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【表紙の説明】【表紙の説明】　９月７日、川上小学校の全校児童が学　９月７日、川上小学校の全校児童が学
校近くの田んぼで稲刈りの体験をしました。慣れない校近くの田んぼで稲刈りの体験をしました。慣れない
作業に苦戦する児童もいましたが、たくさん実ったお作業に苦戦する児童もいましたが、たくさん実ったお
米を嬉しそうに収穫しました。米を嬉しそうに収穫しました。
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【表紙の説明】　９月７日、川上小学校の全校児童が学
校近くの田んぼで稲刈りの体験をしました。慣れない
作業に苦戦する児童もいましたが、たくさん実ったお
米を嬉しそうに収穫しました。
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一人ひとりの個性と能力を活かし、
　　　　　その適性を伸ばす7つのコース

○○音楽 ･幼児教育コー
ス音楽 ･幼児教育コース

萩光塩学院高等学校萩光塩学院高等学校
一人ひとりを大切にし、その個性と可能性を発展させます

インドネシア
からの留学生

との交流

国際性を養う一貫として、
　英語教育 ･異文化体験に力を入れています

◆外国人教師による英会話指導◆外国人教師による英会話指導
◆海外への修学旅行◆海外への修学旅行
◆留学生との交流◆留学生との交流

　これらを通して、異文化への　これらを通して、異文化への
　理解を深めていきます　理解を深めていきます

キリスト教精神に
　　基づく学びで豊かな人間力を育みます

◆自分のまわりに喜びと光をまく人◆自分のまわりに喜びと光をまく人
　になることをめざす　になることをめざす
◆社会を明るく照らす豊かな人間力◆社会を明るく照らす豊かな人間力
　を育む宗教の授業　を育む宗教の授業
◆ミッションスクールならではの行事◆ミッションスクールならではの行事

（開校記念日ミサ、クリスマス祝いなど）（開校記念日ミサ、クリスマス祝いなど）

海外へ
修学旅行♪

市内福祉施設
での奉仕活動☆

海外貧困地域の
子どもたちへの支援

《四年制大学・短期大学》
京都大学、九州大学、山口大学、山口県立大学、上智大学、青山
学院大学、明治大学、東京農業大学、立命館大学、同志社大学、
川崎医療短大、山口芸術短大 など

《各種専修学校》
山口県立萩看護学校、萩准看護学院、山口コ･メディカル学院、
YICリハビリテーション大学校　など

◆主な合格校◆
◆就職先◆

萩市役所、海上自衛隊、あぶらんど萩農業協同組合、
都志見病院、トヨタ自動車㈱、マツダスチール　など

◆取得可能な資格◆
漢検、英検、数検、硬筆書写技能検定、毛筆書写技能検定、
コンピュータサービス技能検定、介護職員初任者研修、 
日商簿記検定、料理検定、赤十字救急法救急員　など

シリーズ 魅力ある高校③ 市内の高校の魅力をシリーズで紹介
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卓球部卓球部卓球部卓球部

◆文化祭、体育祭◆文化祭、体育祭
◆クラスマッチ◆クラスマッチ
◆光塩バザー◆光塩バザー
◆キャロルコンクール◆キャロルコンクール
◆光塩百人一首カルタ大会　◆光塩百人一首カルタ大会　
◆コース ･ 文化部発表会　など◆コース ･ 文化部発表会　など

◆入試制度◆
・校長推薦
・自己推薦
・一般入試

HP、Facebook、
ｲﾝｽﾀをチェック！

一人ひとりが主役！

ミサではみんなでハレルヤコーラスを歌います♪

令和３年度インターハイ出場！
令和３年度インターハイ出場！

中国大会 ･ 全国大会で大活躍！
中国大会 ･ 全国大会で大活躍！令和３年度インターハイ出場！

令和３年度インターハイ出場！

中国大会 ･ 全国大会で大活躍！
中国大会 ･ 全国大会で大活躍！

◆奨学金制度について◆
･光塩奨学制度【校長推薦入学生のみ】（特別奨学生、文化･スポーツ奨学生、ファミリー奨学生）
･萩光塩学院同窓会奨学金　　 ･萩光塩学院交通費支援制度　　･国の就学支援金制度　　　　 
･山口県の制度 等　　　　　　※その他奨学金制度でご家庭の負担を大きく軽減します。

オールラウンドに活躍している部活動
～ありったけの青春がここにある～

学院生活を彩る　さまざまな行事は一生の宝物

書道部書道部書道部書道部

吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部

バスケットボール部バスケットボール部バスケットボール部バスケットボール部

軽音楽部軽音楽部軽音楽部軽音楽部

バレーボール部バレーボール部バレーボール部バレーボール部 美術部美術部美術部美術部

陸上競技部陸上競技部陸上競技部陸上競技部

合唱部合唱部合唱部合唱部

テニス部テニス部テニス部テニス部

メルセダリアン･メルセダリアン･
インターアクトクラブインターアクトクラブメルセダリアン･メルセダリアン･
インターアクトクラブインターアクトクラブ

ダンス部ダンス部ダンス部ダンス部

AMA ピアノと歌と管弦
のコンクール全国大会

（９月４日　滋賀県） （10月８～10日　福島県）

2021年全日本卓球選手
権大会(マスターズの部)

前田　洋
よ う じ

二福嶋　希
き え

衣
（萩卓）（萩光塩学院高等学校３年）

[男子ハイシックスティ][高校生声楽部門]

全国大会出場 おめでとう！全国大会出場 おめでとう！全国大会出場 おめでとう！

見事「金賞」を受賞されました！
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がんばろう萩！市民生活応援事業

がんばろう萩！一次産業事業者緊急サポート給付金事業

（４億6,395万5千円）

（4,500 万円）
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、売上の減少等により厳しい状況
にある一次産業事業者に給付金を支給し、事業の継続を支援します。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化す
る中、市民の皆様に少しでも元気になっていた
だくとともに、市民生活の下支えと市内経済の
活性化を図るため、市民一人あたり１万円相当
の萩市内共通商品券を支給します。

新規

新規

問い合わせ 農政課　☎ 25-4192　水産課　☎ 25-4195

給付金 10 万円

応援品 萩市内共通商品券１万円（1,000 円券× 10 枚）

対象者

農業者：令和元年度の売上が 150 万円以上
漁業者：令和元年度の売上（水揚）が 150 万円以上
※ただし、平成 26 年 4 月以降に新規就業された方、または、令和元年度に病
気等やむを得ない事情がある方はご相談ください。

対象者 令和３年９月 29 日時点で、萩市の住民基本台帳に登録がある方

受付期間 10 月１日㊎〜令和４年２月 28 日㊊

問い合わせ 福祉政策課　☎ 25-3550

給付要件

◦令和3年3月から11月までの間で連続する3カ月の売上平均月額が新型コロナ
　ウイルス感染症の影響により、令和元年同期間比10％以上減少していること
◦商工振興課の「がんばろう萩！中小企業者等緊急サポート給付金」を受けて
　いないこと
◦市税を滞納していないこと

↑詳細は
こちらへ

９月萩市議会で決まった補正予算概要

支給方法
申請手続きは不要です。支給対象者の世帯主に、全世帯員分の萩市内共通商品券
を郵送します。
10 月下旬から簡易書留で郵送し、商品券受取後からすぐにお使いいただけます。
ただし、商品券の受給を辞退される方は、発送前の 10 月 11 日㊊までに受給辞
退届出書の提出をお願いいたします。また、発送後の受取辞退（拒否）および受
け取られた後での返還も可能です。
※「受給辞退届出書」は市 HP からダウンロードできます。

申請
不要
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がんばろう萩！飲食店仕入対策支援事業（2,005 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、飲食店の事業継続を支援
するため、市内事業者からの仕入れに係る経費を補助します。併せて、市内事業者
からの仕入れを促進することで、市内事業者の事業活動の支援につなげます。

新規

問い合わせ 商工振興課　☎ 25-3108

対象者
市内に本社のある法人または住所を置く個人事業主等で山口県飲食
店営業許可を有し、新型コロナウイルス感染症の対策を講じて飲食
店経営を行なっており、引き続き事業継続の意思がある事業者

補助率 対象経費の 2/3（補助限度額 10 万円）

給付要件
令和３年 4 月から令和４年 1 月までの間で、１カ月の売上額が、
前年または前々年の同月の売上額と比較して減少した月があること

対象経費
令和３年 10 月 1 日から令和４年 1 月 31 日までの間に、市内に本
社のある法人または住所を置く個人事業主のうち、卸売業や小売業、
農林水産業を営む者から仕入れた額（消費税等は除く）

（対象経費の
　　　一例）

提供する料理等の食材や飲料・菓子類・紙ナプキンなどの消耗品、
レンタルタオルなど、直接来店者へ提供するもの

↑詳細は
こちらへ

PCR 検査実施事業 （990 万円）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが高まっている中、やむを得ない事
情により県外往来や、県外者等と接触がある方で症状は無いものの、感染への不安
がある方に対して無料で PCR 検査を実施します。

新規

問い合わせ 地域医療推進課　☎ 25-2182　

申し込み先

電話での申し込み：月〜金曜日（祝日を除く）9:00 〜 17:00　
　　　　　　　　　☎ 070-3246-9506、☎ 070-3248-7800
インターネットからの申し込み：24 時間受付
hagi_city.pcr@xcomglobal.co.jp（受ける方の氏名・生年月日を入力、送信）

対象者

感染への不安がある無症状の方で、次の①および②に該当する方
①やむを得ない事情により県外を往来した方、または県外者等と接触した方
②萩市民の方、または萩市に通勤・通学している方、若しくは萩市出身でや
むを得えない事情で帰省されている方

実施期間 11 月 15 日㊊受付分まで（予定）

実施方法
①各自で委託業者に直接申し込み（電話、インターネット）
②委託業者から郵送される検査キットに唾液を採取し返送
③委託業者より検査結果を通知

実施回数 原則 1 人１回

↑詳細は
こちらへ

受付期間 11 月１日㊊〜令和４年２月 28 日㊊

９月萩市議会で決まった補正予算概要
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新規

　本市・山口市および防府市において消防通信指
令業務を共同運用し、専門性の高い指令業務を専
従化することで、複雑多様化する災害に備えた地
域防災力の強化を図るとともに、通信指令設備お
よび維持管理に係る経費の削減を図ります。

消防指令センター共同整備事業
（債務負担行為：463 万 2 千円）

　令和３年 8 月 12 日から 15 日までの豪雨によ
り被災した農地や農業用施設の復旧について、必
要な経費を補正します。

農業施設災害復旧事業
（585 万円）

　旧明倫小学校３号棟の活用を図るため、必要な
経費を補正します。

旧明倫小学校３・４号棟整備事業
（1 億 995 万 7 千円）

（債務負担行為：1 億 3,406 万４千円）

新規

　まちづくりの指針であり、萩市の政策体系の最
上位に位置づけられる萩市基本ビジョンについ
て、策定時からの社会情勢の変化を踏まえた見直
しを行うため、必要な経費を補正します。

萩市基本ビジョン改定事業 
 （13 万 7 千円）

９月萩市議会で決まった補正予算概要

　令和３年 8 月 11 日から 26 日までの豪雨によ
り被災した市道や河川の復旧について、必要な経
費を補正します。

土木施設災害復旧事業
（4,794 万 5 千円）

新規

　老朽化により JR 西日本の解体撤去の対象と
なった JR 三見駅舎について、市が無償譲渡を受
け、待合室を改修します。
　旧駅員執務室は移住希望者やテレワーカー等が
田舎暮らしを体験することができる、お試し暮ら
し住宅として改修します。
　また、JR 西日本により撤去される上り線ホー
ム待合所は、市民の利便性を維持するため市が新
たに整備します。

三見駅舎活用事業
（698 万 7 千円）

新規

　漁船の維持管理を行う拠点施設である大井漁港
の船揚場が、老朽化により漁船の点検・修繕作業
等に支障をきたしていることから、改修事業に要
する経費を支援します。

大井漁港機能増進事業
　　  （500 万円）

　１つの事業や事務が単年度で終了せず、後年度において
も「負担＝支出」をしなければならない場合、あらかじめ後
年度の債務を約束することを予算で決めておきます。

※債務負担行為とは？



広報はぎ 令和３年10月号 7

■加盟に当たって
◦市内に事業所を有する小売業、卸売業、サービス
　業、製造業、設備工事業、道路旅客運送業および
　病院・薬局・福祉事業所であること
◦萩市共通商品券協同組合へ加入すること
◦萩山口信用金庫の口座をお持ちであること
◦加入にあたっては、所定の手続きと負担金が必要

萩市共通商品券協同組合
　☎ 25-3333

萩市市内共通商品券の加盟店募集
　令和４年４月 30 日、任期満了に伴い行なわれる
萩市議会議員一般選挙および立候補予定者に対する
説明会の日程が決定しました。
■告示　令和４年４月 17 日㊐
■投票　令和４年４月 24 日㊐
※大島・相島・見島投票区は４月 23 日㊏
■議員定数　20 人
■立候補予定者説明会
　 令和４年２月９日㊌　14:00 ～ 16:00
　 総合福祉センター 多目的ホール
◎説明会出席者へのお願い
◦立候補予定者 1 人につき２人以内とします。
◦マスクの着用等にご協力をお願いします。

選挙管理委員会　☎ 25-2912

萩市議会議員一般選挙投票日

農政課　☎25-4192

「がんばろう萩！市民生活応援事業」で
１万円相当の市内共通商品券が支給されます

商品券が支給されるこの機会に
ぜひ、ご加入ください
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　市内小学生（４～６年）、中学生を対象に募集した、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」絵画コンクール 2021 の
入賞作品が決定しました。入賞した小学生の部８点、中学生の部８点の作品を展示します。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」絵画コンクール 2021

■小学生の部 ■中学生の部

市長コラム 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、多くの
地区で敬老会が中止となりましたが、９月 27 日には、市内
の高齢者お二人のご家庭を訪問し、長寿をお祝いしました。
　元気一杯に会話されるお姿を拝見し、私も元気をいただき
ました。このような豊かな社会となりましたのも、ご長寿の
諸先輩方のご尽力であり、心より敬意と感謝を申し上げます。
いつまでも健康で明るく楽しい日々を送られることを心から
願っております。

柴田 咲
さ わ

和（明倫小学校６年）「みんなよく見る萩城下町」 宮澤 亮
りょう

（越ヶ浜中学校３年）
「萩城下町」

作　品　展　示 10 月２日㊏～ 11 月 28 日㊐
萩・明倫学舎２号館 ( 別途入場料 )

文化財保護課　☎ 25-3238
※入賞作品については市 HP で掲載

井町 真
ま お

大
（越ヶ浜小学校６年）
「萩反射炉と夏の空」

金
か な や

谷 絢
あ や ね

音（椿東小学校５年）
「え美すが鼻ぞう船所あと」

久保 奏
そ う た

太（明倫小学校４年）
「松下村塾」

和田 侑
ゆ う ま

馬（萩東中学校２年）
「恵美須ケ鼻造船所跡と日本海」

久保 和
わ か な

伽菜
（萩東中学校１年）
「そびえ立つ萩反射炉」

木村 彩
さ ら

楽（萩西中学校１年）
「萩のシンボル！城下町」

最優秀賞

優秀賞

最優秀賞

優秀賞

　新型コロナウイルス感染症について、山口県では県内の感染状況が改善したことから、感染防止集中対策期間と飲
食店への営業時間の短縮要請を９月 26 日で終了しました。
　しかし、依然として感染拡大が懸念され、ワクチン接種をしていても感染する「ブレイクスルー感染」が県内でも
多く確認されています。ご自身と、ご家族、大切な方の命を守るため、すでにワクチンを接種された方も含め、市民
の皆様には、引き続き、感染防止対策の徹底にご協力をいただきますようお願いします。



広報はぎ 令和３年10月号 9

「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。
※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。
※ 11 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。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　延期となる場合があります。

地域 月日 時間 会場
紫福 10月29日㊎ 9：00～ 紫福支所

三見 11月２日㊋ 9：00～ 三見出張所

大井 11月４日㊍ 9：00～ 大井出張所

■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

【８/２㊊　むつみ総合事務所】
○地酒の消費拡大のため、萩の酒まつりを復活してほしい。　○高齢者の交流サロンとして使用している世代
間交流施設が狭いので改修してほしい。　○ＪＡふれあい店がなくなると買い物に困るので店舗を継続してほ
しい。　○保健師を総合事務所に常駐配置してほしい。　○地域の実情を把握した職員配置をお願いしたい。

【８/４㊌　福栄総合事務所】
○支障木の伐採など市道の管理を徹底してほしい。　○新規就農者などへ手厚い支援をお願いしたい。　○シ
ニアカーの充電スタンドを設置してほしい。　○ぐるっとバスの運行エリアを拡大してほしい。　○旧福川小
グラウンドにトイレと休憩所を整備してほしい。　○支所・公民館の使用ルールを見直してほしい。

【８/６㊎　旭総合事務所】
○移住者向けのお試し暮らし住宅を整備してほしい。　○農産物加工販売所つつじへの進入路を改修して入り
やすくしてほしい。　○サル被害がひどいので効果的な対策をしてほしい。　○携帯電話の電波が弱い地区が
あるので解消してほしい。　○世代間交流施設の木工機械を修理してほしい。　○明木小学校跡地を有効活用
してほしい。　○コロナで地域特産品の売上げが落ちているのでＰＲをしてほしい。

※ 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。

一日市長室でいただいたご意見

しっかり
聴きます！

農産物加工販売所つつじ視察

　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、FAX 26-5458
　　　　　　　メール kouhou@city.hagi.lg.jp
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◎接種券番号が必要となりますので、手元にクーポン券をご用意のうえ、予約してください。
◎メール予約の際には、①氏名、②住所、③生年月日、④接種券番号、⑤予約希望の曜日・時間帯※、
　⑥日中に連絡が取れる電話番号、を必ずご入力ください。

　９月27日時点で２回目のワクチン接種を終えられた12歳以上の方は81.76％です。接種を希望される方は、 
早めの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予約方法が変わります

　10 月１日から、ワクチン接種の予約は、萩市予防・ワクチン接種班で受け付けを行います。
　接種日時と接種医療機関は調整後、改めてお知らせします。各医療機関では直接予約をお受けしませんので、
ご注意ください。

■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
〇萩市のワクチン接種全般に関すること
　☎ 0838-21-5925　平日　8:30 ～ 17:15　場所 : 総合福祉センター 3 階

■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

ワクチン接種後も感染予防対策が必要です
　ワクチン接種には、発症予防と重症化予防の高い効果があります。しかしながら、２回接種後でも、感染した
り、発症して感染を広げてしまうこともありますので、感染予防対策の継続と徹底をお願いします。

10 月以降のワクチン接種（ファイザー社製）の予約方法

■接種予約の流れ

■感染予防対策
　◎密集・密接・密閉の回避
　◎マスクの着用

萩市予防・ワクチン接種班へ電話またはメールでお申し込みください。１

２ 予約された方へ市から、接種日時・接種医療機関についてお知らせします。
※国からのワクチン供給量の関係で、接種まで少しお待ちいただく場合があります。

３ 予約した接種日時に接種医療機関で接種を受けてください。

※月～金曜日は 9:00～ 17:00、土曜日は 9:00～ 12:00のうち、ご希望の曜日・時間帯を第 3希望まで
　入力してください。日程ごとの予約数に満たないときは、余ったワクチンの廃棄を避けるため再調整
　となり、ご希望に添えない場合があります。

☎ 0838-21-5925（平日 8:30 〜 17:15）　　hagi-reserve@city.hagi.lg.jp

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

　◎石鹸による手洗い
　◎手指消毒用アルコールによる消毒の励行　など
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　令和２年１月 24 日から令和３年２月 28 日の間
に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業主
側の都合で離職や雇い止めとなった市内に住所のあ
る方を、令和３年 3 月 31 日までに正社員として雇
用し、その後１年以上引き続き雇用する市内事業者
へ、離職者就職促進奨励金を給付します。
■給付金額　１人 25 万円
　　　　　　（１事業者当たり 100 万円）
■申請期限　12月28日㊋まで

　キャシュレス決済事業者に支払った決済手数料の
一部を補助します。

■補助対象　令和２年７月１日から令和３年３月
31 日の間のクレジット決済に伴う決済手数料
■補助金額　最大 10 万円
※キャシュレス決済事業者に支払った決済手数料の
1/3 の額
■申請期限　12月 28日㊋まで

■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 10％以上減少している市内の中小企業等
※ NPO や社団法人等は対象外となります。

○緊急サポート給付金（第 2 期）
　給付対象者のうち、減少率が 30％以上の方

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）」を給付してい
ますが、コロナの影響が長引き、中小企業者や小規模事業者の経営環境が厳しい状況が続いてい
ることから、「緊急サポート給付金」の対象を拡充し支援を行います。

■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）

拡充！

○緊急サポート給付金（拡充）
　給付対象者のうち、減少率が 10％以上 30％未満の方
※減少率が 30％以上で、「緊急サポート給付金（第２期）」の給付額が 10 万円未満の
場合は 10 万円との差額を支給します。
■給付金額　一律10万円
※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。
※申請は給付の対象となる期間中、「緊急サポート給付金（第 2 期）」または「緊急サポート給付金（拡
充）」のいずれか１回です。
■申請期限　令和４年12月28日㊌まで

がんばろう萩！離職者就職促進奨励金 萩市キャッシュレス決済手数料補助金

商工振興課　☎ 25-3108
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中核病院形成推進室　☎ 21-3120

■パターン③　新たな場所に新病院を建築する場合（現在の市民病院・都志見病院を解体）

２病院統合にかかるイニシャルコスト（概算）
　令和５年４月に経営統合し、令和 10 年４月に施設を１箇所に機能集約すると仮定し、３つの機能集約パターン（①
市民病院を増築、②都志見病院を改築、③新病院を建築）ごとに試算しました。

■パターン①　市民病院を増築する場合（市民病院側へ集約し、現在の都志見病院を解体）
機能集約までに想定される費用 97 億円

■パターン②　現在の都志見病院を改築する場合（都志見病院側へ集約し、現在の市民病院を解体）

★各パターンの試算の詳細を記載した協議会資料や議事概要は市 HP に掲載しています。

※１　現行の補助制度での試算。地域医療介護総合確保基金については今後調整。
※２　20 年で償還する場合の単年度の実質負担（平均）は、パターン①で約 1.1 億円、パターン②で約 1.2 億円、
　　　パターン③で約 1.7 億円となります。加えて、病院運営にかかる一般会計の負担の増加が見込まれます。

【財源】
・補助金１.7億円 ※１
・地方債85.1億円（うち交付税措置45.3億円Ⓐ）
・一般財源10.２億円

うち、一般会計負担67億円Ⓑ
（一般会計の実質負担21.7億円Ⓑ‐Ⓐ ※２）、
病院負担28.3億円

機能集約までに想定される費用 98 億円
うち、一般会計の実質負担24.1億円 ※２、病院負担27.8億円

機能集約までに想定される費用 154.3 億円
うち、一般会計の実質負担34.9億円 ※２、病院負担44.8億円

第２回 中核病院協議会を開催しました８
27

　これまで検討されてきた市民病院と都志見病院が統合した場合に想定される市の財政負担の規模がわかるように、 
イニシャルコスト（初期投資費用）の概算額、市（一般会計）と病院の負担見込額を試算し、協議を行いました。
　なお、イニシャルコストの他にも病院運営にかかるランニングコスト等、市の負担の増加が見込まれます。

【独立行政法人化する
費用 10 億円】

都志見病院事業取得
（234 床⇒ 150 床）

【事業取得費用10～20億円】

市民病院
（100床）

令和５年４月
経営統合

（当面は２つの施設を活用）

市民病院新病棟（150床）増築
（100床　⇒　250床）

【新病棟増築費用 66.5 億円】

都志見病院解体

【解体費用５.５億円】

令和 10 年４月
市民病院側に機能集約

経営統合時（令和５年４月）の病床数は
250 床程度、経営形態は地方独立行政法人
を想定し、都志見病院事業取得費用を中央値
の 15 億円で積算しています。
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第 2 回 中核病院協議会での主な意見

○今後の予定

　２病院の統合という方向性になれば、協議会とは別の専門的な組織で診療科や医療
機能等について協議し、それにかかる費用の試算、検証を行います。

　中核病院をつくらなくても、山口市や長門市などの病院へ行けばいいのでは。

第３回中核病院協議会（予定）
10 月７日㊍　19:00 ～　 総合福祉センター１階　多目的ホール

　将来の市の財政負担や病院の経営は大丈夫なのでしょうか。
統合後のランニングコストや経営の見込みはどうなっていますか。

　高齢者が遠くの病院に通うのは大変なので、身近な病院があってほしいです。

　二次救急体制はいつ崩壊してもおかしくない状況です。特に夜間や深夜帯は医療従事者の負担が大きく、
このまま人手不足の状態が続けば救急患者を受け入れられなくなる事態が起きる可能性があります。

～萩の二次救急体制の現状～
　萩医療圏の二次救急は、市内の救急病院の医師や看護師等の
医療従事者の不足、高齢化により、24 時間 365 日の体制の
維持が困難な状況となっています。
　このままでは、萩で救急車を呼んでも搬送先がなく、助かる
命も助からなくなることも現実として起こりかねないため、 
早急な対応の検討が必要となっています。

崩壊寸前

　市民病院が単独で中核病院に求められる機能を担うには、今の 100 床では規模が小さく、困難です。
病床を増やそうにも萩医療圏は病床数が過剰とされており、現在の医療制度では単独で増やせません。

　地域の医療需要や将来人口推計をもとに 2025 年（令和７年）に必要となる病床数を医療機能ごとに
推計したものであり、萩医療圏全体の急性期の病床数 302 床に対し、地域医療構想における必要病床
数は 178 床で過剰の状態となっています。病床削減に向けた急性期病院の機能再編・統合等が求めら
れています。
※４ 急性期…手術等の積極的な治療が必要な時期

～地域医療構想における必要病床数（急性期※４）～

　入院や手術が必要な救急患者（＝二次救急）は二次医療圏（※３）域内の救急指定病院（萩医療圏で
は市民病院等の４病院）で受け入れることとなっており、原則として圏域外（山口市や長門市など）へ
の救急搬送はできません。（例外：高度な救急救命などの萩医療圏で対応できない場合や東部（田万川・
須佐）のような他圏域との協定に基づく場合）また、救急医療は一刻を争うため、圏域に救急を含めた
医療の継続が必要です。
※３ 二次医療圏…救急医療を含む一般的な入院治療が完結するように設定した区域
　　　　　　　　（萩医療圏＝萩市全域と阿武町全域）
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申請がお済みでない方は期限内に手続きを

一次産業事業者チャレンジ支援事業の期間延長

　チャイルドシート・ベビーカー・ベビーベッド・おむつ購入費への助成は令和３年度で終了します。

申請期限　令和４年２月 28 日㊊まで

農政課　☎ 25-4192
　　水産課　☎ 25-4195

子育て支援課、各総合事務所、支所・出張所
子育て支援課　☎25-3536

申請期限　令和４年 1 月 31 日㊊まで

　新型コロナウイルス感染拡大により、一次産業への影響が見通せない状況にあるため、一次産業事業者チャレ
ンジ支援事業の事業期間を令和４年１月末まで延長します。

詳細はこちらへ

詳細はこちらへ

受付期限　令和４年３月 31 日㊍までチャイルドシート・ベビーカー・
ベビーベッド・おむつ購入費助成事業

一次産業事業者チャレンジ支援事業補助金

子育て世帯生活支援特別給付金
（ふたり親等の低所得子育て世帯分）

詳細はこちらへ

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

児童１人あたり５万円

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です。
※既に給付金を受給された児童は除きます。

○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

申請が必要な方

対　　象　　者

対　象　要　件

支　　給　　額

令和3年3月31日までに出生した児童の保護者

おむつ購入費助成の申請期限は、「お子様が１歳半に到達するまでの間」と
していましたが、事業終了に伴い申請期限が短くなる方がいます。
今後、申請を予定している方は、受付期限内に手続きをお願いします。

対　　象　　者

事　業　内　容

留　意　事　項

対　　象　　者

対象となる取組

市内の農業者・漁業者による新たな販路拡大や、非接触対策にかかる機械や設備等の導入に
かかる経費を補助

令和元年もしくは令和２年と比較し、同月比５％の売上が減少した 50 万円以上売上がある
農業者、漁業者、農山漁村女性企業グループ

○商品開発・改良に対する経費
○販路拡大に対する経費
○非接触対策にかかる機械や設備等の導入
※汎用性の高い軽トラックや冷蔵庫の購入は対象外
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　「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、持続的な発展を目指す指針とするため、「萩市
過疎地域持続的発展計画（案）」を作成しました。

　罪を犯した人等の立ち直りを支えることを目的とした「萩市再犯防止推進計画」（案）を作成しました。

パブリックコメント募集
萩市過疎地域持続的発展計画（案）

萩市再犯防止推進計画（案）

※提出されたご意見およびご意見に対する
　市の考え方は市 HP で公表します。

■募集期間
　10 月１日㊎～ 11 月１日㊊
■閲覧場所
　市役所本庁市政情報コーナー、企画政策課、
各総合事務所、支所・出張所、市HP

■提出方法
　企画政策課または各総合事務所備え付けの様式（市 HP か
らもダウンロード可）を郵送または FAX、メール、持参
■提出先
　〒 758-8555　萩市企画政策課　☎ 25-3102、
　FAX 26-3803、メール kikaku@city.hagi.lg.jp

■募集期間
　10 月１日㊎～ 11 月１日㊊
■閲覧場所
　市役所本庁市政情報コーナー、市民活動推進課、
各総合事務所、支所・出張所、市HP

■提出方法
　市民活動推進課または各総合事務所備え付けの様式 ( 市
HP からダウンロード可 ) を郵送または FAX、メール、持参
■提出先
　〒 758-8555 萩市市民活動推進課　☎ 25-3601、
　FAX 25-6623、メール anzen@city.hagi.lg.jp

　市内事業所の人材確保と、雇用機会の拡大を図るため、令和５年新規学卒者（大学・
高校）等を対象とした合同企業説明会を開催します。
　萩で活躍する人材の確保や自社 PR を積極的に行う事業所を募集します。また、企業
ガイドブックに企業情報を掲載する事業所も引き続き募集していますので、自社 PR の
手段として、ぜひご活用ください。

「萩ふるさと合同企業説明会」参加企業募集

令和４年３月 17 日㊍　
市内に事業所のある企業や事業者
12 月 10 日㊎までに市 HP の申込フォームから申し込み、

または商工振興課備え付けの申込書（市 HP からダウンロード
可）を提出
※説明会参加事業所は企業ガイドブックへの掲載が必要です。

無料
商工振興課

　☎ 25-3638
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　「新しい時代を切り拓くひとづくり拠点」として、
通信技術を活用したコミュニケーション“ICT”の研
修推進や利用者の利便性向上を図るため、萩セミナー
ハウス本館に Wi-Fi を整備しました。

萩セミナーハウスに
無料 Wi-Fi を整備しました

　被災された方への義援金の受付を開始しました。
※救援物資の受付は取り扱いしていません。
■受付期間
　令和４年３月31日㊍まで（土・日曜日、祝日を除く）
※必要な方には受領証を発行します。
■受付場所
　総合福祉センター（総合案内）、秘書広報課（広報係窓
口）、各総合事務所、各支所、各出張所

日本赤十字社山口県支部
　萩・阿武地区事務局（福祉政策課内）　☎ 25-3550

令和３年８月大雨災害義援金
義援金箱の設置

　萩都市計画下水道の変更（案）について、市民の皆様からご意見を聞く説明会・公聴会を開催します。

萩都市計画の変更（案）に関する説明会・公聴会
〇萩都市計画下水道の変更（案）
■変更内容
　・椿東、椿地区の排水区域の変更
　・椿東汚水中継ポンプ場の廃止

○変更（案）の縦覧
■縦覧期間
　10 月 11 日㊊～ 25 日㊊
　8:30 ～17:15（土・日曜日、祝日を除く）
■縦覧場所
　都市計画課　

○説明会・公聴会
10 月 25 日㊊　説明会 18:00 ～　公聴会 19:00 ～
総合福祉センター１階　多目的ホール

※公聴会で意見を述べる（公述）には事前申出が必要です。
　申出がない場合は開催しません。
■公述の申込方法
　10 月 18 日㊊までに、都市計画課備え付けの申出書に意見
の要旨、理由、住所、氏名を記入し郵送または持参
※公述申出書の意見内容が今回の変更（案）に関係ない場合は
　公述できません。

都市計画課　☎ 25-3104

〜 今年度はオンラインで開催予定〜

第２回 萩市議会「議会報告会」を開催します

　萩市議会では、市民に開かれた議会を目指し、昨年
度に引き続き議会報告会を開催します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から対面での開催を取りやめ、11 月下旬頃にオン
ラインでの開催を予定しています。
　つきましては、市議会に対する、ご意見やご要望を
メール等にて事前に募集をいたします。
　いただいたご意見等は、オンライン議会報告会等で
お答えをさせていただく予定としています。

■提出方法
　住所、氏名、電話番号、ご意見等を記載のうえ、10
月 22 日㊎までにメール、FAXまたは議会事務局へ持参
※オンライン開催の詳細につきましては、次号の議会だ
より （11 月１日号）でお知らせをさせていただきます。

■問い合わせ・提出先
　議会事務局　☎ 25-3144、FAX 25-3548
　　　　　　　メール gikai@city.hagi.lg.jp

事前にご意見・
ご要望を募集 !!

■供用開始
　10 月１日から

文化・生涯学習課
　☎ 25-3511
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参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙
10月24日㊐が投票日です！ 大島・相島・見島投票区は10月23日土

午前７時から午後７時まで
※木間・川上・田万川・むつみ・須佐・弥富・旭・福
栄の全投票区は午後６時まで

平成 15 年 10 月 25 日以前に生まれた方
◦萩市に、令和３年７月６日（転入届出日）以前から
住民登録し、引き続き萩市に住んでいる方
※県内の他市町から令和３年７月７日以降に萩市に転
入された方は、転入前の市町で投票することになりま
す。（ただし、転入前の市町の選挙人名簿に登録され
ている方）
◦萩市より転出され転出予定日から４カ月が経過して
おらず、転出前に萩市において３カ月以上住民票の登
録のある方
※転入転出日等で違う場合がありますので、ご不明な
場合は選挙管理委員会までお問い合わせください。

　郵送された「投票所入場券」で自分の投票所を確か
めておきましょう。また、10 月１日以降に市内で転
居届をされた方は、前住所地の投票所で投票すること
になります。

　入場券をなくしたり、忘れたり、届かなかったとき
は投票所で再発行します。受付の係員に申し出てくだ
さい。

　漢字、ひらがな、カタカナでもかまいませんが、候
補者の氏名がはっきり正しく書かれていないと無効に
なる場合がありますので注意してください。
◆代理投票　投票は自分で書くのが原則ですが、体の
不自由な方や字が書けない方は投票所で補助者が、あ
なたに代わって、あなたの支持する候補者を書きます。
投票に関する秘密は堅く守られます。
◆点字投票　目の不自由な方は、点字投票ができます
ので投票所でお申し出ください。

　不在者投票は、特別な事情により選挙期間中に投票
所に行くことのできない方のための制度です。
◆入院中の場合　指定病院や施設に入院・入所してい
る場合は、病院長や管理者に申し出をすれば、不在者
投票をすることができます。
◆仕事等で市外に滞在中の場合　郵便等で宣誓書を添
え、萩市選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、投
票用紙など必要書類が送付されますので、滞在地の選
挙管理委員会で投票できます。
◆船員の場合　船員で選挙人名簿登録証明書をお持ち
の方は、指定港の市町村選挙管理委員会で、選挙人名
簿登録証明書及び船員手帳を提示して不在者投票をす
ることができます。
◆郵便等でできる場合　身体障害者手帳、戦傷病者手
帳を持ち、一定要件に該当する方、介護保険において
要介護５と認定された方で「郵便等投票証明書」をお
持ちの方は、自宅で投票用紙に記載して郵便等で投票
することができます。
　郵便等投票証明書の交付申請をされる方や有効期限
の過ぎた方は早めに手続きをしてください。
　投票用紙は、郵便等投票証明書を添えて 10 月 20
日㊌までに萩市選挙管理委員会へ請求してください。

　一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」が
できます。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせ
ください。

　手指消毒用アルコールを設置し、投票所の換気を行
います。記載台など間隔を空け、記載台・鉛筆等、定
期的に消毒します（ボールペンは推奨していません）。
◆投票所へお越しの皆さまへのお願い
・投票所においては、可能な限りマスクの着用をお願
いします。
・周りの方との距離を保つようにお願いします。

　20 時 30 分から市民体育館で行います。

■投票時間

■投票できる方

■投票所の確認を

■入場券を忘れずに
■新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅
療養等されている方へ

■投票の方法 ■新型コロナウイルス感染症対策

■開票

■不在者投票

選挙管理委員会　☎25-2912
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期 日 前 投 票 の 場 所 期 間・ 等
期日前投票所 場　所 期　間 時　間

萩市役所 萩市役所
玄関ロビー

10月8日㊎
　　～23日㊏ 8:30～20:00

三　見 三見出張所 10月18日㊊
　　～23日㊏

8:30～17:00

大　井 大井出張所 8:30～17:00

大　島 大島公民館
10月18日㊊
　　～21日㊍ 8:30～16:30

10月22日㊎ 8:30～12:00

見　島 見島ふれあい交
流センター

10月18日㊊
　　～21日㊍ 8:30～17:00

10月22日㊎ 8:30～12:00

越ヶ浜 越ケ浜介護
予防センター

10月21日㊍
　　～23日㊏ 9:00～17:00

川　上 川上総合事務所

10月18日㊊
　　～23日㊏

8:30～19:00

田万川 田万川総合事務所 8:30～19:00

小　川 小川交流センター 8:30～17:00

むつみ むつみ総合事務所 8:30～19:00

高　俣 高俣支所 8:30～17:00

須　佐 須佐総合事務所 8:30～19:00

弥　富 弥富支所 8:30～17:00

旭 旭総合事務所 8:30～19:00

佐々並 佐々並支所 8:30～19:00

福　栄 福栄コミュニテ
ィセンター 8:30～19:00

紫　福 福栄老人福祉セ
ンター 8:30～17:00

2410月 日日 投票日 地域 場　　所 時間

10月21日
㊍

田万川 尾浦地区集落排水
処理場駐車場　※ 10:00～10:30

むつみ
道の駅 うり坊の
郷駐車場　　　※ 11:40～12:30

マーケット623駐
車場　　　　　※ 14:00～15:00

10月22日
㊎ 萩

今古萩老人憩の家
駐車場　　　　※ 9:00～11:00

山口県漁業協同組
合大井支店荷捌所

（旧大井湊支店前）
※

12:30～14:00

山口県漁業協同組
合（旧大井浦支店
玄関前）　　　 ※

15:00～16:30

白水会館駐車場※ 9:00～10:00
山田天神様駐車場※ 11:00～12:00
三見飯井公民館駐
車場　　　　　※ 13:10～14:00

三見市仁王会館 15:00～16:30

10月23日
㊏

川上

伊藤様方駐車場
（川上江舟）　　※ 9:30～10:00

野戸呂構造改善セ
ンター駐車場　※ 11:00～11:30

笹尾地区防火水槽
横空地　　　　※ 13:30～14:00

立野集会所駐車場※ 15:00～16:30

田万川

田万川農村婦人の家 9:00～10:30

下小川ふれあいセ
ンター 12:30～14:00

江崎ふるさとセン
ター 15:00～17:00

むつみ
吉部市公会堂 8:30～10:00
旧高佐下ふれあい
センター 11:30～13:00

須佐

高山公民館 9:00～10：00
須佐三原農事集会
所 12:00～13:30

鈴野川農林漁業者等
健康増進施設 15:30～16:30

旭

明木第3分団器庫
駐車場　　　　※ 9:00～10:00

矢代公民館駐車場※ 11:00～11:30
長高公民館下（旧
長高小学校）グラ
ウンド　　　　※

13:00～14:20

舞谷公民館駐車場※ 15:30～16:30

福栄

半田集会所 10:30～11:30
山崎集会所 13:00～14:00
高蕪集会所 15:30～16:30
黒川集会所 14:00～15:00
紫福市自治会集会所 9:30～10:30
京場集会所 11:30～12:30

こんなときは期日前投票を！

短時間（巡回式・移動）期日前投票所
の場所・期間等

※は移動期日前投票所

　期日前投票は、投票日に投票できない方が前もって投
票できるよう便宜を図る制度です。
　投票日に仕事や旅行、出産予定等の事情で投票所へ行
けない方や、新型コロナウイルスの感染等が懸念される
場合は、期日前投票を行うことができます。
　投票できる期間、時間、場所は上表のとおりです。
　大島、相島、見島投票区（前日繰上投票の地区）の方
の期日前投票は 10 月 22 日㊎までとなります。
　令和２年に投票区の統廃合を行いました投票区の地域
では、右表のとおり短時間期日前投票所を開設します。



広報はぎ 令和３年10月号 19

あ な た の 投 票 所

投票所名 場　所 区　域
旧萩第 1 旧土原保育園 川島全区、土原全区
旧萩第 2 総合福祉センター多目的ホール 橋本町、御許町、唐樋町、江向全区
旧萩第 3 萩市保健センタ− 河添、平安古全区
旧萩第 4 山口県立萩看護学校ロビー 堀内全区、城東全区、樽屋町、今魚店町

旧萩第 5 日の丸保育園保育室 北古萩１区、細工町、塩屋町、恵美須町、瓦町、米屋町、東田町、西田町,津守町、
上五間町、下五間町、吉田町、古萩町、今古萩町、熊谷町

旧萩第 6 浜崎介護予防センター 北古萩２区、浜崎新町全区、浜崎町全区、東浜崎町全区
椿東第 1 県営住宅中津江団地集会所 目代、中津江
椿東第 2 椿東小学校地域ふれあいセンター 上野、椎原、中ノ倉、長山、松本市、船津、無田ヶ原
椿東第 3 新川会館　　 無田ヶ原口、新川全区、香川津、鶴江全区、前小畑１区、前小畑２区の１
椿東第 4 中小畑恵比須会館 前小畑２区の２・３、中小畑、後小畑
越ヶ浜 越ヶ浜介護予防センター 越ヶ浜全区

椿 市民体育館ロビー 霧口、沖原、大屋、笠屋、河内、椿、濁淵、金谷、椿町、雑式町、桜江、青海
木間 木間地域活性化センター 東木間、西木間、北木間
山田 山田保育園遊戯室 山田全区、玉江全区、玉江浦全区、倉江、小原
三見 三見公民館講義室 三見地区
大井 大井公民館研修室 大井地区
大島 大島公民館講義室 大島地区
相島 相島文化センタ−集会室 相島、櫃島

見島第 1 見島ふれあい交流センター 本村地区
見島第 2 見島診療所宇津分室待合室 宇津地区

川上 川上総合事務所 川上地域
田万川第 1 小川交流センター 小川地区
田万川第 2 田万川保健センター 江崎地区
むつみ第 1 高俣支所 高俣地区
むつみ第 2 むつみ総合事務所 吉部地区

須佐 須佐総合事務所 須佐地区
弥富 弥富支所 弥富地区

旭第 1 旭活性化センター 佐々並地区
旭第 2 旭マルチメディアセンター 明木地区

福栄第 1 福栄コミュニティセンター 福川地区
福栄第 2 農事組合法人ふくえ会議室 紫福地区

ご利用ください 密集を避けるため、混雑しない時間帯
での投票をお勧めします　各投票所には、「コミュニケーションボード」や「投

票用紙の滑り止めシート」、「老眼鏡」がありますの
でご利用ください。
※コミュニケーションボードとは、会話が難しい方
からの「よくある質問や依頼等」をイラストでまと
めた指さし板です。

◦期日前投票をご利用の場合、投票日前日（土曜日）
は、混み合いますので、早めの投票をお勧めします。
◦当日の投票所は、午前中は混み合いますので、午
後からの投票をお勧めします。
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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

高齢者インフルエンザ予防接種
10 月１日㊎～令和４年２月28

日㊊※医療機関により接種時期は異
なるため、事前に医療機関に要予約。

市内在住の 65 歳以上の方、60
歳以上 65 歳未満で心臓や腎臓等に
重い病気を有する方

山口県医師会、または益田市医師
会に属する、高齢者インフルエンザ
予防接種受託医療機関
■自己負担額　1,490 円
※生活保護受給者は自己負担が免除

（医療依頼証を提示）。
健康増進課　☎ 26-0500

飼育には届出が必要です
　蜜蜂、山

や ぎ
羊、イノシシ、鶏、アヒ

ル、うずら、キジ、ダチョウ、ホロ
ホロ鳥、七面鳥を飼育する場合は山
口県に関連法規に基づく届出が必要
となります。
　詳しくは北部家畜保健衛生所また
は、農政課にお問い合わせください。

北部家畜保健衛生所
　☎ 22-5677
　農政課　☎ 25-4192

お知らせ

◎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

指定給水装置工事事業者・排水
設備指定工事店の新規登録等

【新規】
■事業者名　小川設備（椿東）

【指定給水装置工事事業者：休止】
【排水設備指定工事店：取り消し】
■事業者名　指月建設株式会社
水道工事等を行う際は、必ず市の指定
業者（工事店）へお申し込みください。

水道工務課　☎ 25-2398
　下水道建設課　☎ 25-4651

JR 山陰線工事に伴う運休と代
行輸送
　線路改良工事のため、昼間の一部
列車を運休します。
　運休便とバスによる代行輸送の詳
しい内容は JR 西日本までお問合せ、
または HP 等でご確認ください。
■令和３年度の運休日等

西日本旅客鉄道株式会社お客様セ
ンター　☎ 0570-00-2486

東萩駅のきっぷの取扱いの変更
および窓口営業時間
　８月 31日をもって東萩駅「みど
りの窓口」が廃止となり、９月１日
からは萩市が窓口業務の委託を JR
西日本から受け、普通乗車券、普通
回数乗車券、定期乗車券のみを発売
しています。
■営業時間
9:00～15:45

（窓口閉鎖時間あり）
【列車時刻・運行情報・運賃等】

西日本旅客鉄道株式会社お客様セン
ター　☎ 0570-00-2486

萩・明倫学舎にピアノを設置し
ました
　市民からの寄付により、萩・明倫学
舎インフォメーションセンターにピ
アノを設置しました。
　どなたでも利用することが出来ます。
■時間　9:00～17:00

萩・明倫学舎　☎ 21-2018

STOP!! 漁船海難
　気象海象が厳しくなる冬を前に漁
船海難減少を目的とした秋季安全推
進活動を推進します。命を守る「救
命胴衣の常時着用」「常時適切な見

区間 益田～東萩駅 東萩
～長門市駅

運休日 10/12～15
1/11～14

11/9～12
2/15～18

運休
時間帯

概ね8:30以降
～16:30まで

概ね9:00以降
～17:00まで

◎不用品活用銀行
■おゆずりします
40 インチテレビ、明倫小低学年の
制服、家具調こたつの座卓、ロータ
イプのソファー、クロスバイク、電
動せんていバサミ、夏用座布団、ア
ルミ洗車台、体重計、額縁、毛糸、
壁掛け扇風機
■おゆずりください
子 ど も 用 自 転 車、 本 棚、 バ イ ク
250cc、原付バイク
※登録は３ケ月間。登録者と直接交

渉。希望者は連絡ください。
◎アート盆栽講座

11 月７日㊐　10:00 ～15:00
古布で万年青を作る
15 人（初めての方優先）
100 円（材料費別）
10 月11 日㊊～24 日㊐16:00

※応募多数の場合 10 月 25 日（月）
13:00 から公開抽選。
　参加される方は事前にご連絡下さ
い。

インスタグラムと
Facebook で
最新情報を掲載！

◎雑貨の販売について
10 月10 日㊐～24 日㊐

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
について

10月10日㊐～17日㊐
　12:00 まで
■抽選日　10月17日㊐13:00～
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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。
・市県民税（３期）
・国民健康保険料（５期）
・介護保険料（５期）
・後期高齢者医療保険料（４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。
※コンビニエンスストアやス
マートフォン決済で納付する事
が出来ます。
※便利で確実な口座振替をぜひ
ご利用ください。
■納期限　11 月１日㊊

収納課　☎ 25-3575

張りの徹底」を忘れないで下さい。
■期間　10 月 1 日㊎～ 31 日㊐

萩海上保安署　☎ 22-4999

山口県暴力追放推進センター
　（公財）山口県暴力追放推進セン
ターでは、山口県公安委員会から指
定を受け、暴力団のいない明るい住み
よい地域社会の実現を目指し、暴力
団排除のための活動を行っています。
１. 広報啓発活動
２. 暴力団の社会復帰活動
３. 暴力相談活動
４. 責任者講習の実施
※詳しくは HP をご覧ください。
（公財）山口県暴力追放推進セン

ター　☎083-923-8930

選任していますか？
安全運転管理者
　一定台数以上の乗用車や貨物車、
バイク等を使用する事業所等には、
安全運転管理者、副安全運転管理者
を事業所等ごとに選任し、15日以内
に公安委員会に届け出なければなら
ないことが道路交通法に定められて
います。

山口県警察本部
　☎ 083-933-0110
　萩警察署　☎ 26-0110

里親制度説明会
11月６日㊏　10:00～11:00

　※要事前予約
総合福祉センター
里親養育に関心のある人
里親制度の説明、里親からの体験

談の発表など
里親養育サポートセンターれりー

ふ　☎ 0835-28-8776
山口県萩児童相談所　☎ 22-1150

奇兵隊パレード参加者
　明治維新の原動力であった奇兵隊
士になって萩の城下町を行進しませ
んか。

11月７日㊐　10:30～12:00
萩城城下町　
20人程度（先着順）
黒色の靴、ベルト
10月22日㊎

観光課　☎25-3139

明るく楽しい介護川柳
　11 月 11 日は介護の日です。介
護の中でふと感じる気持ちなどの川
柳を募集しています。
■部門
○ジュニアの部（市内の小中学生）
○高校生・一般の部（市内在住また
は萩市に通勤、通学している方）
優秀作品には賞を贈ります。
■募集期間
10 月 12 日㊋～ 12 月 13 日㊊
■応募方法　所定の応募用紙、ただ
し便箋等自由で 1 人 2 句まで（自
作で未発表）。
住所、氏名、ふりがな、年齢、電話
番号、学校名と学年（ジュニアの部）
を記入し FAX、郵送または持参に
て提出。

〒 758-0041　萩市江向 510
社会福祉協議会
☎ 22-2289
　FAX22-2026

○男女共同参画推進パネル展
10 月１日㊎～31 日㊐
萩図書館
テーマ「だれもが自分らしく生き

るために～実現しよう！男女共同参
画社会～」
※月間終了後は地域等を巡回展示。

○おとうさんとおじいちゃんの読み
聞かせ
　みんなに読んでほしい男女共同参
画図書の中から選んだ本を、子ども
たちに読み聞かせます。

①小川小学校　10 月 8 日㊎

　8:00 ～ 8:15
②明木図書館　10 月 13 日㊌
　15:30 ～ 16:00

○萩市女性相談窓口専用ダイヤル
■月～金曜日、8:30 ～ 17:15
　☎ 25-3366
面接相談の予約は、
メール（市 HP）
でもできます。

○ DV ホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238-122

市民活動推進課　☎ 25-3227

10 月は男女共同参画推進月間

募　集

※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。
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萩市子育て支援センター
「子育て遠足」

10月15日㊎　10:00～11:00
指月公園 ( 雨天中止 )

※雨天中止のお知らせは HP へ
未就園児とその保護者

　( 先着 20 組 )
ふれあい遊び・ゲームなど

　( 親子とも動きやすい服装 )
10 月８日㊎までに、日の丸保育

園へ　☎25-4488

音訳ボランティア体験講座
10月17日㊐　9:30～12:00
総合福祉センター
視覚障がい者に提供する録音図書

を作るために必要な、読みの技術・
録音などを体験する講座

小学生～一般の方（親子参加も歓
迎）

筆記用具
10 月11 日㊊までに、福祉支援課

へ　☎25-3523

萩博物館「星の会」特別編
秋の星座ぺガススの大四辺形を見つ
けよう！
　秋の星座・ペガススの大四辺形、
アンドロメダ銀河、太陽系５・６・
７番目の惑星、木星・土星・天王星、
さらに遠くの海王星を観望します。

10月15日㊎　19:30～21:00
萩博物館天体観望室
吉
よ し だ

田 恭
きょういち

一、廣
ひろかね

兼 哲
てつろう

朗（萩博物館
天体専門員）

萩博物館　☎ 25-6447

自然体験～いろはパズルの森で
Ⅳ～

10 月23 日㊏　9:30 ～14:30
萩セミナーハウスほか
ネイチャーゲームとレクリエー

ション
15 人( 先着順)
1,600 円（昼食代込）
10 月21 日㊍までに、萩セミナー

ハウスへ　☎21-7501

法と福祉のセミナー
11 月５日㊎　13:30 ～15:30
総合福祉センター

■内容
◎第一部　
「ひきこもりの理解と筑後市社協

の取り組み」
卜
う ら べ

部 善
よしゆき

行（筑後市社会福祉協議
会）
◎第二部
「弁護士の身近な話」
長
ながたに

谷 義
よしあき

明（弁護士）
80 人（先着順・要申込）
10 月21 日㊍までに、萩法律相談

センターへ電話　☎24-0500

創業セミナー 2021
　創業に必要な心構えや基礎知識な
どを専門講師がわかりやすくアドバ
イスします。起業に興味があり、勉
強してみたいという方も、ぜひこの
機会をご利用ください。

11月10日㊌・18日㊍・25日㊍
　12月１日㊌・９日㊍・16日㊍
　いずれも 19:00 ～ 21:00

萩商工会議所
小林 昭

あきやす
康（創業セミナー専任講

師）
各 10 人程度
10 月25 日㊊までに、萩商工会議

所へ　☎25-3333

要約筆記体験講座
11月６日㊏　13:30～16:30
総合福祉センター
聞こえない体験、中途失聴・難聴

者理解、要約筆記体験（手書き・パ
ソコン）等

高校生～一般の方
20 人
11 月１日㊊までに、福祉支援課

へ　☎25-3523

講演・講座

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となったイベント
をお知らせします。

日時 イベント

10月9日㊏

成人式（令和３年 延期分）
対象となる成人者全員に、市長および恩師からのメッセージ
を送付します。また、成人式実行委員会が作成した動画を配信
予定です。

文化・生涯学習課
☎25-3511

10月10日㊐

萩・魚まつり
代替イベントとして、萩のブランド魚をはじめとする旬の地
魚を飲食店などでお楽しみいただける「萩のおいしい地魚グ
ルメキャンペーン」を実施予定です。

水産課　☎25-4195

11月14日㊐ 萩時代まつり
観光課　☎25-3139

イベントの中止
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至誠館大学
地域公開講座 2021（後期）
◎第３回

11月12日㊎　13:30～15:00
「外国人と話すための日本語―生

活者編―」
岡田 美穂准教授
萩・明倫学舎
至誠館大学 　☎ 24-4000

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

10月８日㊎　10:00～12:00
市役所本庁

■弁護士　山口 正
まさのぶ

之
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
10月27日㊌　10:00～15:00
市役所本庁

■弁護士　山口 正
まさのぶ

之
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（10/1 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
〇19日㊋ 13:00～心の健康相談
　（担当：萩病院精神科医）
〇27日㊌ 13:00～お酒に関する困
りごと相談
※いずれも予約制

県萩健康福祉センター
　☎ 25-2667

ひきこもり家族教室
10月15日㊎、29日㊎、

　11月９日㊋　13:30～16:00
県萩健康福祉センター
６カ月以上家族以外の他者と関わ

らない状態の子ども（16歳以上）を
持つ家族で、萩市・阿武町にお住ま

いの方
※参加希望の方は、下記へご連絡く
ださい。

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

10 月12 日・26 日、11 月 ９ 日、

12 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

相　談
◎市民活動講座受講者募集　※詳細は、QR コードへ

各講座 15 人（先着順・要申込）
市民活動センター「結」、ジョイ 201
市民活動センター「結」　☎24-0161

ハロウィンたまち＆結まつり 2021

◎川柳大会表彰式
お題「ワクチン」秀句の発表・表彰　10月24日㊐15:00～

◎ハロウィン仮装コンテスト
10 月13 日㊌までに、メール：sikatu-center@haginet.ne.jp へ件名、氏

名、年齢、連絡先を入力し、写真を送信。応募写真を10 月14 日㊍より「結」
に展示。
■投票　10月14日㊍～24日㊐12:00※投票箱は結に設置（１人１回）
■発表　結まつりにて

日付 講座名

10月21日㊍

10：30～11：30　無理なくできる地域のための活動
13：30～14：30　台所から考えるSDGｓ
15：00～16：00　笑顔でいきいき・フラダンス
18：00～19：30　Halloween in NY※参加費500円

10月22日㊎

10：30～12：00　エシカル消費について
13：30～14：30　維新の味を楽しもうⅡ～萩藩 毛利家の食～
15：00～16：30　萩ジオパークはおもしろい！
19：00～20：30　萩市　香

カ ガ ワ ヅ ニ コ ウ シ

川津二孝子
　　　　　　　　 ～親孝行の兄弟の物語を後世に～

10月23日㊏

10：00～10：45　英語で遊ぼう（小学生）
11：00～12：00　冒険遊び場プレーパークってどんなところ？
15：00～16：00　初めての手話
19：00～20：30　カードゲームで「あなたのやりたいこと」を
　　　　　　　　見つけよう♪
19：00～20：30　おはなしを楽しもう！
　　　　　　　　～いろんな手法を使った読み聞かせ～

10月24日㊐

10：30～12：00　犬と猫と私たち
13：00～13：45　LINEアプリを使ったビデオ通話体験講座
13：00～14：00　世界一かんたんなテニス体験会
14：00～15：00　川柳を楽しもう！
14：30～15：30　OHaGi　ランニングスクール

■講座一覧
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「女性の権利 110 番」＆「LGBT
の権利 110 番」
　女性に対する暴力や離婚に関する
諸問題、職場における差別、同性婚
に関することなど、女性の権利一般
および LGBT の権利に関する弁護
士無料電話相談です。

10月22日㊎　10:00～16:00
■相談受付
083-922-8739（15分程度/１人）

山口県弁護士会　
　☎ 083-922-0087

身体障がい者巡回相談
( 整形外科 )

11月18日㊍　13:30～14:30
萩市地域医療連携支援センター
補装具交付の要否判定、処方およ

び適合判定
身体障害者手帳所持者等

相　談 ■相談員　山口県身体障害者更生相
談所の指定医　

11 月１日㊊までに、福祉支援課
へ　☎ 25-3523

体力テスト
10月27日㊌、29日㊎

　19：00 ～ 20：30
市民体育館
市内在住の 20 歳～ 79 歳の方
各日 40 人（先着順）
10 月25 日㊊までに、市民体育館

備え付けの申込書を提出
スポーツ振興課　☎ 25-7311

総合型スポーツフェスタ 2021
グラウンドゴルフ大会

10月31日㊐　8:45～12:30
陶芸の村公園
小学生以上　 80 人
小中校生500 円、一般1,000 円

タオル、飲み物等。用具のない方
は 30 組までお貸しできます。

10月18日㊊までに、市民体育館
備え付けの用紙に記入 

スポーツ振興課　☎ 25-7311

萩市民秋季バレーボール大会
11月21日㊐
市民体育館
市内在住、在勤の社会人女性（大

学生可）
10 月29 日㊎までに、市民体育館

備え付けの申込書をスポーツ振興課
へ提出

スポーツ振興課　☎ 25-7311

スポーツ

◆萩図書館
○図書館まつり　

10月24日㊐　10:00～16:00
▽愉しい音読会 10:30 ～ 11:30

▽おはなし会 13:00 ～ 13:30
▽かくれていることばをさがそう
10:00 ～ 小学生以下（先着10人）
▽知的書評合戦ビブリオバトルチャ
ンプ本山口県大会 in 萩
14:00 ～ 16:00
■観戦者　20 人（要申込・先着順）

萩図書館

○ぶらり ぶらいんど ぶっくまー
けっと

10月１日㊎～12月25日㊏
　9:00 ～ 21:00

本の交換会
萩図書館

萩図書館　☎ 25-6355

◆明木図書館
○図鑑から広がる世界　大人が読ん
でもハマる！図鑑クイズ 2021

10月27日㊌～11月９日㊋
　9:00 ～ 17:00

明木図書館
図鑑クイズを解いて、特製しおり

をもらおう！　
小学生以上（１人１日１回まで）

○古本市
11月20日㊏・21日㊐

　9:00～16:00
旭マルチメディアセンター
雑誌や古本を無料提供

○ふろく釣り
11月20日㊏・21日㊐

9:00～17:00（なくなり次第終了）

明木図書館
雑誌の付録を釣りあげて手に入れ

よう！
どなたでも（１人１回まで）　
明木図書館　☎ 55-0314

後期（10 月～３月）
　　　　　移動図書館巡回予定表
　移動図書館は、図書館から遠い
地域の方にもお気軽にご利用い
ただくために、市内全域 11 コー
スを巡回しています。巡回スケ
ジュール等の詳細は、図書館 HP
をご覧ください。

萩図書館　☎ 25-6355
須佐図書館　☎ 08387-6-5500

読書週間特別行事

図書館 HP ⇒
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地方在宅勤務という選択「転職なき移住」
　新型コロナウイルス感染症の拡大
により、東京都 23 区で 4 割以上の
方々がテレワークを経験し、地方移
住や兼業・副業、ウェルビーイング
への関心が高まるなど、テレワーク
に関する企業の取組みが進展してい
ます。
　萩市では、地元の若者や U ター
ン希望者の新しい就職先として、
2015年より、都市部IT関連企業の、
テレワークを活用したサテライトオ
フィス開設支援をすすめており、こ
れまで 5 社が進出を決め、新たな
産業として着実に定着しつつありま
す。
　一方で、テレワークが「緊急時の

新しい働き方」から、「日常の働き
方」へと変化した企業を中心に、都
市部に立地する企業などに勤めたま
ま、地方に移住して仕事をする「転
職なき移住」が、地方への新しいひ
との流れとして着目されており、各
社で制度化が進んでいます。
　萩市においても、今年の春から、
東京の大手 IT 企業に勤めながら、
地元萩に移住し、在宅勤務を始める
例も生まれるなど、この数年で、「し
ごと」「くらし」を取り巻く環境は
大きく変化しつつあります。
　萩グローバル IT 人材育成協議会
では毎月第３土曜日に、一般公開の
無料オンライン講座を開催し、デジ

タルによって変わっていく世の中に
ついて、より多くの方に触れていた
ただく場を設けています。お手元の
スマートフォンで気軽に視聴が出来
ますので、この機会に是非ご覧に
なってみてはいかがでしょうか。

　講座の開催日時は、公式 SNS よ
りお知らせします。
Facebook 公式ページ 

LINE 公式アカウント 

企業誘致推進課　☎ 25-3811

通信 Vol.15

○ゴジラvsキングコング
　（日本語吹き替え）　　　～ 10/8
○鯉のはなシアター　　　～ 10/8
○ベイビーわるきゅーれ　～ 10/15
○ココ・シャネル時代と闘った女
　　　　　　　　　　　  ～ 10/22
○宇宙の方−エロ―ヒム編−
　　　　　　　　　　　　10/8 ～
○竜とそばかすの姫　　   10/9 ～
○緑の牢獄　　　　　  　10/23 ～
○陶王子　　　　　　　  10/23 ～

萩ツインシネマ　☎ 21-5510

　　　　最新情報は
　　　　こちらから⇒

萩市美術展
　小・中学生の部、高校生・一般の
部の入選作品を展示します。

10 月 10 日㊐～ 17 日㊐
　10:00～18:00
　（最終日は16:00まで）
※表彰式・講評は、10月10日㊐
　11:00～11:30

市民館
【小・中学生の部】絵画、書【高校生・

一般の部】平面（日本画、洋画）、立体
（彫

ちょうそ
塑、工芸）、書、写真

文化・生涯学習課　☎25-3511

家族みんなのフェスタ
　和太鼓・マジックショーなどのス
テージイベント、防災グッズ・花瓶
づくりなどの体験型ワークショップな
ど、家族みんなで楽しみながら男女
共同参画を進めるイベントです。萩
市男女共同参画のブースもあります。

10月10日㊐　10:00～15:00　
サンライフ防府、デザインプラザ

HOFU

（公財）山口きらめき財団
　☎ 083-929-3600

いきいき のびのび 
ふれあい表現活動展
　市内特別支援学級、総合支援学校
の児童生徒、障がい者福祉施設利用
者等による自由な表現活動展（絵画、
デザイン、書道、立体等）を開催し
ます。手作りの栞のプレゼントあり。

10月23日㊏、24日㊐
　10:00 ～ 16:00

市民館小ホール
福祉支援課　☎ 25-3523

　萩市手をつなぐ育成会事務局　
　☎ 25-8685

華道家元池坊萩橘支部花展
10 月 23 日㊏ 10:00

　～24日㊐16:00
サンライフ萩
生け花の展示
華道家元池坊萩橘支部

　☎ 55-0440

秋の水彩展
10月29日㊎～11月４日㊍
サンライフ萩
水彩画教室受講生による作品展
サンライフ萩　☎ 26-1333

イベント ツインシネマ
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通行規制にご協力を
下水道建設課　☎ 25-3148

健康増進課　☎ 26-050010 月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
12日・19日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
８日㊎ 三見ソナタ / 三見公民館 /13:30 ～
８日・22日㊎ 健康づくり応援隊体操 / 中央公園 /10:30 ～
13日㊌ 白水健康教室/白水会館/10:00～、越ヶ浜グット
ヘルス/越ヶ浜介護予防セ/13:30～
18日㊊ 御許町健康教室/御許町公会堂/13:30～
21日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
26日㊋ 江向地区ウォーキング/総合福祉セ/10:00～
28日㊍ 堀内健康教室/堀内公会堂/13:30～、こころの相談
日（※）/萩市保健セ/13:30～

◉田万川・須佐地域
12日㊋ すくすく相談・学級/須佐保健セ/10:00～、健康体
操/田万川体育館/10:00～

14日㊍ みんなの健康運動教室 / 須佐保健セ /13:30 ～
19日㊋ おや自炊教室 / 田万川保健セ /10:00 ～
21日㊍ エアロビクス教室/田万川体育館/10:00～
26日㊋ 新・健康ちょ筋教室/平山台駐車場/9:30～

◉旭・川上地域
12日㊋ 川上健康運動教室/川上保健セ/9:30～
20日㊍ 乳幼児相談（※）/川上保健セ/10:00～
28日㊍ あさひ健康運動教室/イベント広場/10:00～

◉むつみ・福栄地域
13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～
20日㊌ 乳幼児相談（※）/むつみ農村環境改善セ/10:00～
21日㊍ 福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る/13:30～

看護の魅力発見
10 月 31 日㊐　13:30 ～ 16:00

※中止の場合は山口県看護協会 HP
に掲載

サンライフ萩
ミニナース体験（聴診器使用体験

等）、白衣展示、看護の進路相談、
スタンプラリーほか

小学生・中学生・高校生・その他
看護に興味のある方
（公社）山口県看護協会

　☎ 0835-24-5791

萩市合同吟剣詩舞道大会
11月２日㊋　9:00～17:00
総合福祉センター多目的ホール
萩市吟剣詩舞連盟　☎ 25-0701

萩市民音楽祭
11月３日㊌　12:30～16:30
市民館大ホール
小・中学校、高校、一般の各部門

で、コンクール等入賞者の演奏、市
内音楽団体による演奏
○記念演奏　浜田 嘉

よ し お
生（声楽）

イベント

■下水道工事（椿東地区）
■規制内容
　車両通行止め（自転車、歩行者通行可）
　車両片側交互通行
　歩道規制
■期間　10 月上旬～
　　　　　　　２月下旬（予定）
■時間　8:30 ～ 17:00

300円（会員、高校生以下無料）
萩音楽協会（木戸） 

　☎ 26-7766

MOA 美術館萩・長門地域
児童作品展

11 月６日㊏10:00
　　　　　　　　～７日㊐15:00

市民館小ホール
萩・長門地域の児童による作品の

展示、表彰
萩・長門地域児童作品展実行委員

会事務局　☎ 22-3346

萩弦楽オーケストラ定期演奏会
11月７日㊐　13:30～15:00
萩・明倫学舎
歌謡曲、クラッシック、バイオリ

ンの合奏
萩弦楽オーケストラ

　☎ 080-1905-8802
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人の動き 人口／44,839人（前月比-68）　男／20,788人（前月比-32） 　女／24,051人（前月比-36）
世帯数／23,066世帯（前月比-7） 　出生／11人　死亡／83人　（令和３年８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

お悔やみ申し上げます

※令和３年８月16日～令和３年９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。

市民課　☎ 25-3400
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10
1金

●萩焼まつりweb版陶器市2021（〜20日）
●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〜
●萩八景遊覧船運航（〜11/30）/指月橋そば/9:00〜
●着物ウィークin萩（〜10日）/市内各所/9:30〜
●萩・明倫学舎「みんなの想火」（〜10日）/萩・明倫学舎/17：00〜
●ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと（～12/25）/萩図書館/9:00～
●絵本『ねこざかな』シリーズと須佐保育園（絵画展）（～11/30）/須佐図書館/9:30～
●保育士になるには（～11/30）/須佐図書館/9:30～
●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

兼田（22-1113）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

2土

●秋期特別展「旅と人と萩と」（〜12/26）/萩博物館/9:00〜
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～
●ザ・卓球（９日、16日、23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

萩市民（25-1200）
中嶋（22-2206）

3日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

4月
外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

5火

●くすっと笑える筆文字展（～11/30）/明木図書館/9:00～
●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/萩市社協旭事務所/9:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

6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

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

7木 ●子育て応援講座/児童館/10:30～ 外科
内科

田町（24-1234）
市原（22-0184）

8金

●萩・竹灯路物語（９日）/萩城城下町周辺/18:00〜
●金毘羅社 円政寺 夜間特別拝観（９日）/金毘羅社 円政寺/18:00〜
●イラスト教室（22日）/明木図書館/15:30～
●だんすダンス！（22日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄農業担い手育成センター/9:00～、旭活性化センター/10:00～
●人権相談/旭活性化センター/10:00～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

9土

●萩・明倫学舎バブルジャック/萩・明倫学舎/13：00〜、19：00〜
●国指定重要文化財 菊屋家住宅 夜間特別開館/国指定重要文化財 菊屋家住宅
　/18:00〜

外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

10日

●萩市美術展（〜17日）/市民館/10：00〜
●筝・十七絃コンサートin Autumnストゥリングス/萩・明倫学舎/11：00〜、13：30〜
●円政寺 鎮守天神宮 金銅鰐口公開/金毘羅社 円政寺/13:00〜
●めざせゲームマスター（24日）/児童館/13:30～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

11月
外科
内科

都志見（22-2811）
みやうち（25-2500）

12火
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～
●行政相談/川上公民館/13:30～

外科
内科

兼田（22-1113）
わたぬき（25-2020）

13水
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

14木 ●行政相談/むつみ農村環境改善センター/10:00～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

15金
外科
内科

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

16土
●はぎマルシェ/中央公園/11:00〜
●ハッピーハロウィン/児童館/10:00～

外科
内科

めづき（22-2248）
市原（22-0184）

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日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

18月
外科
内科

萩市民（25-1200）
ふじわら（22-0781）

19火

●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」/萩幼稚園/10:00～
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00～
●愉しい音読会/萩図書館/11:00～
●心配ごと相談/むつみ地域世代交流拠点施設/13:30～

外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

20水 ●元気なときにかかる医者/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）
いわたに（24-2100）

21木

●ハロウィンたまち＆結まつり（〜24日）/市民活動センター「結」、ジョイ201/
　10:00〜
●ピヨピヨ「ミニ運動会」/児童館/10:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

22金
外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

23土 ●みんなでミュージック/児童館/13:30～ 外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

24日
●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～
●図書館まつり/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/弥富

（08387-8-2311）

25月
外科
内科

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

26火 ●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）
中嶋（22-2206）

27水

●図鑑から広がる世界 大人が読んでもハマる！図鑑クイズ2021（～11/9）/
　明木図書館/9:00～
●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」/萩光塩学院/10:00～

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

28木 ●子育て相談/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

29金
外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

30土
●図書館きてねの日/須佐図書館/10:00～
●至誠館大学学生「ぴーかーぶー」の読み聞かせ/子ども図書館/14:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

31日

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）

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、26 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（10 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。

36

竹
たけうち

内　徹
て つ や

也

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
　☎ 25-3360

防 府 山 口

　秋吉台でアウトドア体験！木製遊
具や木工体験、アウトドアクッキン
グなど盛りだくさん！新鮮な特産品
も販売しています。入場料無料。

10 月 24 日㊐　9:30 ～ 15:00
秋吉台家族旅行村

　☎0837-62-1110

美 祢

　ときわ公園でハロウィンを楽しも
う！仮装や黄金のかぼちゃ探しなど
楽しいイベントもりだくさん！

10 月 1 日㊎～ 31 日㊐
ときわ遊園地（ときわ公園内）
宇部市ときわ公園企画課

　☎ 0836-54-0551

宇 部

　ハロウィンとスマイルをモチーフ
にした参加型イベントです。

スマイル・オレンジフェア
　10 月 1 日㊎～ 31 日㊐

市内各所
シティセールス課　

　☎ 0836-82-1241

津和野

スマイルハロウィン
さんようおのだ 2021

YCAM 特別企画展　坂本龍一
ART-ENVIRONMENT-LIFE 2021    

日本遺産ガイドと歩
く秋の津和野路散策

『廃藩置県と
公爵毛利家の誕生』

里山フェス in 秋吉台ときわハッピー
ハロウィン

■着任日　令和３年２月
■前住所地　神奈川県川崎市
■配属先　見島支所
■現在行っている活動
　Facebook などの SNS を利用し

◉今後の展望
　コロナ禍の行方次第ですが、見島活性化に繋がるイベ
ントの企画立案から実施までを実現させたいです。
　また、継続的にこども食堂への食材提供を行い、輪を
広げていきたいと思っています。
例えば、この活動を知った市内
外の方からも支援を募るなど、
見島だけにとどまらない活動に
していきたいです。

和
い ず み

泉　宏
ひろし

■着任日　令和３年４月
■前住所地　東京都国分寺市
■配属先　教育政策課
■現在行っている活動
　萩高校・萩光塩学院高校にて、探

◉今後の展望　萩の皆さんともっとお会いし、萩の子ど
もたちのためにできることの可能性を、学校教育・社会
教育の両面で見出していきたいです。そして、子どもた
ちが自身の「やってみたい」と出会い、育むための機会
を萩の皆さんと町ぐるみで創り続け、子どもたちが自分
なりの生き方を創る習慣づくり・ふるさと萩への愛着・
当事者意識の醸成を図って
いきたいです。

究学習の授業サポート、地域学校連携のコーディネート、
学校行事・生徒活動のメディア発信、個別での生徒面談・
探究伴走など。

て見島の今を発信。見島の魚食材を全国のこども食堂へ
届ける活動。

　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。

10 月 24 日㊐まで
　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

　秋の津和野路を日本遺産センター
のガイドと楽しむ町歩きツアー。

10 月 23 日㊏、11 月 27日㊏
13:00～ 15:00（月曜休館）

2,000円（１週間前までに要予約）
津和野町日本遺産センター

　☎0856-72-1901

①坂本龍一+高谷史郎《water state1》
②坂本龍一+YCAM InterLab《Forest 
Symphony》、③坂本龍一+高谷史郎

《LIFE-fluid,invisible,inaudible...》               
10月8日㊎～1月30日㊐
山口情報芸術センター [YCAM]

　☎083-901-2222

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

萩高の日常 萩光塩の日常

Facebook
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山口ゆめ回廊博覧会

11 月９日㊋、12 月 14 日㊋
　13:30 ～ 15:00（2 週間前までに要予約）

松陰神社大鳥居前
2 ～ 15 人
5,500 円（キャンセル料あり）
( 一社 ) 萩市観光協会　☎ 25-1750

世界遺産松下村塾での特別講話を体感
上田名誉宮司又は白上宮司による
プレミアムな松陰神社ツアー

地域の魅力をさらに深く知って楽しむ
「ゆめ散歩」特集

　７月に開幕した「山口ゆめ回廊博覧会」。地域の特
徴をいかした「ゆめ散歩」では、魅力的・個性的なガ
イドと会える！地域のディープな魅力を味わえる！オ
リジナルで特別なプログラムなど、「いま・ここ」で
しか体験できないイベントが盛りだくさんです。
　この機会に萩市の魅力を再発見しませんか？

●萩焼作家　坂 悠太さんに会いに行こう
10 月 30 日㊏ 13:00 ～ 15:30、11 月 7 日㊐

10:00 ～ 12:30（1 週間前までに要予約）
東光寺前
3 ～ 15 人　 3,500 円　
萩ジオパーク推進協議会　☎ 21-7765

萩人の“暮らし”に迫る
萩ジオツアー「〇〇さんに会いに行こう」

10 月 31 日㊐、11 月 28 日㊐
　10:00 ～ 14:00（2 日前までに要予約）

萩・明倫学舎
1 ～ 20 人　 2,000 円（昼食代込）
萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018

幕末史料コレクター小川忠文氏と巡る
「幕末体験ツアー」

10 月 16 日 ㊏　17:00 ～ 19:00、10 月 30
日㊏　13:30 ～ 15:30（1 週間前までに要予約）

萩博物館前
2 ～ 10 人
3,000 円（保険料含む、キャンセル料あり）
萩博物館　☎ 25-6447

ディープなまち歩きを楽しめる特別企画
萩博物館元館長といく　萩ほろほろ歩き
ツアー

随時 10:00 ～ 12:30、13:30 ～ 16:00
　（3 日前までに要予約）

キモノスタイルカフェ
1 ～ 4 人　 13,000 円
（公財）菊屋家住宅保存会　☎ 22-0005

着物で抹茶や人力車を楽しもう！
世界遺産萩城下町大満足スペシャルプラン

①萩城フルコース！藩士の気分で歩く 3 時間
〜萩城本丸・二の丸・三の丸コース〜

萩博物館開館日 10:00 ～、13:00 ～
1 ～ 10 人
 2,500 円（2 人以上 1 人 2,000 円）

②歴史ある商店街で食べ歩き
〜御成道・札場（田町商店街）コース〜

月～土曜日（萩博物館開館日）13:00 ～
1 ～ 10 人
1 人 1,700 円（2 人以上 1 人 1,200 円）

③日本の宝と江戸時代の萩に触れる旅！
〜萩藩御用達・豪商熊谷家コース〜

火・土曜日（熊谷美術館の開館日のみ）
　10:00 ～、13:00 ～

1 ～ 10 人
1 人 1,700 円（2 人以上 1 人 1,200 円）

④城下町のお寺と町人の暮らしを再発見！
〜寺町・町人地コース〜

萩博物館開館日 10:00 ～、13:00 ～
1 ～ 10 人
1 人 1,700 円（2 人以上 1 人 1,200 円）

※①～④は 2 日前までに要予約。
萩博物館
NPO 萩まちじゅう博物館　☎ 25-3177

古地図を片手にぶらり萩歩き

ゆめ散策ガイドブック
市内各所にて配付中！
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11 月３日㊌㊗・５日㊎・７日㊐
■行程　中央公園 8:45 ⇒長門峡阿東入口 10:00 ⇒長門峡川上出口 12:00（約
６km）⇒竜宮茶屋（昼食）12:00 〜 13:30 ⇒村田蒲鉾店 14:15 〜 14:40 ⇒中
央公園 15:00（５日のみ、中央公園 8:10）

22 人（先着順）

11 月 13 日㊏・17 日㊌・20 日㊏
■行程　中央公園 9:00 ⇒明木（乳母の茶屋）9:30 ⇒佐々並 13:00（約９km）
⇒はやし屋旅館（昼食）13:00 〜 14:00 ⇒農産物加工販売所つつじ 14:15 〜
14:40 ⇒中央公園 15:00

14 人（先着順）

萩の季節の
花めぐり

バスツアー

　昨年、全国の萩焼ファンの皆さんに反響をいただき、今年も開催します。
新型コロナウイルスの影響は今なお続いていますが、”萩焼の炎は消さない

“というメッセージを全国に発信します。
　市内の窯元・販売店選りすぐりの逸品をオンラインで見つけませんか。

10 月１日㊎〜 20 日㊌（20 日間）
○萩焼のオンライン販売

○萩焼フォトコンテスト（R3.10.1 ～ 11.30）　Instagram 上で＃萩焼、
　＃萩焼愛用中のタグをつけて萩焼の写真を投稿し、プロカメラマンが審査。
○オンライン３D 萩焼逸品展　萩焼を web 上で立体的に閲覧できる新しい
　形の展示。萩焼の立体感や質感が味わえます。
■購入特典　①送料・代引手数料無料、② 1 万 5,000 円以上のお買い上げ
で萩の特産品をプレゼント（先着 100 人）

萩焼まつり実行委員会（萩商工会議所内）　☎ 25-3333
※ Instagram のフォローもお願いします。

　市内各地の周遊を促し、観光産業を活性化させるため、各地域の花の見どころ
をめぐるバスツアーを開催しています。11月には、長門峡や萩往還を歩くツアー
を開催します。市内での気軽な日帰り観光を、ぜひ楽しんでみませんか。

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症対策の
ため、急遽中止または延期となる場合があります。

歩いて楽しむ長門峡　紅葉を見に行こう！

語り部と歩こう萩往還　森の自然と紅葉でリフレッシュ！

【共通事項】
1,000 円
NTAトラベル

　（HPまたは FAX）
観光課　☎ 25-3139

萩焼の魅力を全国のファンにお届け「萩焼まつりweb版陶器市2021」

長門峡 萩往還
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　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。

10 月 16 日㊏　11:00 〜 15:00
※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

はぎマルシェ

Facebook Instagram

テーマ“ハロウィン”
萩博物館 ☎ 25-6447

秋期特別展「旅と人と萩と」
　江戸時代から現在に至るまでの旅と人と萩との関係
に迫る展覧会です。

10 月 2 日㊏〜 12 月 26 日㊐
※ 11 月 2 日・25 日・26 日は展示替えのため、企
画展示室を閉鎖します。
■開館時間　9:00 〜 17:00（入館は 16:30 まで）

萩博物館
　企画展示室

大人 /520(410) 円
　高校・大学生 /
　310(250) 円　
　小・中学生 /
　100(80) 円　
　(　) 内は割引料金

〈普通展示〉
300 円、70 歳以上 18 歳以下無料ほか

◦浮世絵、東洋磁器
　開館 25 周年記念 館蔵名品選Ⅰ・Ⅱ
　－ありがとう、浦上敏朗さん。

Ⅰは10月17日㊐まで、Ⅱは10月19日㊋から
○学芸員による作品解説　※要事前予約
　東洋磁器　 10 月 9 日㊏　11:00 〜
　浮世絵　　 10 月 23 日㊏　11:00 〜

〈イベント〉
○月夜のナイトミュージアム
　ミュージアムライトアップ（10/9 〜 10/17）
　18:00〜21:00、10/9・10は17:00点灯
○開館延長（10/9・10）19:00 まで
○開館 25 周年アニバサリーコンサート（10/10）
①萩美術館・浦上記念館講座室　10:30 〜
②有備館（萩・明倫学舎隣接） 　14:00 〜 
※コンサート鑑賞は定員に達したため受付終了 
○開館記念日（10/14）
　普通展示観覧無料、思い出の図録特別割引販売

《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

〈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～

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
※普通展示も観覧可
○学芸員による作品解説
※要事前予約 

10月3日・17日
　11月7日・21日（いずれも㊐）
　11:00〜12:00

20 人
■要事前予約　☎ 24-2400

公式 Twitter
最新情報配信中→

山口県立萩美術館・浦上記念館 ■休館日（10月）11日、18日、25日（いずれも㊊）
■開館時間　9:00〜17:00（入場は16:30）

公式HPへ→



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545834

　ろうそくの灯りがほのかに照らす歴史の町並み。
幻想的で趣たっぷりな光景が広がります。

10 月８日㊎、９日㊏　18:00 〜 21:00
萩城下町周辺
萩・竹灯路物語実行委員会

事務局（観光課内）　☎ 25-3139

◆萩・明倫学舎「みんなの想火」
　オリンピックの前夜に灯した竹あかりを萩・明倫学
舎で再現。

10 月 10 日㊐まで　17:00 〜 20:30 荒天の場合、
外は中止（10 月 8 日㊎・9 日㊏のみ館内にも点灯）。
※レストラン・喫茶・ショップも特別営業します。
◆ランプシェードを作ろう！
　牛乳パックを使って、ランプシェードを作成します。

10 月 8 日㊎・9 日㊏　9:00 〜 20:00
◆萩・明倫学舎バブルジャック

10 月 9 日㊏（荒天の場合中止）
○シャボン玉体験（13:00 〜 17:00）
○バブルナイトショー（19:00 〜 19:30）
◆箏・十七絃コンサート in Autumn ストゥリングス

10 月 10 日㊐　① 11:00 〜、② 13:30 〜

～着物ウィーク at 萩・明倫学舎～

着物ウィーク in 萩

萩の金毘羅さん再建300年記念

　萩市は、「きものの似合う街大賞」初代全国グラ
ンプリに選ばれています。イベント期間中は着物を
着て参加されると、特典が盛りだくさんの「萩トラ
ベルパス 2021 秋」をプレゼント！

10 月 10 日㊐まで　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

着物ウィーク in 萩実行委員会
（萩市観光協会内）　☎ 25-1750

萩・竹灯路物語

　金毘羅社（市指定文化財）再建300年。高杉晋作・伊
藤博文が幼年過ごした境内をライトアップします。

10 月８日㊎・９日㊏　18:00 〜 21:00（無料）
※９日㊏のみ古典フラ奉納（18:00 〜 18:30）
　おもてなしアロハ生演奏（18:30 〜 20:30）等

金毘羅社 円政寺（江戸屋横町）
萩の金毘羅さんお祭り実行委員会　

　☎ 080-1925-0003

金毘羅社 円政寺 夜間特別拝観

　書院と主屋を開館し、江戸時代の灯りでお迎え。
10 月９日㊏　18:00 〜 20:30

　（入館は 20:15 まで）
大人 500 円、中高生以下無料、和装の方は無料

国指定重要文化財 菊屋家住宅
夜間特別開館

最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」

　山口の地名として最古の文字を刻む、国の
重要文化財「金銅鰐口」の３D プリンター
により製作した青銅製複製品を公開します。
　鎌倉時代の音色をお楽しみください。
※鰐口：仏教・神道で用いる体鳴楽器

10月10日㊐ 13:00〜（古典フラ奉納後公開）

★円政寺 鎮
ちんしゅてんじんぐう

守天神宮 金
こんどうわにぐち

銅鰐口公開

■手形・足形バッグのワークショップ
10月 24日㊐　10:00 〜 15:00（30分）全６回

■ハロウィンアイシングクッキー作り
10月31日㊐①13:00〜
②14:00〜、③15:00〜
※事前予約制

NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304


