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　本校は、平成 18 年度より県北部では唯一の商業科・工業科をもつ公立学校として再スタートし、今年で 16 年
目を迎えました。現在、商業科２科（総合ビジネス科、情報デザイン科）、工業科２科（機械・土木科、電気・建築科）
に 332 名の生徒が在籍しており、「質実剛健」「至誠一貫」「知行合一」の校訓のもと、各専門分野におけるスペシャ
リストの養成を図るとともに、地域に根ざした学校として豊かな人間性を備えた人材の育成に取り組んでいます。

　地元企業や自治体等と連携し、商品開発や販売実習、地元産業を活性化するための調査・研究等に取り組んでい
ます。　
　また、小学生へのプログラミング教育や中学校での「技術・家庭科」の授業支援、ベンチ等の木材加工品の寄贈
など、様々な地域貢献活動にも力を入れています。

　各種資格・検定の取得や面接・小論文指導や企業等との連携による進路ガイダンス
の実施など、希望する進路の実現に向け、きめ細やかな指導を行っています。令和２
年度の就職希望者は全体の約７割（就職内定率 100％）、大学・専門学校等への進学
希望者は約３割で、本年度の求人数は、昨年度を超える勢いです。

（令和２年度求人倍率：約 17 倍、求人数：県内 452 人、県外 1,076 人、計 1,528 人）

商業・工業のスペシャリスト育成

特色ある教育活動と地域連携

きめ細やかな進路指導と抜群の実績

プレスリリースセミナー JAXA 連携授業

専門的な知識や技能を習得する授業

IoT 技術開発 未来授業

地域と連携した様々な教育活動

萩・明倫学舎ベンチ寄贈 フェイスシールドの贈呈 中学校での授業支援
（技術・家庭科）

進路ガイダンス

山口県立
萩商工高等学校

〒758-0074　萩市大字平安古町544番地
TEL22-0034
FAX22-2429

シリーズ 魅力ある高校②
市内の高校の魅力をシリーズで紹介
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　本校の部活動には、運動部（11 部）と文化部（９部）があり、熱
心に活動しています。本年度、少林寺拳法部および商業探究部が全国
大会への出場を果たしました。
　また、体育祭・萩商工祭等の学校行事では、生徒会を中心として生
徒が主体的に企画・運営するなど、自主自律的に行動する力を培って
います。

令和３年度　生徒チャレンジ目標
○何処でもすがすがしい挨拶をする。
○一人ひとりが将来についての明確な
　目標をもつ。
○学校生活を謳歌する。

盛んな部活動と生徒主体の学校行事
ラグビー部：令和３年度強化拠点校
野球部：令和２年度山口県 21 世紀枠推薦校
商工連携課題研究班：令和２年度衛星設計コ
ンテスト ジュニア実験賞、日本ロケット協
会宙

そらじょ
女賞受賞

生徒が情熱を燃やしている部活動や学校行事等

野球部 少林寺拳法部 萩商工祭 第28回衛星設計コンテスト

萩商工高校
学校 HP

学校紹介
ムービー

主な功績

全国大会出場おめでとう！
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[男子４×100mリレー]
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第 48 回全日本中学校陸上競技選手権大会
（８月 17 日～ 20 日　茨城県）

（８月22日～25日　群馬県）

第 52 回全国中学校
柔道選手権大会

（９月18日～19日 神奈川県）

日清食品カップ
第 37 回全国小学生
陸上競技交流大会

中野 有
ゆうだい

大
（椿西小６年、
 萩陸上競技スポーツ少年団）

[コンバインドA]
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翼
（萩東中２年）
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　東京 2020 オリンピッ
ク競技大会のカヌー・スラ
ローム男子カヤックに出場
された足立 和也選手が、8
月 17 日に市長を表敬訪問
されました。足立選手は、
参加選手 24 人中６位の好
成績で予選を通過しました
が、準決勝で 20 人中 16
位となり、残念ながら決勝
へは進めませんでした。

足立 和也選手
東京2020オリンピック競技大会出場を報告

　表敬訪問において足立選手は、「東京 2020 オリンピッ
ク競技大会へ参加して参りました。スポーツを志す身と
して、オリンピックのスタート台に着けたことをとても
幸せに感じました。
　結果は 16 位と、思うような成績を収めることは出来
ませんでしたが、萩市川上から世界に挑戦でき、応援し
ていただいた市長さんをはじめ市民の皆様に深く感謝を
いたします。今はまだ悔しい思いで、心の整理のつかな
い部分がありますが、次のオリンピックに向けまた挑戦
をしていきたいと思います。」と感謝を述べられました。

　市長は、「オリンピック出場お疲れさまでした。コロ
ナ禍によりオリンピックが１年延期され、コンディショ
ンやモチベーションを保つのが難しい中、よく頑張られ
た。この悔しさをバネにして、また阿武川特設カヌー競
技場でトレーニングに励まれ、次の大会に向けて頑張っ
てほしい。」とエールを送りました。
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「一日市長室」を開設します！
　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」を総合事務所、
支所、出張所等で順次開設していきます。

■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。
※ 10 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。

地域 月日 時間 会場
須佐 ９月30日㊍ 9：00～ 弥富支所

田万川 10月8日㊎ 9：00～ 小川支所

むつみ 10月13日㊌ 9：00～ 高俣支所

■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

【7/14 ㊌　川上総合事務所】
○明神島公園に花を植えるなどして、みんなが憩える場所として整備してはどうか。　○川上農林産物直売所
のクーラーの調子が悪いので修理してほしい。　○川上農林産物直売所に野菜を集める方法として、ぐるっと
バスへの積み込みを検討してほしい。　○阿武川温泉ふれあい会館が傷みが出てきて、使い勝手も悪いので改
修してほしい。　○バンガローの上り口のスロープのバリアフリー化と浴槽を改修してほしい。

【7/27 ㊋　須佐総合事務所】
○中津迂回路用地を地元野菜や特産品などの朝市会場として活用したい。　○地域内にタクシーがないので、
ぐるっとバスのタクシー利用化を検討してほしい。　○人が山に入れば有害鳥獣も少なくなるので林業政策を
もっと推進してほしい。　○平成 25 年災害で被災した排水路が完全に復旧していないので何とかしてほしい。

【7/29 ㊍　田万川総合事務所】
○道路にはみ出した枝など、定期的にパトロールをして道路の維持管理をしてほしい。　○下小川ふれあいセ
ンターのトイレがくみ取り式なので水洗化にしてほしい。　○農村婦人の家の壁紙や網戸、トイレの排水が悪
いため改修してほしい。　○観光の目玉として道の駅「ゆとりパークたまがわ」周辺につつじを植栽してほしい。

※紙面の都合上、一部のご意見のみ掲載しています。詳しくは市 HP をご覧ください。
※他の会場でのご意見も、順次市 HP・広報はぎで公開します。

一日市長室でいただいたご意見

須佐湾フィッシングパーク視察
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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　9 月の市集団接種については、8 月末時点で予約申込みが定員に達しました。今後接種をご希望の方は
直接かかりつけの医療機関等へお申し込みください。
※国からのワクチン供給量により、新規予約の方には接種を少しお待ちいただく場合があります。

９月以降の接種予約について

　ワクチン接種は、発症・重症化予防に高い有効性がありますが、接種後に注射した部分の痛みなどの副
反応が出る場合があります。一般にワクチンなどの医薬品は、正しく使用しても一定の割合で副反応が発
生する場合があることから、最終的に接種するかどうかは、ワクチン接種のリスクと効果の双方を考慮し
て、ご本人の意思で判断していただくことが大切です。
　これまでの接種の状況から、その他頻度の高い副反応として倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、発熱、吐き
気などが起こることがありますが、たいてい数日以内で良くなることが分かっています。また、全国的に
稀な頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報告されていますが、ワクチン
接種後に集団接種会場や医療機関では一定時間様子を見て、万が一アナフィラキシーが起こっても、医師
や看護師が必要な対応を行うこととしています。

ワクチンの副反応について

■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
〇接種時期・場所、接種方法に関すること　　　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 市民生活係　予防・ワクチン接種班
　☎ 0838-21-5925　平日　8:30 ～ 17:15　　〇萩市のワクチン接種全般に関すること

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ

接種後の副反応に関するお問い合わせ
■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
　〇ワクチンの副反応等に関する相談　　　　　　〇副反応発生時の受診に関するアドバイス
　〇ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供　〇ワクチン接種の可否に関する相談

アストラゼネカ社ワクチン接種センターの設置～ワクチン接種の予約ができます～
■会場　　山口県立総合医療センター　（防府市大字大崎 10077 番地）
■対象者　原則 40 歳以上の方　（他の会場で接種の予約をしていない方）
　　　　　必要がある場合（次の①および②）を除き、18 歳以上 40 歳未満の方は対象外
　　　　　①ポリエチレングリコール（ファイザー社、武田／モデルナ社製ワクチン含有成分）の
　　　　　　アレルギーがあるなど、ⅿＲＮＡワクチンを接種できない方
　　　　　②海外でアストラゼネカ社ワクチンを 1 回接種済みの県内在住の方　　　　
■接種回数・間隔　　２回（２回目接種は１回目接種から４～ 12 週間後、原則として８週間後）
■相談窓口　　山口県ワクチン接種専門相談センター　☎ 083-902-2277
■予約窓口　　山口県新型コロナウイルス感染症対策室 ワクチン接種対策班　☎ 083-933-3002
※具体的な接種日時は、予約のご本人あてに、県からご連絡します。

　ワクチン接種がまだ１回もお済みでない 65 歳以上の高齢者の方に対して、8 月下旬にお知らせのハガ
キを送付しました。接種をご希望の方で予約申込みがまだの方は、かかりつけの医療機関等へお早めにお
申し込みください。

未接種の高齢者の方へのお知らせ
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地域医療を維持していくために、中核病院協議会で協議を行っています

　新たに中核病院協議会を設置し、萩の地域医療（急
性期医療・二次救急医療など）の現状を踏まえ、地域
医療を維持していくにはどのような手法がいいのか、
これまでの市民病院と都志見病院の統合案も含め、協
議を行っています。

■これまでの検討と中核病院協議会との関連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イメージ）

※地域医療構想とは
　医療圏ごとに、県が 2025 年（令和７年）におけ
る医療需要や必要な病床数を推計し、効率的な医療提
供体制を作るための取り組み

※地域医療構想調整会議とは
　構想の実現に向け、医療法に基づき県が設ける協議
の場（構成員は医療関係者、医療保険者、市町、消
防、介護・福祉団体、住民団体等）

■第１回中核病院協議会（７月 16 日開催）
〇議題　萩医療圏における医療機能再編等について
〇委員からの主な意見
・将来の市の財政負担が心配。２病院の統合で、都志
　見病院の負債を引き継ぐことはないとのことだが、
　事業譲渡費用に医療法人の負債を上乗せするのでは
　ないか。
⇒事業譲渡価格については、２病院の統合の話が進め
　ば、専門業者の査定による適正な価格で交渉するこ
　とになり、負債の部分は入らない。また、事業譲渡
　価格の予算は市議会で説明を行う。
・病床数が多いだけでは若い医師は来ない。地域医療
　に魅力を持っている医師もいるので、そういう医師
　を探して呼び込む努力が必要
・医師の数は限られており、少しでもやりがいのある
　病院にして、一人ずつでも増やし、育てていくこと
　が大事。そのためにもある程度の規模の中核病院が
　必要
・二次救急を維持するためにも医療資源を１箇所に集
　約した方がよい。
・「２病院が統合しなくてもいい、今更中核病院は必
　要ない」と考える市民もいる。
・人口が減っても病気になるし、医療は必要。市民に
　寄り添える病院が身近にあってほしい。

■第２回以降のスケジュール
〇第２回中核病院協議会（８月 27 日開催）
　議題：萩医療圏における医療機能再編等について
　※概要については市 HP に掲載（QR コード参照）

〇今後の協議会のスケジュール（想定）

協議会（毎月１回程度開催予定）
・萩医療圏に必要不可欠な医療機能の確認
・公的、中核的病院が担うべき医療機能の確認
・医療機能を維持するための手法（パターン）の整理
・パターン別の整理
　　　　　　　
　　協議会としての方向性について確認、まとめ
　　　　　　　
　　市へ報告（R3.12 月末までを目途）

　　　　　　　　　市の方針を判断する際、
　　　　　　　　　地域医療構想調整会議で協議
　　市としての方針を決定（R4.3 月末までを目途）

★これまでの
　　　協議会の概要→

中核病院形成推進室　☎ 21-3120
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▽補助対象経費
○県外で開催される物産展や展示会等への出展経費
○クレジットカード・電子マネー決済機器導入経費
○会社や商品等の PR 経費
○新商品開発や新サービス展開に係る経費
○中心商店街等の空き店舗を活用した事業所等の開設に係る経費
▽補助上限額　３～ 20 万円
▽補助率　1/2

　新型コロナウイルス感染症による「新しい日常」に対応した、インターネットの活用による販路拡大や、専門
人材などを活用して兼業、副業などの新しい働き方を推進するなど、市内中小企業者等のアフターコロナを見据
えた新たな取組を支援します。
▽補助対象経費
○ 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（ソフトウェ
　ア）の導入経費など
○都市圏などの企業に就職している IT やブランディングなどの専門人材を兼業・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
　※採用した専門人材への謝礼や委託料等は補助対象外
▽補助上限額　10 万円または 20 万円
▽補助率　2/3　

　2023年度にはインボイス制度の導入が予定されるなど、今後、ますますデジタル化への対応が必要となるこ
とから、中小企業者等のデジタル化に向けた取り組みを支援します。
▽補助対象経費
○顧客対応、販売支援、決済、在庫・物流、会計、財務、経営などのソフトウエアの新規導入
　※ソフトウェアの更新や、ハードウェア等は補助対象外
○テレワークなど非対面ビジネスや遠隔地との商談等を可能とするための 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 Webカメラや集音マイクなど
　※パソコンやビデオカメラ、テレビなど事業の目的以外にも使用できる汎用性の高い機材等は補助対象外
▽補助上限額　30万円
▽補助率　2/3

【共通事項】
▽申請期限　令和４年２月 28 日㊊
　※予算が無くなり次第終了します。
　※事業実施前の事前申請が必要なります。まずは商工振興課へご相談ください。
　※詳細については市 HP または、商工振興課へお問い合わせください。

商工振興課　☎ 25-3108

　中小企業者の皆様の事業拡大や、デジタル化・アフターコロナ対策などへの取り組みに必要となる経費に
ついて支援を行っています。

中小企業者等の皆様のチャレンジを支援します！

萩市中小企業等事業拡大補助金

中小企業者等デジタル化促進補助金

中小企業者等アフターコロナ対応支援補助金
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　今年度はコロナ禍における飲食事業者・小売事業者・農林水産業者
（加工事業者を含む）への支援対策として、アフターコロナを見据えた
地域経済の再生のための産業祭「萩ふるさとまつり」を開催します。

■ 2021 年度のテーマ
　「お菓子」　※和・洋を問いません
■申込期限　10 月 29 日㊎
■応募資格　どなたでも応募可
■出品数　　１人（事業者）３点まで
■募集内容
　萩産の原材料を使用しているか、ネーミング・コン
セプトが萩の歴史や自然、ストーリーをイメージした
商品で、①これまでに商品化されていない新たなお土
産のアイデア、または、②市内事業等において既に製
造または販売されており、他の事業者による製造、販
売も可能な商品等。
■出品料　無料
■その他　受賞作品のレシピ等は実行委員会に帰属
し、今後、事業者により製造・販売される予定です。
■提出書類　応募用紙
　　　　　　※市 HP からダウンロード可

〒758-8555　萩市商工振興課内
　　萩逸品コンペティション実行委員会事務局
　　☎ 25-3108

出店者
募　集

がんばろう萩！ Re: スタート萩ふるさとまつり 2021
～アフターコロナ！！産業再生・活性化を目指して～

11月14日㊐ 　10:00～15:00
市役所周辺（予定）

■応募資格
　①萩市内に事業所等を有する飲食事業者・小売事業者・農林水産業者（加工事業者を含む）
　②新型コロナウイルスの感染防止対策を行うこと（マスク、フェイスシールド、消毒の徹底など）
■基本小間料および水道代
　事業者支援として無料とします（テント・長机３台、椅子の使用料込み）
　※水道については供用水道のみ設置、長机４台目からは有料（300 円／１台）
　専用電気代：１事業者 1,000 円程度

９月 17 日㊎までに、商工振興課備え付けの申請書（市 HP からダウンロード可）を持参。
商工振興課　☎ 25-3108

新しい
「萩の逸品（おみやげ）」
を考えよう！

萩
ハ ギ ッ ピ ン

逸品コンペティション2021！

　萩市を代表する新しい「萩の逸品（おみやげ）」のアイデアや商品を募集します。今年から、事業者だけで
なくどなたでも応募できますので、萩らしいお菓子のアイデアをお待ちしています。

※今後の感染状況等によっては、開催
を見送る場合があります
※感染防止対策のため、ステージイベ
ントは行いません
※入場対象者は原則市民限定とします
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萩市民防災の日記念行事

　７月 28 日、「萩市民防災の日」にあわせて、総
合福祉センター多目的ホールにおいて記念行事を開
催しました。
　講演会では、山口県河川課職員を講師に、「阿武
川の防災情報等について」と題して、消防団員や地
域防災リーダーなど約 110 人の方を対象に講演し
ていただきました。
　平成 25 年 7 月 28 日に発生した萩市東部集中豪
雨災害から８年。甚大な被害をもたらした災害の経
験と教訓を忘れることなく、これからの台風シーズ
ンに備えて、防災意識をより一層高めましょう。

　萩市には、中山間地域や離島を含め広いエリアに
市立の国民健康保険診療所が 11 カ所あります。そ
れぞれの診療所では、限られた医療資源で、幅広く
診療を行える総合診療医が重要な役割を担っていま
す。
　このような医療事情は、総合診療医を目指す医師
にとって、実務研修を行うのに適していることから、
この度、福岡県の飯塚病院から、上野千晶医師の派
遣を受け入れることになりました。
　市では、今後も総合診療医を目指す若い医師を積
極的に受け入れ医師確保に繋げていきたいと考えて
います。
　上野医師は 7 月 12 日から 10 月１日まで川上診
療所に在籍し、休日急患診療センターや各診療所で
も診療を行う予定です。

■自己紹介
　飯塚病院総合診療科に
は、飯塚病院内での診療を
中心とする病院総合内科グ
ループと、頴

か い た
田病院を診療

の本拠地にしている家庭医
療グループの2 つがあり、
私は家庭医療グループに属

萩市で総合診療を学ぶ

上野 千
ち あ き

晶医師

受賞おめでとうございます！

しています。普段は100 床規模の頴田病院で、外来・
病棟・在宅診療をしながら、飯塚病院で内科急性期
の病棟・外来診療を学んだり、小児救急外来や、救急
診療をしています。
　今回の研修で、その地域の課題や疾患特性をどの
ように見出し多職種で解決していくかという点を中
心に、診療所の役割や地域との関わり方をもっと深
めて学びたいと思っています。よろしくお願いいた
します。

受賞団体：山口県漁業協同組合萩地方卸売市場

受賞団体：萩松陰ラジオ体操愛好会

中国地方ラジオ体操優良団体等表彰

　多年にわたり、松陰神社付近の高齢者を中心
に 365 日ラジオ体操を行い、健康増進に貢献。

令和３年「海の日」海事関係功労者表彰
○国土交通大臣表彰

　多年にわたり、港湾調査の趣旨を理解し正確
かつ迅速な報告に努め国土交通行政に貢献。

地域医療推進課　☎ 25-2182

○海上保安庁長官表彰

中村 洋
よ う じ

治（三見） 久
く は ら

原 隆
たかよし

義（須佐）
　多年にわたり、海上保安思想の普及に寄与し、
海上保安業務の円滑な運営に貢献。
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　市では行政サービスの財源である市税等を確保するため、滞納処分に取り組んでいます。滞納は放置せずに、
お困りの際は必ず納付相談をお願いします。

　近年、うそ電話詐欺の手口は巧妙化しており、令和２年の県内の被害額は約２億８,000 円と、年々増加の 
傾向にあり、市内でも多くの高齢者がうそ電話を受けています。

市税等の納付は納期限内に

「通話録音装置」

■架空の老人ホームへの入居権が当選したと話し、入居を希望しないのであれば入居権を譲る
　ように仕向け、後に名義貸しが違法行為だと解決金を要求する「名義貸し詐欺」
■市役所の職員等を名乗り保険料の還付があると言い ATM で振り込ませる「還付金詐欺」
■身内を名乗り色々な理由をつけて金を要求する「オレオレ詐欺」　等

　通話録音装置を固定電話に取り付けることで、「この電話は、犯罪被害防止のため、通話内容を録音します」
という音声が流れ、詐欺をしようとしている人は、警戒して電話を切ってしまうと考えられています。
■対　　象　市内在住の概ね 65 歳以上の方で、高齢者単身、高齢者夫婦、日中高齢者のみとなる世帯等
■貸出費用　無料（電気代等の維持費用、破損・紛失時の費用は自己負担）
■貸出期間　１年間

消費生活センターでは、通話録音装置の貸出をしています

例えば、こんな「うそ電話詐欺」　　～手口はさまざまで、家に突然電話がかかり被害に遭われています～

通話録音装置（右の機器）

うそ電話詐欺対策に

ストップ！滞納

　特別な事情がない滞納は許されません
　市税等を滞納することは、納期内に納付されている多くの皆さんとの公平性を欠き、市の財政を圧迫し、住民
サービスに支障をきたすことにつながります。納期限までに納付がない場合、滞納処分の執行（財産を調べて差
押える）など厳しく対応しています。

　自宅や事務所なども捜索し差押え
　督促や催告にも応じられない場合は、財産調査を行い給与、
預貯金、年金、生命保険、不動産などを差し押えます。
　さらに滞納者の自宅や事務所などを捜索し、現金、貴金属、 
テレビなどの動産、タイヤロックやミラーズロックにより、 
自動車も差し押え、差し押えた物件はインターネットなどで公
売し、滞納している税等に充てる場合もあります。 タイヤロック ミラーズロック

をご活用ください

© 萩市消費生活センター

◎特別な事情がある場合は早めのご相談を
　災害や病気、失業などの特別な事情がある場合は、滞納処分を
受ける前に早めの納付相談をお願いします。　　　　　　 滞納処分

等の実績
滞納整理
の流れ

滞納処分
Ｑ＆Ａ

納付相談
について収納課　☎ 25-3209

◎通話録音装置の貸出を希望する方は、萩市消費生活センターまで連絡を
　電話で「還付金」「ATM」「キャッシュカード」「名義」などの言葉が出たら
詐欺だと思ってください。少しでも不安を感じたら連絡してください。

萩市消費生活センター　☎ 25-0999
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人事行政の運営等の状況報告
　市の人事行政の運営等における公正性、透明性を高めるために「地方公務員法」および「萩市人事行政の運営等の
状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件などの状況について、
令和２年度および令和３年度の概要を公表します。

■職員の任免と職員数の状況
採用数（R２.4.2～R３.4.1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

事務 保育士 保健師 建築士 学校給食
調理員 消防 医師 看護師 薬剤師 理学

療法士
診療放射線

技師
管理

栄養士 合計

18 ２ ２ １ １ ２ ７ ９ １ １ １ ２ 47
退職者 48 人

退職数（令和２年度）

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 : 人）
議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農林水 商工 土木 教育 消防 病院 水道 下水道 その他 合計

令和２年 5 138 26 100 35 1 37 32 41 77 92 166 19 15 37 821
令和３年 5 144 26 94 37 1 38 33 39 76 91 173 18 14 34 823
増　減 0 6 0 △ 6 2 0 1 1 △ 2 △ 1 △ 1 7 △ 1 △ 1 △ 3 2

※職員数は一般職に属する職員数。地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、再任用短時間勤務職員および会計年度
任用職員を除いています。《参考》会計年度任用職員の職員数（令和３年４月１日現在）53 人（パートタイムを除く）

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は当初予算上の見込人数のため、令和3年4月1日現在の職員数とは
異なり、再任用短時間勤務職員を含みます。

■人事評価の状況 全職員を対象に能力評価、業績評価および地域貢献度評価を実施しています。平成 26 年度の評価結果から、
翌年度の昇給への反映を行っています。

■給与の状況
人件費の状況（令和２年度 普通会計 決算）

歳出額（A） 実質収支額 人件費（B） 人件費率
（B/A）

342億8,541万円 5億7,951万円 60億1,439万円 17.5%

給与費の状況（令和３年度 普通会計 予算）

職員数 給与費（年額） 1人当たり
給与費給料 職員手当 期末・勤勉手当 計

632人23億7,528万円5億0,999万円 9億5,691万円38億4,218万円 608万円
※人件費には職員給与に加え、退職手当、報酬等を含みます。

平均給料月額および平均年齢の状況（R3.4.1 現在）
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
329,900円 44.3歳 292,900円 51.2歳

初任給の状況（R3.4.1 現在）
区分 初任給

一般行政職 大学卒 182,200円
高校卒 150,600円

技能労務職 高校卒 147,900円

職種 採用
予定数

申込
者数

１次試験 ２次試験 採用
者数受験

者数
合格
者数

受験
者数

合格
者数

上級事務 ５人程度 20 19 13 13 10 8
初級事務 若干名 8 7 6 6 5 4
初級土木 若干名 0 0 0 0 0 0
社会人経験者 若干名 10 8 5 5 2 2
社会人経験者（事務職） 若干名 7 7 3 3 1 1
社会人経験者（土木技術職） 若干名 2 1 1 1 0 0
社会人経験者（観光分野） １人程度 7 7 6 6 2 1
社会人経験者（建築士） １人 1 1 1 - - 1
社会人経験者（情報職） １人 1 1 0 - - 0
社会人経験者（情報職）

（追加） １人 3 3 1 - - 1

技術職・電気 １人 3 1 0 - - 0
保育士 若干名 7 5 5 5 2 2
管理栄養士 １人程度 5 4 2 2 1 1
保健師 若干名 4 4 4 4 3 2

■競争試験および選考の状況
採用試験実施状況（令和２年度）

選考の状況（令和２年度）：採用試験以外に事務職１人、市民病院・診療所の医師７人を選考により採用しています。

職種 採用
予定数

申込
者数

１次試験 ２次試験 採用
者数受験

者数
合格
者数

受験
者数

合格
者数

見島限定看護師・准看護師 １人程度 0 0 0 - - 0
見島限定看護師・准看護師

（追加） １人程度 0 0 0 - - 0

見島限定看護師・准看護師
（追加） １人程度 2 2 1 - - 1

学校給食調理員 若干名 3 3 3 3 1 1
初級消防 １人 2 1 1 1 1 1
初級消防（追加） 若干名 51 37 4 3 1 1
市民病院診療放射線技師 １人 2 2 1 - - 1
市民病院理学療法士 若干名 2 2 1 - - 1
市民病院管理栄養士 １人程度 5 4 1 - - 1
市民病院薬剤師（新卒） １人程度 0 0 0 - - 0
市民病院薬剤師（随時) 若干名 1 1 1 - - 1
市民病院看護師（新卒） 10 人程度 3 3 3 - - 3
市民病院看護師（随時） ５人程度 1 1 1 - - 1
市民病院看護師（随時） ５人程度 3 3 3 - - 3

（単位：人）

人事課　☎ 25-1239
※詳細は市HPに掲載しています。
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手当 萩市 国

期末・
勤勉手当

支給区分 期末手当 勤勉手当

同じ

割合
6 月期 1.275月分 0.95月分
12 月期 1.275月分 0.95月分
計 2.55月分 1.9月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置：有

退職手当

支給区分 自己都合 早期・定年

割合

勤続 20 年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25 年 28.0395月分 33.27075月分
勤続 35 年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置：定年前早期退職特例措置 2％～ 45％加算
扶養手当 配偶者：月6,500円、子：月10,000円、父母等：月6,500円

住居手当
借家（月額）○家賃27,000円以下の場合：家賃-16,000円
○家賃27,000円を超える場合：（家賃-27,000円）÷
2+11,000円（最高限度額28,000円）

通勤手当

①交通機関利用（月額）○運賃55,000円以下の場合:実額
○運賃55,000円を超える場合 55,000円+（運賃-55,000円）
÷2
②交通用具（自家用車等）利用（月額）：距離（2km以上）に応じ
2,000円～50,000円を支給

①交通機関利用（月額）：実額
（支給限度額55,000円）
②交通用具（自家用車等）利用

（月額）：距離（2ｋｍ以上）に
応じ2,000円～31,600円

手当の状況（R3.4.1 現在）

■休業の状況

育児休業
３歳に満たない子を養育するため、３歳に達す
る日まで育児休業することができる。
取得状況：令和２年度　11 件

修学部分休業 公務に関する能力の向上に資する修学のための
部分休業

高齢部分休業 定年退職前の現役離職準備のための部分休業

自己啓発等休業 公務に関する能力の向上に資する修学または国
際貢献活動を行うための休業

配偶者動向休業 外国で勤務等をする配偶者と外国において生活
を共にするための休業

■分限と懲戒処分の状況（令和２年度）　　（単位：人）

免職 休職 降任 降給 計
0 8 0 0 8

免職 停職 減給 戒告 計
0 0 1 1 2

分限処分者 懲戒処分者

■退職管理の状況
　管理または監督の地位にあった職員は、離職後２年間、営利企業
等の地位に就こうとする場合、若しくは就いた場合には、任命権者
に一定の事項を届け出るものとしています。

■研修の状況
　本市の人材育成として、山口県ひとづくり財団、山口大学等への
派遣研修を行い職員の資質の向上に努めています。
◇令和２年度の研修実績：山口県ひとづくり財団62人、その他の研
修機関６人、他団体への派遣４人、庁内研修（13回）519人

■福祉および利益の保護状況
福利厚生制度に関する状況（令和２年度）
◦市事業
　◇職員健康診断：定期健康診断、B 型肝炎ウィルス検査
　◇共済組合制度：人間ドック助成事業、特定健康診査、特定保健
　　指導事業、生活習慣病検診助成事業、保養所等宿泊助成事業
◦萩市職員共済会事業
　市事業以外に、萩市職員共済会への補助により、職員の福利厚生
　を目的とした事業を実施しています。

公費負担額 会員 1 人あたりの公費負担額 公費負担率
216 万円 2,506 円 18.0%

◇公費負担額（令和２年度）

◇公費負担により実施した福利厚生事業：自己啓発助成（研修、
　通信教育、検定等への受講料助成）、職場用救急薬品設置、文
　化部・運動部助成等

公務災害の認定状況（令和２年度）
加入団体 災害件数 災害の内容

地方公務員災害補償基金山口県支部 11 件 打撲、針刺し等

■公平委員会に係る業務の状況（令和２年度）
○勤務条件に関する措置の要求の状況：該当なし
○不利益処分に関する審査請求の状況：該当なし

■服務の状況
　地方公務員の規定により次のような職務上の義務があります。
・法令等および上司の職務上の 
　命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務

・政治的行為等の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限
 （許可状況：令和２年度124件）

特殊勤務手当（令和２年度）
○職員全体に占める支給職員
の割合：21.2%
○支給対象職員 1 人あたり平
均支給年額：163,452円
○代表的な手当の名称：徴収
事務手当、福祉業務手当、清掃
業務手当、消防作業手当
時間外勤務手当（令和２年度）
○支給総額：1億6,635万円
○職員 1 人あたり支給年額：
313,872円

■勤務時間とその他の勤務条件の状況
勤務時間等

休暇制度
年次有給
休暇

1 年につき 20 日間　４月採用職員は 15 日間
◎取得状況：令和２年　9.4 日

病気休暇 負傷や疾病のために療養する必要があり、勤務しな
いことがやむを得ないと認められる場合の休暇

特別休暇 結婚、出産、忌引など特別の事由により、勤務しな
いことが相当である場合の休暇

介護休暇

配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病や
老齢により日常生活を営むのに支障ある者の介護を
するため、勤務しないことが相当であると認められ
る場合の休暇
◎取得状況：令和２年度　１件

勤務時間 8:30 ～ 17:15 休憩時間 12:00 ～ 13:00
週休日 土曜日、日曜日
休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545814

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
子ども服、木製ラック、焼きもの　
各種、16 インチテレビ、振袖用の
草履、七五三の帯、40 インチテレビ、
夏・冬座布団
■おゆずりください
子ども用自転車、本棚
※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。

◎クリスマス小物作り講座
10 月３日㊐　10:00 ～ 15:00
古布で小物を作る
10人　 100円（材料費別）

■受付　９月 13 日㊊～ 26 日㊐
　16：00まで
※応募多数の場合、９月 27 日㊊　
13:00 から公開抽選。参加される
方は事前にご連絡ください。

エコプラザ・萩情報 椿東 4703-49　☎ 24-5300

インスタグラムと
Facebook で
最新情報を掲載！

休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日

◎雑貨の販売
９月12日㊐～26日㊐

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
９月12日㊐～19日㊐ 12:00まで

■抽選日  ９月19日㊐　13:00～

令和３年萩市成人式（延期分）
10 月 9 日㊏

　15:00 ～（受付 14:00 ～）
平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年

4 月 1 日生まれの方
■その他　当日は案内状を持参し、
受付に提出してください。新型コロ
ナウイルス感染症による変更点等は
市 HP に掲載します。

文化・生涯学習課
　☎ 25-3511

消防防災ヘリとの合同訓練
　須佐地域で、萩市消防本部と山口
県消防防災航空隊による災害救助活
動の更なる連携強化を目的とした合
同救助訓練を実施します。
　なお、ヘリコプター飛来のため、
高山山頂付近および須佐グラウンド
駐車場で騒音が発生しますので、ご
理解をお願いします。

９月 14 日㊋　10:00 ～ 12:00
高山山頂付近、須佐グラウンド駐

車場
消防本部警防課　☎ 25-2784

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、資産等報告書を公開し
ます。

９月６日㊊から平日開庁日
　8:30 ～ 17:15

総務課
　各総合事務所地域振興部門

総務課　☎ 25-3359

家屋調査にご協力を
　令和 3 年中に家屋を新築、増築
または解体された場合には調査が必
要となりますのでご連絡ください。
 また、未登記の家屋の売買や相続
等をされた場合には届出が必要で
す。ご協力をお願いします。
　なお、固定資産税の賦課期日（毎
年１月１日）後に売買または家屋を
解体された場合でも、賦課期日にお
ける所有者に対して、年税額の全額
が課税されます。

課税課　☎ 25-3485

市有地等の一般競争入札による
売却
■入札関係書類、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　９月１日㊌～ 24 日㊎

■入札参加者の決定　10 月８日㊎
■入札期間　10月11日㊊～22日㊎
※郵便入札による。
※詳しくは９月１日㊌から配布する
入札説明書、申請書、（市 HP から
ダウンロード可）をご覧ください。
また、財産管理課でも配布します。
■物件

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

下水道の供用開始
　椿地区の一部の下水道を供用開始
しました。

９月１日㊌から
下水道建設課　☎ 25-4651

物件
番号 １ ２

物件名
（地目）

須佐市有地
（宅地）

旧高俣支所跡地
（宅地）

所在地

①須佐字瓦浴
4906 番 4 高佐下字大伝

10 番 10②須佐字瓦浴
4906 番 5

地積 ① 180.93㎡
② 131.77㎡ 1,136.69㎡
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納期のお知らせ
　納期限までに忘れずに納めま
しょう
・国民健康保険料（４期）
・介護保険料（４期）
・後期高齢者医療保険料（３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　９月 30 日㊍

収納課　☎ 25-3575

※掲載されている行事・募集等については、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・延期等に変更になる場合があります。

社会生活基本調査にご協力を
　総務省と県では、生活時間の配分
や余暇時間の状況など国民の社会生
活を把握するため、10 月 20 日現
在の調査を行います。
　対象地域では、９月以降調査員が
訪問し、調査票の記入等をお願いし
ます。
■調査地域　▽萩地域＝金谷の２、
中津江の２、濁

にごりぶち
渕、大井港浜の１

▽福栄地域＝桜、扇町、生野
山口県統計分析課

　☎ 083-933-2650

寄付
○協和建設工業㈱からノートパソコ
ン２台
○㈱山口銀行萩支店（寄付型私募債
発行企業：㈲三輪鉄工所）から現金
６万円

市有霊園使用者（田万川）
■募集霊園　船

ふなかくしついじ
隠築地墓地（4.52

㎡）１区画
■応募資格　次の要件をすべて満た
している方
①萩市に本籍または住所を有する、
②祭事を主宰する、③他に墳墓の場
所を得ることができない、④１年以
内に墳墓を建立する
■必要書類　火葬許可証または焼骨
の所在を証明できる書類
■永代使用料　10 万円

10 月 15 日㊎
　（応募多数の場合は抽選）

田万川総合事務所市民窓口部門
☎ 08387-2-0300

世界遺産協力店・PR 商品
　萩市世界遺産活用推進協議会 ( 会
長：萩市長、38 団体で構成 ) では、

「明治日本の産業革命遺産」の活用
と理解を深めるため、協力店と世界

地　域 開催日 時　間 会　場
福　栄 9 月３日㊎ 18:30 ～ 福栄総合事務所
川　上 9 月 14 日㊋ 18:00 ～ 川上総合事務所

旭 9 月 16 日㊍ 18:30 ～ 旭総合事務所
須　佐 9 月 17 日㊎ 19:00 ～ 弥富交流促進センター
むつみ 9 月 28 日㊋ 18:30 ～ むつみ総合事務所

遺産 PR 商品の募集をします。
○協力店　パンフレットの設置、ポ
スターの掲示、募金箱の設置に協力
いただける店舗
○世界遺産 PR 商品　世界遺産や構
成資産にちなんだ食やお土産などの
PR 商品、メニュー、サービス

12 月 28 日㊋までに、文化財保
護課備え付け用紙または市 HP の
応募用紙をダウンロードし、FAX、
メール、郵送または持参
〒 758-8555 萩市文化財保護課世
界文化遺産室　☎ 25-3238

セーフティドライブコンテスト
■実施期間　11 月１日㊊～ 30 日
㊋（30 日間）
■参加資格　①市内に居住または市
内の職場・職域に勤めている方の
グループ、②自動車免許所有者およ
びスマートフォンの所有者、③イベ
ントで使用する四輪車両を限定でき
る方、④１チーム４人のチーム参加

200 人（50 チーム）
■賞品　萩市商品券

９月１日㊌～ 24 日㊎までに、市
民活動推進課、各総合事務所地域振
興部門、支所・出張所、萩交通安全

募　集

協会（萩警察署内）備え付けの申込書
または市 HP の申込書をダウンロー
ドし、FAX、メール、郵送、持参
※申込順で定員に達し次第、締め切
らせていただきます。
〒 758-8555 萩市市民活動推進課　
☎ 25-3601、FAX25-6623
メール anzen@city.hagi.lg.jp

萩市地域事業懇話会
　総合事務所管内における地域振興事業や課題解消を図る事業を検
討するにあたり、地域住民より選任した委員の皆さんから総合事務
所職員が意見を聴く地域事業懇話会を行います。
　10 月までに３回程度の開催を予定しており、各回とも傍聴する
ことができます。

地域づくり推進課　☎ 25-3356

※田万川地域の日程は、市 HP でお知らせします。
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花・花木の苗のあっせん販売
10 月 16 日㊏　9:00 ～ 13:00
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、
別途お知らせします。
■花の苗　キンギョソウ、キンセン
カ、デイジー、テルスター、ノース
ポール、パンジー、ビオラ（各 50 
円）、ハボタン４種類（丸葉・ちり
めんの各紅白、各 70 円）
■花木の苗　キンモクセイ、トサミ
ズキ、ヤマボウシ、レンギョウ（各
500 円）
※申込多数の場合は、数の調整あり。

苗の入れ物
9 月 24 日㊎までに、観光課、各

総合事務所備え付けの申込書または
ハガキに住所、氏名、電話番号、苗
の種類と本数を記入し、郵送または
持参（FAX 不可）
※郵送の場合、電話でハガキの到着
確認をしてください。
〒 758-8555 萩市観光課　
　☎ 25-3160

募　集

令和４年度 就学時健康診断
　来春小学校に入学するお子さんの健康診断を行います。該当する家庭には通知書を配布します。転居され
た方や市内へ転入された方等で、実施日の 10 日前までに通知書が届かない場合は、お問い合わせください。

学校教育課　☎ 25-3564、教育委員会各地域事務所

学校名 予定数 実施日 実施時間
明倫小学校 110 11 月 11 日㊍

13:00 ～
椿東小学校 57 10 月８日㊎

越ヶ浜小学校 5 10 月 13 日㊌ 13:30 ～
椿西小学校 28 10 月 14 日㊍ 13:50 ～
白水小学校 9 椿西小学校で実施
三見小学校 2 椿西小学校で実施
大井小学校 3 越ヶ浜小学校で実施
大島小学校 2 11 月 25 日㊍ 13:30 ～
見島小学校 1 10 月 22 日㊎ 13:20 ～

学校名 予定数 実施日 実施時間
川上小学校 4 10 月 21 日㊍ 13:40 ～
小川小学校 4 多磨小学校で実施
多磨小学校 13 10 月 14 日㊍ 13:40 ～

むつみ小学校 5 10 月 15 日㊎ 13:30 ～
育英小学校 12 11 月４日㊍ 14:00 ～
明木小学校 2 川上小学校で実施

佐々並小学校 1 川上小学校で実施
福栄小学校 5 10 月 14 日㊍ 13:20 ～

■日程

「第 14 回知的書評合戦ビブリ
オバトル」発表者＆観戦者

9 月 26 日㊐　14:00 ～ 15:00　
萩図書館２階

■定員・対象等
【発表者】5 人（要申込・先着順）、
中学生以上。参加賞、チャンプには
賞品あり。
※発表者は、Z

ズ ー ム
oom 参戦可能。

【観戦者】20 人（当日先着順）、全
発表を聞いて投票。

9 月 19 日㊐までに、萩図書館へ
☎ 25-6355、メール hagi-ibrary@
triton.ocn.ne.jp

松陰の道歩行大会
　松陰先生ゆかりの地をめぐり、歴
史を学ぶ歩行大会です。教育会萩支
部会員や萩高生徒が解説します。

10 月 16 日㊏　 8:30 ～ 12:15
■集合場所　市民館（ロビー集合）
■コース　市民館→山

やまがたありとも
県有朋→久

坂玄
げんずい

瑞進撃像→高杉晋作立志像→
素
そ す い え ん

水園→御
お な り み ち

成道→萩高校→女
おんなだいば

台場→
野山獄・岩倉獄→市民館

小学生以上 ( 幼児は保護者同伴）
50 人程度

10 月 6 日㊌まで、住所、氏名、
電話番号を記入し、FAX、メールま
たはハガキ
〒 758-0061 萩市椿 3729-2
山口県教育会萩支部事務局　椿義憲
あて　☎ 22-3400（FAX 兼）
メールtubaki.y@wonder.ocn.ne.jp

山口県総合芸術文化祭 2021 
山口県川柳誌上大会
■部門　１部：小、中学生
　２部：高校生、一般
■課題　１部：火、約束
　２部：久しい、やっと、雲
　ごそごそ、順、ゆっくり

１部：無料
　２部 1,000 円（郵便小為替）

9 月 30 日㊍（当日消印有効）
萩川柳会　〒 758-0061 萩市

椿 2908-15　☎ 25-1825　
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暮らしに役立つ図書館講座
9 月 29 日㊌　10:30 ～ 11:30
萩図書館２階
20 人（要申込）
「免疫力をつける秋冬野菜の育て

方」
長谷川 貴

たかひろ
央

　（農山漁村文化協会職員）
萩図書館　☎ 25-6355

星の会特別編　夏の大三角形と
惑星たち
　夏の大三角形、こと座のベガ・は
くちょう座のデネブ・わし座のアル
タイルと、惑星の金星・木星・土星
が観望できます。

9 月 10 日㊎　19:30 ～ 21:00
（時間内にお越しください）

萩博物館 天体観望室
吉田 恭

きょういち
一・廣兼 哲

てつろう
朗（萩博物館

天体専門員）
萩博物館　☎ 25-6447

NPO 萩まち博講座
９月 25 日㊏　13:30 ～ 15:00
萩博物館講座室
46 人（受講料無料）

　9 月 21 日の「世界アルツハイマー
デー」にちなみ、県では毎年 9 月
を「認知症予防月間」としています。
　市では、この期間にさまざまな取
組みを行っています。
◎「萩市認知症ガイドブック若年性
認知症編」の配布

◎家族支援講座
第 1 回 9 月 22 日㊌

　第 2 回 10 月 27 日㊌
※どちらも 13:30 ～ 15:00

総合福祉センター

第 1 回：医療ソーシャルワーカー
の方から、受診や診察の心構え
第 2 回：グループホームの介護職
の方から、関わり方について

ご家族を介護されている方
20 人程度
実費徴収（お茶代 100 円程度）
9 月 17 日㊎までに、地域包括支

援センターへ　☎ 25-3521

◎「認知症になっても安心して暮ら
せるまちをみんなでつくろう！」を
テーマに展示

9 月 1 日㊌～ 21 日㊋

総合福祉センター１階展示コー
ナー、１階エレベーター前通路、市
役所ロビー

◎世界アルツハイマーデーライト
　アップ in 萩
　認知症への理解促進の一環とし
て、今年は、金谷神社と萩駅舎を認
知症シンボルカラーのオレンジでラ
イトアップします。

９月21日㊋　18:00～19:30
金谷神社、萩駅舎
認知症の人と家族の会山口県支部

☎ 083-925-3731

講座・講演

9月は「認知症予防月間」

「吉田松陰の『工学教育論』」
道
どうさこ

迫 真
し ん ご

吾（萩博物館総括学芸員）
９月１日㊌～ 10 日㊎までに、

NPO 萩まちじゅう博物館事務局へ
☎ 25-3177
※ NPO 会員募集中です。

外国人のための日本語講座
（秋期）

９月８日～ 12 月１日の毎週水曜
日　19:00 ～ 21:00

オンライン（初回のみ総合福祉セ
ンター多目的ホール）

市民ボランティア
1,000 円（テキスト代別途）

※開講日当日の参加も可能です。
※市民ボランティア募集中です。

日本語クラブ萩　中嶋へ
　☎ 090-7778-5759

９月８日㊌～ 29 日㊌　　　　　 萩市議会議場

市 議 会 ９ 月 定 例 会
日 開議 日程

８日㊌ 10:00 会期の決定、諸報告、議案上程
９日㊍ 10:00 議案質疑、委員会付託
13 日㊊、14 日㊋
15 日㊌ 10:00 一般質問

16 日㊍、17 日㊎
21 日㊋、22 日㊌ 10:00 各常任委員会

29 日㊌ 10:00 委員長報告、質疑・討論・表決
※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
◆一般質問の放送日程　萩テレビ、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（77.5 ＭＨｚ）で生中継。
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山口県眼科医会　目の健康講座
9 月 26 日㊐～ 10 月 10 日㊐
①「緑内障とその治療」

②「糖尿病網
もうまくしょう

膜症とその治療」
③「見えづらい方へのアドバイス

（ロービジョンケア）」
①永井 智

ともひこ
彦・②波多野 誠

まこと
（山口

大学医学部眼科学助教）
③福村 美

み ほ
帆（山口眼科医会公衆衛

生担当理事）
オンラインのため事前登録不要
山口県眼科医会事務局　

　☎ 0835-28-0600

至誠館大学 地域公開講座
2021（後期）

萩・明倫学舎
至誠館大学　☎ 24-4000

講座・講演 萩市子育て支援センター行事
◎子育て誕生会
　７・８・９月生まれの子どもさん
の誕生会

9 月 17 日㊎　10:30 ～ 11:00
日の丸保育園　
未就園児とその保護者

9 月 10 日㊎までに、日の丸保
育園へ　☎ 25-4488

がんばろう萩！「結エール事業」
みつろうパック作り講座

9 月 30 日㊍　13:30 ～ 15:30
市民活動センター「結」
みつろうと布で繰り返し使える

ラップを作成
15 人（先着順・要申込）
NPO 法人エコプラザ萩職員
500 円程度（シート代、使用の

みつろうの量による）
お気に入りの布 50㎝× 50㎝（市

販バンダナのサイズ）、ハサミ
9 月 16 日㊍までに、市民活動セ

ンター「結」へ　☎ 24-0161
　FAX 24-0162

萩セミナーハウス行事　
◎ Let’s ウォーキング秋～甍

いらか
の風が

歴史を伝えるまち須佐～
9 月 25 日㊏　9:00 ～ 15:30
萩セミナーハウス（集合解散）

　この１～２年で心や体に不調を感
じる方が増えているそうです。また、
ある調査によると、「自分らしく生
きる力が必要になってきた」と 6
割以上の人が回答するなど、先行き
が見えない状況下で、自分らしく生
きる力を身につけ幸せ（ウェルビー
イング）に過ごすことの大切さが見
直されています。
　ポイントは、情報に振り回されな
いこと。スマートフォン等の普及に
よって、生活は便利になる反面、膨

HAGi_( ハギアンダーバー ) 通信 vol.14

大、かつ不安をあおる偏った情報に
振り回されて脳が疲労するとされて
います。そのため、情報の量や質を
自らコントロールし、デジタルテク
ノロジーとうまく共存して幸せを実
現する“デジタルウェルビーイング”
が注目されるようになりました。
　実践方法はさまざまなものがあり
ますが、おすすめは「デジタルデ
トックス」です。スマートフォン等
のデジタル機器から意識的に距離を
置き、自然に触れたり自分と向き合

い精神的・肉体的な疲労をリフレッ
シュする習慣です。睡眠の質や学習
能力の向上、ストレス軽減などの効
果が期待できます。
　たまには、デジタル機器から離れ、
砂浜を歩いたり、のんびり夕陽を眺
めたり、五感で自然を感じる時間を
作ってみてはいかがでしょうか。

企業誘致推進課
　☎ 25-3811

HAGi_について

楽しく歩いて健康づくり、今回は
須佐地域内を約７㎞歩きます。

どなたでも（小学生は保護者同伴）
20 人（先着順）
1,000 円（保険・資料代ほか、

昼食代別途）
9 月 18 日㊏までに、萩セミナー

ハ ウ ス へ　 ☎ 21-4501、FAX21-
7666
◎えがおの広場【後期教室】
①「笑いヨガ教室」

○土曜教室（毎月第 1 土曜日）
　10:00 ～ 11:30
○日曜教室（毎月第 1 日曜日）
　10:00 ～ 11:30

ヨガの呼吸法と笑いを組み合わせ
た「笑いヨガ」とレクリエーション

各 15 人
長
ながたに

谷 英
ひではる

治（笑いヨガティーチャー）
②「絵手紙教室」

毎月第 3 土曜日 10:00 ～ 12:00
身近な物を題材に絵や文字で表現
20 人
吉村 孝

たかし
（雑工房・道楽）

【①②共通事項】
萩セミナーハウス（堀内）
どなたでも
3,000 円（６カ月分）
萩セミナーハウス

　☎ 21-7501、FAX21-7666

第１回 第２回

日時 10月21日㊍
10:30～12:00

10月25日㊊
13:30～15:00

演題歩き方について
考えましょう

美しい日本の歌
を歌いましょう

講師 岡崎 祐
ゆうすけ

介 古
こ ね が わ

根川 円
まどか

人生を自分らしく幸せに過ごす鍵
「デジタルウェルビーイング」
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消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

９月 10 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■弁護士　馬
う ま や は ら

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

人権・行政・公証相談
９月 14 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
９月 22 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　長
ながたに

谷 義
よしあき

明
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（9/1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
○１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
○８日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登録
会
○22日㊌13:00～お酒に関する困
りごと相談
○28 日㊋13:00 ～心の健康相談
○ 30 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

萩広域はばたき教育相談会
10 月 14 日㊍　9:00 ～ 17:00
総合福祉センター
子どもの学習や進路・就労につい

て心配な保護者、特別な支援を要す
る子どもの保護者（子どもの同席可）

9 月 21 日㊋までに、学校教育課
へ　☎ 25-3562

高齢者・障がい者のための
弁護士電話法律相談

９月 14 日・28 日、10 月 12 日・
26 日、11 月９日（いずれも火曜日）
10:00 ～ 12:00

　市では、近年、社会問題化している中高年のひきこもり状態にある方やそのご家族をサポート
するため、世代を問わない「ひきこもり」に関する相談窓口を開設しています。
　ひきこもりは、誰にでも起こりえます。ひとりで悩みや苦しみを抱え込む前にお気軽にご相談
ください。
■電　話　☎ 25-3517（専用ダイヤル）
■メール　shougai.support@city.hagi.lg.jp

月～金曜日（祝日・年末年始除く）8:30 ～ 17:15
※来所相談をご希望の場合は、事前に要電話連絡。
※メールについては、24 時間 365 日受付けます。
　ただし、返信までお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

文化・生涯学習課　☎ 25-3590

萩市ひきこもり相談窓口

■相談受付　☎ 083-920-8730
山口県弁護士会

　☎ 083-922-0087

行政書士無料電話相談
　相続・遺言・法人設立・契約等に
関する無料電話相談です。

10 月 4 日㊊・5 日㊋
　10:00 ～ 16:00
■相談受付　0120-326-124

山口県行政書士会
　☎ 083-924-5059

萩ツインシネマ　☎ 21-5510

　　　　最新情報は
　　　　こちらから⇒

ツインシネマ相　談



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

健康増進課　☎ 26-0500９月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
１日㊌ 城東タマちゃん体操会/城東会館/13:30～
２日㊍ 大井グッドヘルス/大井公民館/13:30～
２日・９日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
８日㊌ 越ヶ浜グッドヘルス/越ヶ浜介護予防セ/13:30～
10日㊎ 市役所健康相談（あったかマルシェ）/総合福祉セ/10:30～
　　　  三見ソナタ/三見公民館/13:30～
10日・24日㊎ 健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/
　　　　　　 中央公園/10:30～
13日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
14日・28日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
16日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
24日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家/13:30～
28日㊋ 江向体操教室/江向１区公会堂/13:30～
 
◉旭・川上地域
14日㊋ 川上健康運動教室/川上保健セ/9:30～
16日㊍ 乳幼児相談（※）/旭マルチメディアセ/10:00～
28日㊋ あさひ健康運動教室/旭マルチメディアセ/９:30～

通行規制にご協力を（下水道工事）
下水道建設課 ☎ 25-3148

通行規制にご協力を
（配水管布設替工事）

水道工務課 ☎ 25-2398
◎大井
■規制内容
　片側交互通行、車両通行止め
■期間　９月下旬～

令和４年２月下旬（予定）
■時間　8:30 ～ 17:00
　（夜間、工事休止日は解放）

◎北古萩町、塩屋町
■規制内容
　車両通行止め
■期間　９月下旬～
　　　　令和４年２月下旬（予定）
■時間　8:30 ～ 17:00
　（夜間、工事休止日は解放）

◎椿東
■規制内容
　片側交互通行、車両通行止め
■期間　９月下旬～

令和４年２月下旬（予定）
■時間　8:30 ～ 17:00
　（夜間、工事休止日は解放）

◉田万川・須佐地域
１日㊌ 弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～
２日㊍ エアロビクス教室/小川交流セ/10:00～
３日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～
９日㊍ みんなの健康運動教室/須佐保健セ/13:30～
14日㊋ 萩市健康体操教室/田万川体育館/10:00～
16日㊍ エアロビクス教室/田万川体育館/10:00～
21日㊋ すくすく相談会/田万川保健セ/10:00～
26日㊐ 新・健康ちょ筋教室「体力測定」/
　　　  田万川体育館/8:30～

◉むつみ・福栄地域
１日㊌ むつみ楽しく体を動かす会/
　　　 むつみ農村環境改善セ/13：30～
９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／44,907人（前月比-44）　男／20,820人（前月比-16） 　女／24,087人（前月比-28）
世帯数／23,073世帯（前月比-9） 　出生／13人　死亡／79人　（令和3年７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
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７月16日～８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。
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９
1水

●そこにいきづくものたち（～19日）/ 渡辺蒿蔵旧宅 土蔵ギャラリー /9:00～
●夏期特別展「萩・昆虫城　夏の陣」（～20日）/萩博物館/9:00～
●萩八景遊覧船運航（～11/30）/指月橋そば/9:00～
●夏の宿題大作戦～令和３年度課題図書展示～（～30日）/萩図書館/9:00～
●大谷先生の水彩画展（～26日）/明木図書館/9:00～
●絵本『ねこざかな』シリーズと須佐保育園（～11/30）/須佐図書館/9:30～
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
わたぬき（25-2020）

2木 ●子育て応援講座/児童館/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）

3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
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
花宮（25-8738）

4土
●ザ・卓球（18日）/児童館/10:30～
●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

5日 ●ブラバン工作（20日）/児童館/13:30～ 外科
内科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

6月
外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

7火

●おもちゃ図書館開館日（14日、21日、28日）/からふる/10:00～
●未就園児開放日「ひよこぐみ」/萩幼稚園/10：00～
●心配ごと相談/福栄コミュニティセンター/9:30～
●行政相談/田万川総合事務所/14:00～

外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

8水

●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●未就園児保育「てんしぐみ」/萩光塩学院幼稚園/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）
柳井（22-0748）

9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）

10金

●萩焼伝統工芸士会作家展/渡辺蒿蔵旧宅/9:00～
●イラスト教室（24日）/明木図書館/15:30～
●だんすダンス！（24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～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
みやうち（25-2500）

11土
●大照院の発掘調査現地見学会/大照院境内/10:00～
●ザ・卓球（25日）/児童館/10:00～

外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

12日 ●めざせゲームマスター/児童館/13:30～ 外科
内科

休日急患診療センター
（26-1397）

13月
外科
内科

兼田（22-1113）
ふじわら（22-0781）

14火
●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～

外科
内科

都志見（22-2811）
中嶋（22-2206）

15水
●元気なときにかかる医者/児童館/10:30～
●人権相談/小川交流センター/10:00～

外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100

16木 ●ピヨピヨ「おはなし会」/児童館/10:30～ 外科
内科

萩市民（25-1200）
萩慈生（25-6622）

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金 ●行政相談/須佐総合事務所/10:00～ 外科
内科

萩むらた（25-9170）
市原（22-0184）

18土

●特別展「海を渡った古伊万里 ～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～」（～11/23）/
　山口県立萩美術館・浦上記念館/9:00～
●はぎマルシェ/中央公園/11:00～

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

19日 ●萩・明倫学舎「レコードコンサート」/萩・明倫学舎インフォメーションセンター/14:00～ 外科
内科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）

20月
外科
内科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/須佐

（08387-6-2540）

21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/小川交流センター/9:30～

外科
内科

大藤（21-0002）
みやうち（25-2500）

22水 ●萩わんぱーくであそぼうの会/萩わんぱーく/10:30～ 外科
内科

都志見（22-2811）
わたぬき（25-2020）

23木 ●子育て相談/児童館/10:30～ 外科
内科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

24金
外科
内科

萩市民（25-1200）
中嶋（22-2206）

25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）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

26日

●第14回知的書評合戦ビブリオバトル/萩図書館/14:00～
●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～
●青空市場/萩わんぱーく/13:00～

外科
内科

休日急患診療センター
（26-1397）

27月
外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

28火 ●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～ 外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

29水
外科
内科

かわかみ（21-7538）
みやうち（25-2500）

30木
外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

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、20 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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萩市地域おこし協力隊活動紹介
市では、20 人（９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。
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。

35

廣
ひ ろ せ

瀬　芳
よしひさ

久

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
　☎ 25-3360

防 府 山 口

　「カルストロード」や「別府弁天池」
など、壮大な景色や爽快な風を身体
で感じていただくツアー。

11 月 20 日㊏まで
6,000円（消費税・傷害保険料込）
秋吉台各所
美祢市観光協会　☎0837-62-0115

美 祢

　遊園地の乗り物が1,000円で乗り
放題！（一部機種は対象外）

9 月 26 日㊐　10:00 ～ 17:00
ときわ遊園地（ときわ公園内）
先着 800 枚
ときわ公園企画課

　☎ 0836-54-0551

宇 部

　熱気球の体験搭乗イベント。
10月9日㊏、10日㊐、23日㊏、24日㊐、

　30日㊏、31㊐、11月６日㊏、７日㊐
　7:30 ～ 10:30（フライト時間 5 分）

10,000円（消費税、搭乗者保険料込）
山陽オートレース場走路内ほか
シティセールス課　☎0836-82-1151

津和野

そらから魅る超絶景！ 山口ゆらめき回廊

名園『旧堀氏庭園』を
贅沢貸切でお楽しみ

『廃藩置県と
公爵毛利家の誕生』

電動アシスト自転車で巡る‼
『秋吉台の絶景＆名水グルメ』
ツアー

ときわ遊園地
『ぶちのりパスポート』

■着任日　令和２年 11 月
■前住所地　東京都練馬区
■配属先　林政課
■現在行っている活動

「伝建地区の街づくり」浜崎地区の

◉今後の展望
　「伝建地区の街づくり」浜崎地区で各種イベント ( フ
リーマーケット・手作り市・外国人祭り・骨董がらくた
市・コンサート等 ) の計画・実施に取組み、新風を吹か
せたいです。
　「林業のブランド化」祖先が植樹した大切な資産であ
るスギ・ヒノキを活用していく仕組みを模索し、循環型
林業の一端を担っていければと思っています。

天
あまかわ

川　瑞
み ず き

貴
■着任日　令和３年２月
■前住所地　東京都東村山市
■配属先　まちじゅう博物館推進課
■現在行っている活動
　写真による情報発信と地域連携に

◉今後の展望
　毎月１回コスプレイベントを開催し、集めた情報を元に
活動を広げていきたいです。開催場所は“おたからマップ”
より選定した自然豊かな場所や、文化財施設などを予定
しています。
　また他にも、萩検定の学習アプリとゲーム感覚で学べ
る小学生向けアプリを開発するために、現在プログラミ
ングの勉強に励んでいます。

よるまち全体の活性化。萩にある“おたから”（自然や文化
財施設など）をコスプレイヤー向けに宣伝し、まち全体を
巡り、萩の魅力をさらに拡散してもらえる仕組みづくり。

祭りやイベントによる活性化、古民家再生に向けた取組
と、「林業のブランド化」伐採時期の森林資産 ( スギ・
ヒノキ ) の活用方法の検討と宣伝活動。

　廃藩置県から 150 年を迎えるに
あたり、毛利家が公爵としてどのよ
うな役割を果たしたか紹介。

９月 11 日㊏～ 10 月 24 日㊐
　9:00 ～ 17:00（入館 16:30 まで）

大人700円、小中学生350円
毛利博物館  ☎0835-22-0001

　普段味わうことのできない名園
「旧堀氏庭園」を貸し切り、ガイド
と昼食の付いたおすすめツアー。

10月４日㊊、18日㊊ 11:00～15:00
13,000円
ウインズ津和野町観光協会

　旅行センター  ☎0856-72-1751

　国宝「瑠璃光寺 五重塔」のある
香山公園の散策路に約 1,000 個の
キャンドルを灯し、ライトアップ。

９月25日㊏～26日㊐　18:30～21:00
【総合】大路ロビー  ☎083-920-9220

　【当日】香山公園前観光案内所
　☎083-934-6630

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の情報をお届けします。 圏域７市町の

イベント情報
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　“ガラピコぷ～の仲間たち”が繰り広げる楽しいステージショーです。
おかあさんといっしょ宅配便 「ガラピコぷ～小劇場」

10 月 30 日㊏
　1 回目 13:00 ～ 13:45、2 回目 15:30 ～ 16:15

市民館大ホール
■出演　ガラピコぷ～の仲間たち（チョロミー、ムームー、ガ
ラピコ）、うたのおねえさん
※「おかあさんといっしょ」に出演しているうたのおねえさん
ではありません。また、番組の収録はありません。なお、ステー
ジショーでは、写真撮影、録音、録画を固くお断りいたします。

NHK 山口放送局 HP から（要事前申込）
９月 17 日㊎まで

○入場は１組最大 4 人まで
  （1 歳以上から人数に含む）
○応募多数の場合は抽選
○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　座席は 1 組ごとに間隔をとって指定

企画政策課　☎ 25-3342

NHK山口放送局HP

お出かけ情報お出かけ情報

　今回は秋の曲特集。懐かしい曲を聴いて、青春時
代を思い出してみませんか？

９月 19 日㊐　14:00 ～
萩・明倫学舎インフォ

　メーションセンター
無料（予約不要）

NPO 萩明倫学舎
　☎ 21-0304

萩・明倫学舎
「レコードコンサート」 　女性ソロアーティスト「ちひろ」によるコンサートや

キッチンカーによる販売があります。
10 月２日㊏　２回公演　

　１回目 14:00 ～
　2 回目 18:00 ～

国指定史跡
　旧萩藩御船倉（浜崎）

1,500 円
■主催　浜崎しっちょる会

チケット販売　旧山中家住宅
　☎ 22-0133

御
お ふ な ぐ ら

船倉コンサート

※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、内容を変更する場合があります。

　海上自衛隊佐世保音楽隊（約35人）による吹奏楽です。
10 月２日㊏　15:00 ～ 17:00（開場 14:00）
市民館大ホール
無料（整理券が必要）

■整理券  ９月27日㊊  8:30～市役所ロビー入口で配布
※先着順で１人２枚までとし、なくなり次第終了します。

（新型コロナウイルス対策のため人数を制限しています）
■主催　萩市自衛隊協力会、萩ライオンズクラブ

自衛隊萩地域事務所　☎ 22-2409

海上自衛隊佐世保音楽隊と市民の夕べ
萩ライオンズクラブ認証 60 周年記念事業

©NHK
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　江戸時代の遺
い こ う

構（排水溝・基
き だ ん

壇等）と遺
い ぶ つ

物（陶磁器・瓦）
が発見されました。

９月１日㊌～ 10 日㊎までの平日　10:00 ～ 16:00
※雨天時と土・日曜日は、遺構保護のためシート等で養
生するため見学できません。

大照院境内
■駐車場　大照院内駐車場、市民病院前駐車場（無料）

拝観料200円
※事前申込・予約等は不要です。

文化財保護課　☎ 25-3654
※マスク着用、動きやすい服装でお越しください。

大照院の発掘調査現場自由見学

“デジタルチケット版”  発売中!!
萩トラベルパス

　「ぶらやま」では、市内 42 施設で使えるお得
なクーポン付きパスポート「萩トラベルパス」の
デジタルチケット版を発売しています。

「ぶらやま」で萩のまち歩きをお得に楽しもう！
スマートフォン専用サイト

　また、「ぶらやま」では「スーパーはぎ号」のチケット
も、期間限定で購入できます。
■発売期間　12 月 28 日㊋まで

片道　大人 1,600 円

購入・チケットの詳細は「ぶらやま」で検索！

「スーパーはぎ号」チケットも購入可!!
新山口駅～萩市内の直行バス

■特典 「萩トラベルパスデジタル

検索ぶらやま

　農家さんオススメの季節野菜はもちろん、萩産農水
産物を使った加工品を購入することができます。

９月18日㊏　11:00～15:00
※毎月第３土曜日開催

中央公園
農政課　☎25-4192、

メール:nousei@city.hagi.lg.jp
※出店店舗や内容等、詳しくは
公式FaceBook、Instagramを
ご覧ください。

はぎマルシェ
　伝統の継承、後継者の育成や技術・技法の向上な
どを目的に活動している萩焼伝統工芸士の作品を展
示します。

９月 10 日㊎～ 24 日㊎　9:00 ～ 17:00
※毎週水曜日は休館

渡辺蒿
こうぞう

蔵旧宅（江向）
展示作品24点（各作家

自慢の１点と身近な日
用の器１点を展示）

無料
■主催　NPO 萩観光ガイド協会

商工振興課　☎ 25-3638

萩焼伝統工芸士会作家展 “食の大運動会”
今月のテーマ

チケット版（2日間有効）」をプレゼント
萩市観光協会　☎ 25-1750

　期間中は何度でもクーポンを利用できるので、
使えば使うほどお得です。
■発売・利用期間　９月30日㊍まで

100 円
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＜９月の普通展示＞
300 円、70 歳以上 18 歳以下無料ほか

○浮世絵　井上安
や す じ

治 ―光線画の継承者（9/5 まで）
○東洋陶磁　やきものの装飾 彩色（9/5 まで）
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（9/5 まで）
　　　　　山口県の伝統工芸Ⅰ（9/14 ～）
〇茶室　　和田 的

あきら

　CONTRAST ー光と陰ー

○浮世絵、東洋陶磁
開館 25 周年記念 館蔵名品選Ⅰ
　　－ありがとう、浦上敏朗さん。
　当館設立の契機となった故 浦上敏朗 氏（1926-
2020）より寄贈を受けたコレクションから、珠玉の
名品を2回に分けて展示。
　 9 月 14 日㊋～ 10 月 17 日㊐まで
○学芸員による作品解説　浮世絵　※要事前予約
　 9 月 25 日㊏　11:00 ～

＜特別展示＞
海を渡った古伊万里
～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～
　国内にある古伊万里の名品ととも
に、破壊された陶片を含むロースドル
フ城所蔵の陶磁器コレクションを海外
初公開。日本の修復技術による復元作
品も展示し「再生」にも焦点を当て、
波乱にとんだその全貌を紹介。 《色絵唐獅子牡丹文亀甲

透彫瓶》(部分修復)有田窯 
1700-1730年代 ロースド
ルフ城蔵

9月18日㊏～11月23日㊋㊗まで
一般1,500円、学生1,300円、

　70歳以上1,200円、18歳以下無料

《記念講演会》
９月25日㊏

　13:30～15:00
「ウィーン、ロースドルフ城 陶片は

　何を語るのか」
荒川 正明 氏(学習院大学教授・

　本展監修者)

《特別対談》
９月26日㊐

　13:30～15:00
「陶磁器修復の世界」
繭山 浩司 氏(修復家）と

　荒川 正明 氏

※いずれも定員 40 人。要事前予約。■要事前予約は美術館へ
　☎ 24-2400

■公式 Twitter
　はじめました

　昆虫をテーマに、約1,500種類、約15,000点の標本と
「萩・昆虫城」に迫る強敵と地元の昆虫たちの攻防戦を紹介。

9 月 20 日㊊㊗まで
大人520円、高校・大学生310円、小・中学生100円、

未就園児無料
■完全予約制：予約専用ページから要予約

萩博物館　☎ 25-6447

　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
絵や塗り絵、写真を撮って応募すると、募集期間ごとに入賞者
にお好きな昆虫缶バッジが当たる！

はぎ博昆虫作品コンクール関連企画

■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）

応募用紙を所定の方法で萩博物館へ郵送
第 4 期（最終）：9 月 20 日㊊㊗必着

萩博物館　夏期特別展 萩・昆虫城 夏の陣

山口県立萩美術館・浦上記念館 ■休館日（9月）　6日㊊～13日㊊、21日㊋、27日㊊
■開館時間　9:00～17:00（入場は16:30）

はぎ博昆虫作品コンクール第１期　入賞作品最終募集 !!
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◎第１回　10 月９日㊏　14:00 ～「ウォーキング & ジョギング」
　◎第２回　11 月６日㊏　14:00 ～「ペースコントロール走」
　◎第３回　12 月４日㊏　14:00 ～「10Km ペース走」

萩ウェルネスパーク（雨天時は別会場）

　オリンピック、世界陸上女子マラソン日本代表として出場した「重
しげとも

友 梨
り さ

佐」さんを講師にランニング教
室を開催します。日本代表を経験したアスリートと交流し、萩城下町マラソンの完走を目指しませんか。

12 月 12 日㊐　10:00 スタート　 萩ウェルネスパーク
■競技種目
◎ハーフマラソン（高校生以上）　 1,300 人（市民枠 300 人）
◎５K ｍの部（中学生以上）　 200 人　（市民枠 50 人）

一般 4,500 円、高校生 2,500 円、中学生 2,000 円
専用 HP または総合福祉センター１階受付窓口

【窓口開設】９月１日㊌、10 日㊎、21 日㊋（いずれも13:00 ～17:00 開設）
※郵便振替での申し込みは行いません。

９月 30 日㊍まで（各種目とも定員になり次第締切）

　参加資格を山口県内の方に限定し「維新の里 萩城下町マラソン 2021」を開催します。

重友 梨佐さん

日常と違った「和」の世界を体験

着物ウィーク in 萩
　世界遺産に登録され、「きものの似合う街大賞」初代全国
グランプリにも選ばれた萩城下町を着物で楽しみませんか？

10 月１日㊎～ 10 日㊐　９:30 ～ 17:00
萩・明倫学舎（着物レンタル・着付け会場、総合案内所）、

　萩城城下町周辺（和の学び舎、写真撮影 & プレゼント）
　ほか市内各所にて

和の学び舎（和小物づくりなどの体験教室）、
　着物フォトコンテストなど。

各回 1,000 円（当日集金）
各回先着 30 人（市民限定）
専用 HP から

　申し込み

萩城下町マラソン 2021
維新の里 萩城下町マラソン2021実行委員会

　事務局（スポーツ振興課内） ☎25-7311

ランニング教室

参加者募集！
申込 ９/１㊌～

■特典  着物の方には「萩トラベルパス2021秋」をプレゼント!!
着物ウィークin萩実行委員会（萩市観光協会内）　☎25-1750

　城下町周辺に竹灯籠が立ち並び、ろうそくの灯りが、 
歴史の町並みをほのかに照らします。幻想的で趣たっぷり
の夜をお楽しみください。

10月８日㊎～９日㊏
　18:00～21:00

萩城城下町周辺
萩・竹灯路物語実行

　委員会事務局（観光
　課内）☎ 25-3139

萩・竹
た け と う ろ

灯路物語
　アマビエ、紅葉、手毬を練り切りで作りませんか。

酒
さ こ う

向 淳
じゅんこ

子 氏（和文化体験カフェ「LAWAKU」代表）
10 月３日㊐　１回目 10:30 ～、2 回目 13:30 ～

和菓子作り体験

※着色料不使用

各回 15 人
1,800円（材料費込み）
萩・明倫学舎
９月11 日㊏ 9:30 ～

　25 日㊏までに萩明倫 
　学舎へ☎ 21-0304

関連企画

▶


