3148

■下水道工事（椿地区）
■規制内容
　車両通行止め（自転車通行可）
　路肩工事（車両、歩行者通行可）
■期間　７月中旬～
　　　　　　　２月下旬（予定）
■時間　8:30 ～ 17:00
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　萩市ほか５団体が取り組んでいる“町歩きガイ
ドツアー「古地図を片手に、ぶらり萩あるき」”が令
和３年度都市景観大賞の優秀賞を受賞しました。
　この賞は、地域の人たちが景観に関心を持ち、
優れた景観まちづくりの取り組みを表彰するもの
です。今回の受賞は、歴史的町並みを活かしたガ
イドツアーが、景観保全の地域プライドを醸成し
ている点やおもてなしの精神があふれ出ている点
が評価されました。
■受賞者　NPO 萩まちじゅう博物館、NPO 萩
観光ガイド協会、浜崎しっちょる会、須佐地域史
跡案内ボランティアガイドの会、萩往還どうしん
てやろう会、萩市

町歩きガイドツアー
「古地図を片手にぶらり萩歩き」

都市景観大賞の優秀賞受賞！

萩城三の丸・堀内伝建地区コース萩城三の丸・堀内伝建地区コース

　現在のコロナ禍において、地元や近場で宿泊や日
帰りの観光を楽しむ「マイクロツーリズム」が新た
な旅のスタイルとして注目されています。
　このため、観光周遊の促進と各地の消費拡大につ
なげる目的で、市内各地域の花の見どころをめぐる
バスツアー「萩の季節の花めぐりバスツアー」をス
タートします。今回は夏休み企画として、むつみ地
域のひまわりを見に行きます。
　ぜひ、参加してみませんか。

7 月 28 日㊌・30 日㊎
　８月 4 日㊌・5 日㊍・6 日㊎
■行程　中央公園 9:00 ⇒むつみ昆虫王国、ひま
わりロード、キッチンばぁ～ば 9:40 ～ 12:40 ⇒
う り 坊 の 郷 katamata12:50 ～ 13:20 ⇒ 雲 林 寺
13:30 ～ 14:00 ⇒中央公園 14:40

22 人（先着順）
1,000 円
NTA トラベル（HP または FAX）
観光課　☎︎ 25-3139

萩の季節の花めぐりバスツアー

夏休み企画！むつみのシンボル　
ひまわりを見に行こう！

↑詳細は
こちらへ

健康増進課　☎︎ 26-0500７月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
１日㊍ 大井グットヘルス/大井公民館/13:30～
１日・８日㊍ こころの相談（※）/萩市保健セ/13:30～
７日㊍  白水健康教室/白水会館/10:00～、城東タマちゃ
ん体操会/城東会館/13:30～
９日㊎ 健康づくり応援隊体操 / 総合福祉セ /10:30 ～、
三見ソナタ / 三見公民館 /13:30 ～
12日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
13日・27日㊋ こころの相談（※）/萩市保健セ/10:00～
15日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
27日㊋ 江向体操教室/江向１区公会堂/13:30～
30日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/今古萩憩いの家/13:30～

◉田万川・須佐地域
１日㊍ エアロビクス教室/小川交流セ/10:00～
２日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～

５日㊊ 平山台体操/平山台駐車場/11:00～
７日㊌ 弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～
13日㊋ 萩市健康体操教室/田万川コミュニティセ/10:00～
15日㊍ エアロビクス教室/田万川コミュニティセ/10:00
～、みんなの健康運動教室 / 須佐保健セ /13:30 ～
20日㊋ すくすく相談・育児学級/田万川保健セ/10:00～
27日㊋ 新・健康ちょ筋教室/田万川コミュニティセ/9:30～

◉旭・川上地域
13日㊋ 川上健康運動教室/川上保健セ/9:30～
15日㊍ 乳幼児相談/マルチメディアセ/10:00～
27日㊋ あさひ健康運動教室/マルチメディアセ/10:00～

◉むつみ・福栄地域
８日㊍ 乳幼児相談（※）/ふくえ～る/10:00～、福栄楽しく
体を動かす会/ふくえ～る /13:30～
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人の動き 人口／45,022人（前月比-95）　男／20,863人（前月比-49） 　女／24,159人（前月比-46）
世帯数／23,098世帯（前月比-32） 　出生／17人　死亡／71人　（令和３年５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　

慶 弔 だ よ り
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７
1木

●萩の瀬つきあじフェア（～31日）/道の駅「萩しーまーと」/9:30～
●萩八景遊覧船運航（～11/30）/指月橋そば/9:00～
●萩八景遊覧船運航　夕陽観賞コース（～8/31）/指月橋そば/日没の30分前～
●「読書感想文・画」の課題図書展示（～9/30）/萩図書館/9:00～
●描くことの好きなおばちゃんがまじめに描いたり、ふざけて描いたり、ちょっと本
　気で描いたりしたお気楽イラスト展（～18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～
●夏休みの自由研究のヒント！（～8/31）/須佐図書館/9:30～
●子育て応援講座/児童館/10:30～

外科
内科

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

2金 ●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00～ 外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

3土

●ザ・卓球（17日）/児童館/10:30～
●「あいぶらりDEライぶらり」/萩図書館/13:30～
●おはなし会おひさま（17日・24日）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

4日
●筝・十七絃コンサート in Summerストゥリングス/萩・明倫学舎
　/①11:00～、②13:30～

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）

5月
外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

6火
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/からふる/10:00～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

萩市民（25-1200）
みやうち（25-2500）

7水 ●ちっちゃなおはなし会（毎週水曜日）/明木図書館/10:30～
外科
内科
小児科

めづき（22-2248）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

8木 ●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00～ 外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

9金

●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～
●人権相談/旭マルチメディアセンター/10:00～

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
花宮（25-8738）

10土

●夏期特別展「萩・昆虫城　夏の陣」（～9/20）/萩博物館/9:00～
●ザ・卓球（24日）/児童館/10:00～
●七夕会/萩図書館/14:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

11日

●河川海岸一斉清掃等/市内各所/早朝
●めざせゲームマスター/児童館/13:30～
●郷土史・維新史レファレンス専門員と図書館職員による「夏の歴史館」（18日、25
　日）/萩図書館/①13:00～、②14:20～

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）

12月
外科
内科

都志見（22-2811）
中嶋（22-2206）

13火

●手作りおもちゃの会「ジャンボヨーヨー」/からふる/10:30～、13：00～
●心配ごと相談/旭マルチメディアセンター/9:30～
●人権相談/小川交流センター/10:00～
●行政相談/川上公民館/13:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
柳井（22-0748）

14水

●ベビーマッサージ/児童館/10:00～
●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」/萩光塩学院/10:00～
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～

外科
内科

萩市民（25-1200）
みやうち（25-2500）

15木 ●ピヨピヨ「ピヨピヨでおでかけ」/児童館/9:30～
外科
内科
小児科

かわかみ（21-7538）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

16金
●夏の宿題大作戦（～9/30）/萩図書館/9:00～
●行政相談/弥富公民館/10:00～

外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

月 情報カレンダー 夜間・休日当番医　●イベント　●図書館・児童館　●相談

※萩図書館行事については、人数制限等ある場合があります。詳細は、萩図書館（25-6355）までお問い合わせください。
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17土

●菊ヶ浜海水浴場 海開き（〜8/29）/指月橋そば/9:00〜
●萩八景遊覧船　日本海観賞コース（〜8/29）/指月橋そば/9:00〜
●むつみ昆虫王国オープン（〜8/22）/むつみ昆虫王国/9:00〜
●はぎマルシェ/中央公園/16:00〜

外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

18日 ●蓮の花ワークショップ/萩・明倫学舎/10:30〜、13:30〜、15:00〜
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）

19月
外科
内科

萩むらた（25-9170）
市原（22-0184）

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/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

21水 ●元気なときにかかる医者/児童館/10:30～ 外科
内科

玉木（22-0030）
柳井（22-0748）

22木
●萩ヨットレース/菊ヶ浜沖/10:00〜
●子育て相談/児童館/10:30～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

23金

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

24土 ●みんなでミュージック/児童館/13:30～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206）
花宮（25-8738）

25日

●むつみひまわりロードフェスタ/むつみ物産販売交流施設/10:00〜
●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～
●世界のおはなしを楽しむ会ーストーリーテリングー/萩図書館/10:00～

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

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

27火
●児童館がゆく！（佐々並）/児童館/8:30～
●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

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

28水

●萩市民防災の日記念行事/総合福祉センター/18:30〜
●図書館　夏のきてねWeek（～8/4）/須佐図書館/9:30～
●図書館きてねの日/須佐図書館/10:00～

外科
内科

都志見（22-2811）
市原（22-0184）

29木 ●夏休み絵画教室/明木図書館/14:00～ 外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

30金 ●人権相談/福栄コミュニティセンター/10:00～ 外科
内科

萩市民（25-1200）
みやうち（25-2500）

31土 ●おはなしの森～夏休み編～/子ども図書館/14:30～
外科
内科
小児科

田町（24-1234）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談

★保健ガイドは、24 ページに掲載しています。

※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
※掲載日以外の小児科は、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

（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、

■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。

※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。

受付時間　21:30 まで
診療時間　22:00 まで
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　毛利元就の没後 450 年を迎える
にあたり、戦国きっての智将として、
毛利家を西国最強の大名に育てた足
跡を、毛利家伝来の元就自筆の書状
などから紹介します。

７月 17 日㊏～９月５日㊐
毛利博物館 ☎︎ 0835-22-0001

防 府

　普段なかなか知ることのできない
仕事体験ができます。

７月 31 日㊏ ～８月１日㊐　
KDDI 維新ホール他市内各地
アウトオブキッザニア in やまぐ

ち 2021 実行委員会　HP：https://
outofkidzania-yamaguchi.jp/

山 口

　日本最大級のカルスト台地「秋吉
台」の雄大な景色を熱気球（係留フ
ライト）に乗って絶景が楽しめます。

７月 24 日㊏～９月 11 日㊏
長者ヶ森駐車場
美祢市観光協会　

　☎︎ 0837-52-5224

美 祢

　国内外で活躍する３人の候補作家
のこれまでの活動や作品を紹介。

８月 30 日㊊まで　
ときわミュージアム UBE ビエン

ナーレライブラリー
UBE ビエンナーレ推進課

　☎︎ 0836-51-7282

宇 部

　ガラス作品を展示したミニギャラ
リーとスタンプラリーポイントを市
内 10 カ所に設けています。

７月 16 日㊎～ 12 月 26 日㊐
きららガラス未来館ほか９カ所
文化スポーツ推進課

　☎︎ 0836-82-1115

　森鷗外や西
にし

周
あまね

など、数多くの優れ
た人材を輩出した武士の学校「津和
野藩校養老館」で武士の子供たちの
学び体験をしてみませんか。

７月 24 日㊏ 　13:30 ～ 15:00
津和野町郷土館

　☎︎ 0856-72-0300

津和野

ガラスアートフェス　
in 山陽小野田

Out of KidZania in 
やまぐち 2021

津和野の藩校で論語・
古武道を体験しよう

企画展 毛利元就没後450年記念
「毛利元就と戦国の動乱」

そらから魅る超絶景
 in 秋吉台

宇部市制施行１００周年記念
彫刻プロジェクト紹介パネル展示

「１００周年、その先の未来へ」

山口県央連携都市圏域の7市町にお出かけしませんか？

　「山口ゆめ回廊」とは、山口市、宇部市、萩市、防府市、
美祢市、山陽小野田市、島根県津和野町の７市町が形
成する山口県央連携都市圏域の愛称です。
　各地域の魅力あふれる催しと、7月から開催する「山
口ゆめ回廊博覧会」の情報をお届けします。

圏域７市町の
イベント情報

◆山口ゆめ回廊博覧会って、なあに？
　「山口ゆめ回廊」の 7 市町が連携し、圏域全体を会場とし
て行う博覧会です。この博覧会では、豊かな地域資源を生か
した魅力的なイベントや、新たな「まち歩き」プログラムな
ど多数の催し物を各地で開催します。
※感染症対策を充分に実施しますが、情勢によりイベントを
中止、または内容を変更する場合があります。

いよいよ開催！山口ゆめ回廊博覧会

■会期 7 月 1 日㊍〜 12 月 31 日㊎

オープニングイベント
「こんにちは　ゆめはく！」

萩市を含む 7市町を舞台にしたリアル宝
探しゲーム「うちら！ななゆめ調査団！」

７月３日㊏・４日㊐
JR 新山口駅北口駅前広場
圏域の魅力的なショップ出店に

加え、音楽ライブなど盛りだくさ
んのイベントで開幕を彩ります。

7 月 3 日㊏～ 12 月 26 日㊐
萩市を含む周辺の 7 市町
観光施設等で参加キットを入手し 21 個の謎解きに

挑戦。宝箱を探し出し、正しいキーワードを見つけた
方の中から抽選で地元の特産品等が当たります。

問い合わせ　 観光課　☎ 25-3139
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①７月 17 日㊏〜８月 29 日㊐
　9:00 〜 16:00
　②７月１日㊍〜８月31日㊋
　日没の30分前〜( 当日 16:00 までに予約が
必要です。また、天候により運航できない場合
があります。)

指月橋そば・萩城跡入口付近
①通常コースより 10 分延長し、箱めがねに

よる日本海の水中観察など、夏らしい体験型
コース（約 50 分）。②美しい夕陽を菊ヶ浜か
ら楽しめるコース（約 30 分）。

８人 / 隻
①大人 1,200 円、中・高校生 1,000 円、小

学生以下 500 円、3 歳未満無料
②大人・中・高校生 1,000 円、小学生以下
500 円、３歳未満無料

萩八景遊覧船
　☎ 21-7708

　今月のテーマ「サマーナイト」
　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できま
す。

７月 17 日㊏　16:00 〜 19:30
　※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

　市内在住でカヌースラローム日本代表
　足立和也選手を応援しませんか？
■日時
７月28日㊌　12:45〜16:45（予選）
７月30日㊎　13:45〜17:00（準決勝、決勝）

サンライフ萩多目的ホール
各日 100 人（定員に達し次第受付終了）
７月 14 日㊌までに、スポーツ振興課備え付

けの申込書を提出
スポーツ振興課

　☎ 25-7311

　快水浴場百選に選ばれている菊ヶ浜で海水
浴をお楽しみください。

７月 17 日㊏〜８月 29 日㊐
　9:00 〜 17:00

菊ヶ浜海水浴場
※駐車場が有料（１回 1,000円）となります。
遊泳区域等詳細はこちらから⇒

観光課　☎ 25-3139

開催日 イベント 問い合わせ
7月25日㊐
　〜28日㊌ 須佐夏まつり 須佐夏まつり実行委員会

☎08387-6-2219
7月28日㊌ 須佐湾大花火大会

8月1日㊐
　〜3日㊋ 萩・夏まつり 萩夏まつり実行委員会

☎25-3333

８月13日㊎ 金谷神社
「幽玄の世界」

中原
☎090-3379-2686

お出かけ情報お出かけ情報
※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。

菊ヶ浜海水浴場海開き

はぎマルシェ

東京 2020 大会
パブリックビューイング

萩八景遊覧船
①日本海観賞コース ②夕陽観賞コース

夏の観光イベント中止のお知らせ
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　「萩の瀬つきあじ祭り」に代わり、旬を迎
えた“瀬つきあじ”を味わえるフェアを実施
します。

７月１日㊍〜 31 日㊏
　9:30〜18:00（金・土・日・祝は9:00〜）
　※営業時間は店舗により異なります

萩の瀬つきあじフェア限定メニュー提供、
限定お取り寄せ販売、瀬つきあじ商品販売

道の駅「萩しーまーと」
水産課　☎ 25-4195

　北長門海岸国定公園にも指定されている美し
い萩の海を舞台に、ヨットレースを開催します。

７月 22 日㊍㊗　10:00 スタート
菊ヶ浜沖
○レーシングクラス（31㎞）

　菊ヶ浜沖〜尾島〜櫃
ひつしま

島〜肥島〜菊ヶ浜沖
　○クルージングクラス（20㎞）
　菊ヶ浜沖〜肥島〜ツバ瀬（灯台）〜菊ヶ浜沖

【無料観覧船　乗船者募集】
　萩沖の美しい景色と迫力あるレースのスター
トを間近で観覧できます。
■出航時間　9:30（約 60 分）

萩八景遊覧船乗船場（堀内）
16人（先着順）

※要予約、空席があれば当日受付可
萩ヨットレース実行委員会（観光課内）

　☎ 25-3139

◆筝・十七絃コンサート
　in Summerストゥリングス
　館内に箏や三味線の音色が響き
渡ります。（入場無料）

７月４日㊐
　① 11:00 〜、② 13:30 〜

◆蓮の花ワークショップ
　蓮の花専用の韓

か ん し
紙を使って誰で

もきれいに作ることができます。
７月 18 日㊐

　①10：30〜、②13：30〜、
　③15：00〜

各回15人
1,000円（材料費を含む）
中村 香月
７月３日㊏　9:30 〜 11 日㊐

◆萩・明倫学舎サマースクール
「松田のホログラム万華鏡」
　自分だけのファンタジーな光の

万華鏡を作ろう。
８月１日㊐

　① 10:30 〜、② 13:00 〜
小学１年〜３年生

　※子ども１人に保護者１人同伴
各９人 300円（材料費を含む）
松田 光一

　（サイエンスレンジャー）

「無限鏡をつくろう」
　鏡を使って無限ループの世界を
映し出してみよう。

８月８日㊐　10:30 〜
小学４年〜６年生
14人 300円（材料費を含む）
松田 光一

　（サイエンスレンジャー）

「木工教室」
８月 12 日㊍　10:00 〜
小学生（保護者同伴）

15人 1,500円（材料費含む）
※本棚、踏み台、飾り台の中から
作りたい物を予め選択。

阿武萩森林組合職員

「算数を楽しむ会」
８月17日㊋〜20日㊎の４日間

　9:40 〜 11:15
小学４年〜６年生
15人　 無料
夏休み帳、問題集等

※原則 4 日間連続。
　１日、２日の参加でも可。

退職校長園長会会員、退職教頭
会会員等教員 OB

【サマースクール共通事項】
７月 11 日㊐ 9:30 〜７月 25

日㊐までに電話予約（先着順）

萩の瀬つきあじフェア 萩ヨットレース 2021

～萩・明倫学舎の夏～ NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304
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＜ 7 月の普通展示＞
300 円、70 歳以上 18 歳以下無料ほか

○浮世絵　小林清親―光線画の時代
○東洋陶磁　やきものの装飾 彩色
〇陶芸１　オブジェー陶造形の潜勢力Ⅳ
〇陶芸２　涼を誘うかたち
〇茶室　和田 的

あきら
CONTRAST ー光と陰ー

《学芸員による作品解説》※要事前予約
○浮世絵　小林清親―光線画の時代

７月 10 日㊏　11:00 〜
○東洋陶磁　やきものの装飾 彩色

７月 24 日㊏　11:00 〜
《夏休み応援イベント》
〇おうち DE CAN バッジ
　お持ちいただいたイラスト等を 44 ミリの缶
バッジマグネットにしてお渡しします。詳しく
は HP をご覧ください。
※参加無料、要観覧、お一人様 2 個まで

7/22 ㊍㊗〜 25 ㊐、31 ㊏、8/1 ㊐、
７㊏〜９㊊㊗、13 ㊎〜 15 ㊐、21 ㊏、22 ㊐

　カブトムシに触れることができる「かぶと虫
ドーム」と、昆虫採取が可能な「昆虫の森」の
2 つの施設で昆虫に触って、採って夏の思い出
を作ろう！

７月 17 日㊏〜８月 22 日㊐
　9:00 〜 17:00

むつみ昆虫王国
※かぶと虫ドームは、入場者数を制限する場合
があります。

かぶと虫ドームのみ３歳以上 500 円
　（再入場不可）

　4ha の広大なほ場に 25 万本のひまわりを
育てています。ひまわりのスケッチ体験、地
元新鮮野菜、焼きとうもろこし、鮎の塩焼き
等の販売を予定しています。

７月 25 日㊐　10:00 〜 15:00
むつみ物産販売交流施設（高佐下ひまわり

ロードそば、むつみ昆虫王国入口、萩・むつ
みの恵前）
▽ひまわり写真コンテスト

８月 31 日㊋　※応募用紙は、会場、むつ
み総合事務所、市 HP で配布。

《特別展示》
光ミージアム所蔵
美を競う肉筆浮世絵の世界
　これまで大々的に公開されることが
なかった光ミュージアム所蔵の肉筆浮
世絵の名品を初めて一挙にご紹介しま
す。肉筆浮世絵ならではの、しなやかで
優美な魅力をご堪能ください。

７月３日㊏〜９月５日㊐
一般 1,100 円、18 歳以下無料ほか

＜記念講演会＞※要事前予約
７月３日㊏　13:30 〜 15:00 

「肉筆浮世絵にみる美人画の魅力」
鈴木 浩平（本展監修者・美術史家）
講座室　 40 人

 ＜学芸員による作品解説＞※要事前予約
毎週日曜日　11:00 〜 12:00

■休館日（７月）　12日、19日、26日
■開館時間　9:00〜17:00（入場は16:30）

みんな集まれ！
むつみひまわりロードフェスタむつみ昆虫王国

溪
けいさい

斎英
えいせん

泉《立ち美人》
文政年間（1818-30）
絹本着色一幅

山口県立萩美術館・浦上記念館 ☎ 24-2400

むつみ産業振興部門　☎︎ 08388-6-0211



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545832

萩博物館　夏期特別展萩博物館　夏期特別展

萩・昆虫城　夏の陣萩・昆虫城　夏の陣
　萩の昆虫たちの生態系…名づけて「萩・昆虫城下町」にすむバラエティ
豊かな面々、そして謎の強敵と地元の昆虫たちの攻防戦を、萩博物館所
蔵の標本コレクションを駆使し、ドラマチックに展示紹介します。

　今回の探Ｑテーマは「昆虫」！
　館内の無料ゾーン「探Ｑはぎ博」で、夏定番の
カブトムシや、人気のヘラクレスオオカブト、光
り輝くニジイロクワガタなどの生体を展示しま
す。また、昆虫学者の選りすぐりの道具を紹介す
るミニコーナーも設置します。

7 月 17 日㊏〜　 探Ｑはぎ博

　貸切列車で東萩駅から江崎へ向かい、港に揚
がったホンモノ・ナマの珍魚を観察・撮影・タッ
チングする日帰りツアー。

8 月 9 日㊊㊗（荒天時は 29 日㊐）
　9 月 12 日㊐（荒天時は 10 月 3 日㊐）

東萩駅（集合場所）
詳細を萩博物館 HP の専用ページ（７月前半公

開予定）で確認し、
催行日の 10 日前
までに申し込み

　展示会場で気に入った昆虫、庭や野山で見つけ
た昆虫などを絵に描いたり、写真を撮影して応募
すると、入賞者に好きな種類の昆虫缶バッジが当
たります！

会期中（期間中 3 〜 4 回に分けて募集）
■部門　絵画の部、ぬりえの部、写真の部　

幼児の部（未就学児）、小学校低学年の部（小
学 1 〜 3 年生）、小学校高学年の部（小学 4 〜 6
年生）、中学生以上の部（中学生〜大人）

詳細を萩博物館 HP で確認し、所定の方法で応
募してください。

　新型コロナウイルス対策のもと、「安心・安全」にご
観覧いただくため、今夏も展示観覧は完全予約制です。
来場の予約は 7/1 から（当日予約・スマホ予約可）⇒

完全
予約制

会期：７月10㊏～９月20日㊊㊗（会期中無休）

萩博物館
☎ 25-6447

山陰本線ディーゼルカーで行く！
珍魚ウォッチングツアー in 萩

無料ゾーン
探 Q はぎ博 夏展関連特別バージョン

関連企画
はぎ博昆虫作品コンクール

特製！この展示だけのオリジナル

昆虫缶バッジ昆虫缶バッジ
　展示に登場する昆虫から
10 種類を選んでデザイン！
ゲットするには？ゲットするには？
萩博物館ミュージアムショップのカプセル自動販売機で
販売（１回300円）。
展示を見た後、アンケート（Webまたは用紙）に回答する
と、１週間10名様に当たります。
※種類は選べません、当選の方のみに発送

※土・日・祝やお盆は予約が一杯になることが予想されます。より快適にご覧いただくには、平日のご来館がおすすめです。

萩は全国ゆびおりの
生息地 幸せを呼ぶ青いハチ！？ 明治時代、萩のドイツ

人教師が発見！
ルーミスシジミ ルリモンハナバチ ハギチビゴミムシ

最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」


