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（元萩市消防団分団長）

昭和52年田万川町
消防団入団以来、
37年余り尽力。

平野　隆史
（江崎）

消防功労 長きにわたり消防活動、水防活動、捜索救助活動、消防施設の拡充、消防団員の教育訓練等に尽力
瑞
ず い ほ う た ん こ う し ょ う

宝単光章

瑞宝単光章

瑞
ず い ほ う そ う こ う し ょ う

宝双光章

秋 の 叙 勲 瑞宝章は、公共的な職務に長年従事した人を表彰

自衛隊、警察官、消防業務など危険性が高い職務に長年
従事した人を表彰

（元萩市消防団団長）

昭和48年むつみ村
消防団入団以来、
41年余り尽力。

西村　宗
むねよし

吉
（吉部下）

危 険 叙 勲業 務 従 事 者

（元萩市消防司令）

昭和 47 年萩市消防本部に
入庁以来、42 年余り尽力。

今本　澄
す み お

男
（堀内）

（元萩市消防司令）

昭和 47 年萩市消防本部に
入庁以来、39 年余り尽力。

西村　悦
え つ お

夫
（椿）

消防功労 長きにわたり消火、救急、救助業務、火災予防啓蒙、消防職団員の教育訓練等に尽力

昭和 42 年に山口県警察学校に入校以来、山
口署等 12 部署を経て、高速道路での指導取
締り等、42 年にわたり警察業務に尽力。

（元山口県警視）

波多野　博
ひ ろ し

司 （江向）

警察功労（元３等陸佐）

梅田　治
はるひこ

彦 （山田）

防衛功労

昭和 54 年に自衛隊に入隊。幹部に任官された後、
萩および山口募集案内所の所長に就任し、多数の
災害派遣に従事し民生安定に尽力。

学校・地域・保護者の方たちで子供の安全を守っていくために、自主的
な見守り活動が、学校や通学路において 15 年にわたり継続され、学校
安全と地域全体への普及効果が高いと認められた。

文部科学大臣表彰
学校安全ボランティア
活動奨励賞
萩市立椿西小学校
地域見守り隊

山口県健康福祉
功労者知事表彰

援護事業功労者
萩市連合遺族会

亀野　智
さとる

遺族会活動に半世紀以上にわたり従事。平成
27 年より会長として、萩市全域の戦没者遺族
の相互扶助と福祉の増進等の各活動に尽力。

（元萩市消防団副団長）

昭和46年むつみ村
消防団入団以来、
38年余り尽力。

矢次　正
しょうじ

司
（吉部上）

（元特別養護老人ホーム
「阿北苑」介護職員）

平成９年に「阿北苑」に入職し、23年
の長きにわたり、介護福祉士として
事業推進や社会福祉全般にわたり尽
力し、福祉の振興・発展に貢献。

河島　幸
さ ち よ

知代 （中小川）

社会福祉功労 藍
ら ん じ ゅ ほ う し ょ う

綬褒章

平成４年に保護司に任命され、29 年の長き
にわたり活動。地域住民からの犯罪や非行の
予防活動を行うなど、更生保護の推進に尽力。

中原　誠
せ い こ

子 （吉部上）

公共の利益のために尽くした人を表彰

更生保護功績（保護司）
褒 章

受章おめでとうございます受章おめでとうございます

会長
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全国大会出場おめでとう！全国大会出場おめでとう！

中村　遥
は る と

斗
（福栄中３年）

[ 男子 150 ｍ ]

中村　友
ゆ う き

紀
（萩西中３年）

[ 男子 100 ｍ ]

久保　瑞
み ず の

乃
（旭中３年）

[ 女子 100 ｍ ]

烏田　凛
り ん た ろ う

太朗
（萩東中３年）

[男子ジャべリックスロー]

佐々木　凜
りん

（萩東中３年）

[ 女子 1,000 ｍ ]

高橋　椛
もみじ

（萩西中３年）

[女子ジャべリックスロー]

西川　碧
あお

、北川　雄
ゆうだい

大、明
あきやま

山　天
なおたか

空
（萩剣武会剣道スポーツ少年団Ｂ）

石丸　結
ゆ い と

大、井町　守
も り し

志、齊藤　朋
ともけん

謙
（萩剣武会剣道スポーツ少年団 A）

[ 中学生の部 団体戦 ]

井町　飛
あ す か

鳥、木村　拡
ひ ろ み

海、佐々木　凜
りん

（萩洗心館剣道スポーツ少年団）

全国道場少年剣道大会（令和４年１月５日～６日　大阪府）

[ 小学生の部 団体戦 ]

（萩剣武会剣道スポーツ少年団）
井町　大

だいすけ
輔、杉山　陽

ひ か り
理、齊藤　圭

けいしん
真

(10月26日～29日　千葉県)

至誠館大学ゴルフ部

１列目左から  片岡 佳
か お

央（1年）、赤石 愛
ま な か

花（2年）、佐賀 美
み さ き

咲（3年）、
　　　　　　藤原 芽

め い

衣（3年）

２列目左から  林 重
し げ と

翔（3年）、竹内 瑛
えいしん

信（1年）、山内 颯
はやて

（3年）、
　　　　　　吉本 翔

しょうた

雄（3年）、井上 俊
と し き

樹（3年）、髙尾 淳
あつひと

仁（4年）

日本学生ゴルフ選手権朝日杯争奪
信夫杯争奪 日本大学ゴルフ対抗戦、日本女子大学ゴルフ対抗戦

U16 陸上競技大会（10 月 22 日～ 24 日　愛媛県）JOC ジュニアオリンピックカップ

秋山　紗
さ き

希
（明倫小６年）

秋山　由
ゆ う

宇
（明倫小４年）

日本大衆音楽祭
（11 月 21 日　愛知県）

歌の国体

全日本少年少女
けん玉道選手権大会

中村　結
ゆい

（明倫小６年）

（11 月 13 日　東京都）

文部科学大臣杯

見事、女子の部で優勝！

霜
しもやま

山　薙
ち ゆ ら

由楽（椿西小５年）

[ 山口県選抜団体戦 ]

日整全国少年柔道大会
（11 月 21 日　東京都）

文部科学大臣杯争奪

日本一！
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　11 月 14 日、コロナ禍の影響を受ける飲食や小
売事業者、一次産業事業者を市民の皆さんで応援す
るため、市役所・総合福祉センター前で２年ぶりの

「萩ふるさとまつり」が行われました。当日は晴天
にも恵まれ、約 3,600 人の市民が来場。事業者の
方はもちろん、来場された方も感染症の対策をしっ
かり取りつつ、秋の一日、久しぶりのイベントを楽
しんでいました。

がんばろう萩！Re：スタート萩ふるさとまつり2021開催

ご寄付をいただきました

２年ぶりのイベントに 3,600 人が来場

マックスバリュ西日本から寄付
　ふるさとまつり会場で、「萩まちじゅう博物館Ｗ
ＡＯＮ」寄付金贈呈式・感謝状授与式を行いました。
マックスバリュ西日本株式会社と萩市は、2011 年
８月に「地域貢献連携協定」を締結、その一環で

「萩まちじゅう博物館ＷＡＯＮ」を発行されました。
今回は、そのカードでの売上の一部である、94 万
987 円を寄付いただきました。これまでの累計は
981 万 3,345 円となり、まちじゅう博物館構想の
推進などに活用されています。

　11 月 15 日、㈱シジシージャパン CGC グルー
プから萩市の子どもたちへの未来を応援するため、
現金 324 万 6,826 円の寄付があり、感謝の意を表
し感謝状を贈呈しました。
　CGC グループでは、毎年、全国児童画コンクー
ルに協賛され、今年は応募作品（応募総数 48 万
7,024 点）１枚につき 40 円を同グループが積み立
て、上位入賞者 6 人が居住する市町村に 6 等分し
て寄付されるものです。
　このコンクールにキヌヤ江崎店を通じて応募され
た澄川 眞子さんが最優秀賞（幼児の部）を受賞さ
れましたので、寄付総額 1,948 万 960 円を 6 等分
した 324 万 6,826 円が萩市に寄付されました。
　市長からは「地域の宝であります子どもたちの未
来のため、有効に活用させていただきます。」と謝
辞がありました。

澄
すみかわ

川 眞
ま こ

子 さん

田万川保育園小川分園
年長 6歳

受賞作品：「おかあさんとおねえちゃ
んと一緒にランドセルを買いに行った
よ !! 水色に決めたよ。」

田中市長に目録を贈
呈する㈱中国シジ
シー 池田社長（右）
と㈱キヌヤ 領家社
長（左）
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令和３年 主な出来事
　皆さんにとって、今年はどんな一年だったでしょうか。
萩市の１年を主な出来事で振り返ります。

秘書広報課　☎ 25-3178

２月

４月

６月

７月

10月

11月

１月
■寒波襲来（1/7 ～ 9）
■親子の遊び場
　「あそぼー舎」オープン！

■萩フレンド保険加入者募集開始

■萩ぐるめぐりクーポンの開始
■萩市総合アプリ「はぎなび」運用開始

■ 1 年 3 カ月ぶりにトワイライトエクスプレス瑞風が来萩

５月
■笠山山頂展望台リニューアルオープン！

■東京2020オリンピック聖火リレー
■新型コロナウイルス
　ワクチン集団接種開始

■子育て世帯応援誕生祝金の支給開始

■第 1 回 中核病院協議会開催　
　（以後、10 月まで４回開催）

■がんばろう萩！市民生活応援事業　市民一人あた
り１万円相当の萩市内共通商品券を全世帯に配布

■萩循環まぁーるバス新ルートの実証運行
■萩市役所ロビーコンサート初開催
■姉妹都市 輪島市
　輪島市長・議長 訪問

■萩市大島複合施設「ゆうあい館」竣工

３月
■道の駅「あさひ」リニューアルオープン！

■新型コロナウイルスワクチン接種開始（医療従事者）

■田中市長初登庁

■中四国地方初！
　萩市と阿武町にある
　６酒蔵が製造する
　日本酒が地理的表示
　「萩」（GI 萩）に指定

■浜崎伝建地区に無料駐車場を整備
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「一日市長室」でいただいたご意見
　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、出張所等で開設しました。

【９/30㊍　弥富支所】
〇市道下畑線の一部区間に側溝の蓋がないので設置してほしい。　
〇市道の草刈りの回数を増やして管理を徹底してほしい。　〇地区
社協の運営が厳しいので支援をしてほしい。　〇貴重な弥富地域の
資源（サイト）の保全管理をお願いしたい。

【10/８㊎　小川支所】
〇旧奈古高校須佐分校に保管されている「まるき舟」をふるさとの 
江崎に戻してほしい。　〇独居老人の見守り制度等を考えてほしい。　
〇庄屋大谷家にかかわる古文書などの活用、展示を検討してほしい。　
〇広報はぎに近隣市町の情報を掲載してほしい。

【10/13㊌　高俣支所】

市長コラム 　今月の表紙になっておりますが、萩市出身のピアニスト長岡 あゆみさんによる「市役所
ロビーコンサート」を、11月 10日に開催いたしました。

「萩のおいしい地魚グルメキャンペーン」特別お取り寄せセット
送料無料！各 50 セット限定！

　道の駅や直売所のおすすめ水産加工品の詰め合わせ
セットを特別にご用意しました。
　価格は税込3,500円、送料無料でお送りします！

萩のあまだい、萩のけんさきいか、
　萩の瀬つきあじの加工品セット
■取扱店舗
　道の駅 / 萩しーまーと
　☎ 24-4937

萩・魚まつり実行委員会事務局（水産課） ☎25-4195

イメージ

販 売 開 始 日
12月１日㊌ 9:30～

お取り寄せ商品（各 50 セット）
萩のブランド魚セット

萩のあまだい、レンコダイ、
　金太郎の干物セット
■取扱店舗
　道の駅 / ゆとりパークたまがわ
　☎ 08387-2-1150 イメージ

農林水産大臣賞等受賞JF 江崎フレッシュかあちゃん
無添加減塩干物セット

ケンサキイカの一夜干し、
　イカ飯等の加工品セット
■取扱店舗
　いかマルシェ
　☎ 08387-6-3380 イメージ

いか好き大満足セット

〇昔のように保健師が地域に常駐する体制にしてほしい。　〇中核病院の形成について、地域から病院へ通う交
通手段も検討してほしい。　〇 JA と交渉してガソリンスタンドの営業時間等を拡大してほしい。　〇道路の草
刈りや河川の浚

しゅんせつ
渫など管理を徹底してほしい。

※ 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。

弥富診療センター法面（崖）を視察

　平日の昼間にもかかわらず多くの皆さんにお集まりいただきまして、本当に 
有難うございました。僭越とは思いましたが、第１回目のオープニングのファンファーレ
として、私も趣味のトランペットを演奏いたしました。この企画は、文化・芸術の振興と
市民の皆さんに音楽を身近に感じてもらい、音楽を通じて市役所をより親しんでもらえる
空間にしたいと考え、昼休みのロビーをコンサート会場として使っていただく取組です。
　音楽は、人に元気や勇気を与えてくれたり、気持ちを和ませたりしてくれます。今後も
月に一度開催してまいりますので、市民の皆さんにお昼のひとときを、音楽で楽しんでい
ただければと思います。

いずれも冷凍便

※オンラインショップ注文のみ、決済
手数料等はお客様負担となります。 萩しーまーと HP
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市の教育・文化・体育の振興に尽力した個人および団体を表彰

教育功労賞

文化功労賞

梅地　信吾（細工町）

　長年にわたり、山口県教育会萩支部
の支部長および役員を務め、児童や市
民等への松陰精神の普及、顕彰に尽力。
平成 24 年以降は顧問や理事として、
後進の育成に努めた。

大
お お ば

庭　博子（山口市）

　平成２年から萩美術協会の会員とし
て、市が主催する美術展の審査等に参
画するなど、市の芸術文化の発展に尽
力。また、小学生を対象とした絵画教室
など、次代を担う後進育成に取り組む。

教育奨励賞
特定非営利活動法人

 平成 23 年の新図書館開館時より、行
政と「協働（パートナーシップ）」の立場で
萩図書館の運営に参画。特色あるさまざ
まな事業を行い、市民の生涯学習の拠点
施設の充実に貢献。

文化功労賞

杉　ひろ子（川島）
　市内の合唱団の発足および指導を 40
年以上継続し、市民の音楽文化の向上に
尽力。姉妹都市・鎌倉市の合唱団と 27
年間継続して音楽交流を実施し、多くの
コンサートの開催を主導するなど、市の
文化振興の発展に寄与。

文化功労賞

津室　ひとみ

　萩市の歌「萩のなないろ」、萩市立
学校校歌など作曲・編曲多数。約30
年にわたり市を代表する音楽家とし
て、市のイメージアップや観光振興等
に多大な貢献。

（椿東）

文化功労賞
ロス・アミーゴス田万川

　平成３年に発足。週２回のレッスン、
イベント出演やライブ形式の発表会を
主催。また、平成25 年には復興応援ラ
イブを開催するなど、市の芸術活動の
普及啓発と活性化に大きく貢献。

文化功労賞

むつみ神楽保存会

　昭和 51 年に発足。神楽舞の披露と、
子供神楽教室の開催など後継者への神楽
舞の指導を主に活動。後継者の育成に取
り組みながら、ボランティア活動を通し
た地域社会への貢献を積極的に実施。

文化奨励賞

松尾　優子（平安古町）

　萩焼の伝統を守りつつ独自の感性と個
性で萩焼に新しい表現をもたらしてお
り、将来に向け大いに活躍が期待できる
作家の一人。平成 25 年より萩陶芸家協
会理事として萩焼の振興・発展に尽力。

賣
め ず き

豆紀　雅昭
　日常診療の中でスポーツ障害や外傷
について治療、アドバイスを行うとと
もに、自ら 25 年間ランニングドクター
として各種長距離大会等に出場し続け、
萩市をはじめ全国各地で医療支援を
行っている。

特別賞
特定非営利活動法人

　平成28 年に萩市で初の民間による公
民館事業を受託し、須佐公民館の事業運
営を行う。令和３年１月に、須佐地域公民
館だよりが、全国公民館報コンクールで
金賞を受賞。

体育功労賞

教育政策課
　☎ 25-3141萩市教育文化奨励賞

（土原）

（会長：倉増 忠
ただよし

吉）

（代表：清水 裕
ゆ う こ

子）

（理事長 : 澤井 潤子）
NPO 萩みんなの図書館

須佐元気なまちづくりネット
（理事長 : 津守 次

じ い ち
一）



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-54588

　令和２年度から整備してきました大島地区のコミュニ
ティ、行政、防災、医療、福祉機能を備えた大島複合施設
が完成し、11 月 20 日㊏に竣工式を行い 24 日から施設
の供用を開始しました。
　施設の愛称は、大島住民を対象に募集をかけ、41 件の
応募の中から、「ゆうあい館」に決定しました。命名者は、
大島小学校１年生の船戸優成さんで、「島民が笑顔で集ま
る場所になるように」との願いが込められています。

■施設概要
・所在地　大島５番地９
・構造　鉄骨造２階建
・延床面積　1,057㎡
・整備事業費　4億6,310万円
（本体整備工事、機械設備工事、電気設
備工事、設備管理業務、外構工事）
・主な設備　
（１階）大島診療所、介護予防コーナー
（２階）大島出張所、公民館（大会議室、
小会議室、調理実習室）

11月24日㊌
供用開始！ 萩市大島複合施設が完成しました。

愛称は「ゆうあい館」に決定！

大島診療所 介護予防コーナー

大会議室大島出張所 調理実習室

　山口県では、8 月から安心して飲食店を利用できるよう、感染防止対策に取り組んでいる飲食店を「や
まぐち安心飲食店」として認証する制度を創設しました。県が定める 30 項目の認証基準を満たすと認
証され、市内の 158 店舗（11 月 19 日現在）が認証されています。
　また、昨年度から感染症対策に取り組んでいる飲食店を応援する「取組宣言飲食店」制度も実施し、
市内 225 店舗が登録されています。
　市民の皆さんも、ぜひ、感染症対策がしっかりされている市内の飲食店をご利用ください。

商工振興課　☎ 25-3108

やまぐち安心飲食店食事は地元で！ やまぐち
安心飲食店

取組宣言
飲食店
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令和４年１月 26 日㊌　14:00 ～ 15:00
市内の中小企業者等
50 人（要予約）
中小企業強靭化計画認定制度の概要、計画作成支援

※セミナーは「Zoom」を利用します。
申込専用サイトへアクセスし、必要事項を入力
令和４年１月７日㊎
商工振興課　☎ 25-3108

あいおいニッセイ同和損害保険㈱と
包括連携を締結

▶地域ささえあい協議体が主催する住民主体通所型サロンで講座の開催。
▶人生の終末期に向けた疑問や不安解消に向けた「終活」支援セミナーの実施。
▶多様性への意識向上に向け、障がい者スポーツの体験や講演会等の開催による障がい者スポーツの推進。

▶萩市の市花である椿をテーマに、あいおいニッセイ同和損害保険㈱が所有する
　椿を題材とした作品展示により萩の魅力発信。
▶インバウンド受入対応力の習得、向上を図るセミナーの実施。

■地域の安全・安心および防災・減災にかかる取組

■高齢者・障がい者支援にかかる取組

■観光振興にかかる取組

特 色 あ る 取 組 例

あいおいニッセイ同和損害保険㈱との協働取組の一つとして、オンラインセミナーを開催します。

■中小企業強靭化計画認定制度とは
　自然災害・感染症対策など、防災・減災に取り組む
中小企業を経済産業省が支援する中小企業強靭化法

「事業継続力強化計画」認定制度。認定を受けると、
設備導入の取得価格に対する特別償却 20％の税制 
優遇措置のほか、ものづくり補助金（経産省）の申請
加点、公庫資金（基準金利から 0.9％の引下げによる
低利融資）等の支援を受けることができます。

企画政策課
　☎ 25-3102

申込専用
サイト

「中小企業強靭化法」オンラインセミナーを開催！
～持続的な企業経営のための～

　地域活性化に関する施策を協働で取り組むため、包括連携
協定を締結しました。
　今後は、様々な分野において、地域活性化に向けた協働の
取組を進め、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まちづくりの実現を目指します。

※「テレマティクス技術」 とは、「テレコミュニケーション(通信)」と「インフォマティクス(情報科学)」を組み合
　わせた造語で、自動車やスマートフォン等を組み合わせ、リアルタイムに情報・サービスを提供することです。
　コンテストでは、専用タグとスマートフォンにより、自動的に速度超過や急発進等を記録し点数を競います。

▶「テレマティクス技術」を活用した「セーフティドライブコンテスト」を
　開催し、安全運転意識を高め「交通事故ゼロ」を推進。※
▶保育所・幼稚園等での重大事故への対処法や事故を防ぐためのセミナーを
　実施し、安全な保育環境づくりの取組を推進。
▶ハザードマップの分析により、考慮すべき自然災害を想定した防災・減災
　に関するセミナーの実施。

参加料無料
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中核病院形成推進室　☎ 21-3120

　中核病院協議会において、これまで４回の会議で検
討、協議が重ねられた結果について、八

や ぎ た
木田 眞

まさみつ
光会長、

大島昌
ま さ こ

子副会長から市長へ報告がありました。
　市はこの報告を受け、市内部での検討や関係機関と
の調整を行い、速やかに市としての方針を決定します。

● 人口が減少しても地域に必要な医療は守るべきであり、地域の医療機関と連携し、地域医療の拠点 
　 としての役割を担う中核病院は必要との意見が大多数であった（不安や反対の意見もあった）。

中核病院協議会での検討結果（要旨）

● 中核病院を形成する手法については、萩市民病院と都志見病院が統合し、一定の規模や機能を有した 
　 中核病院を形成する手法以外の具体的な提案はなかった。

● 財政負担について、萩市の一般会計、病院それぞれのランニングコスト（運営費用）とイニシャル 
 　コスト（初期投資費用）の概算見込みが示されたが、その適否を本協議会で判断することは困難である 
　 ため、今後、専門家を交えた別の場や市議会でしっかりと議論をお願いしたい。

● 地域で安心して暮らすためには、医療環境の確保は必要不可欠であり、地域活性化、まちづくりの観点
 　からも非常に重要である。萩市におかれては、本協議会における委員の意見を踏まえ、市としての 
　 方針を速やかに決定され、中核病院の形成に向けた議論を進めるとともに、持続可能な医療体制の 
 　構築に、行政、市議会、関係機関、市民が一体となって取り組まれるよう努めていただきたい。

～開催状況～
・第１回　  7 月 16 日　これまでの検討の経緯、ゼロベース検討の考え方など
・第２回　  8 月 27 日　イニシャルコストの概算、財政支援など
・第３回　10 月   7 日　統合後の病院の収支見込み、市の財政負担の見込みなど
・第４回　10 月 26 日　中核病院協議会の報告内容の確認

中 核 病 院 協 議 会
　医療関係者と市民代表の委員、計 18 人で構成。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ためにはどのような手法が良いのか、これまでの市民病院と都志見病
院の統合案も含め、協議、検討を行いました。

これまでの協議会資料は
市HPに掲載しています。

報告書を提出する八木田会長（中央）と大島副会長（右）

中核病院協議会から
市長へ検討結果を報告

10 月 28 日

中核病院とは

　地域の医療機関と連携し、地域医療の拠点としての役割を担う病院のことをいいます。病床数や診療科
の種類等の基準はありません。かかりつけ医では難しい専門的な検査や治療を行い、さらに高度な治療が
必要な場合は、大学病院などに紹介します。
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　萩市では、12 月以降、医療従事者等の方から順次、追加接種（３回目接種）を開始予定です。
医療従事者等以外の方の３回目接種については、市から送付する接種券に同封の説明書や市HP等でお知らせします。
※掲載の情報は 11 月 17 日現在のものです。

■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

接種済証明書について

◎接種時期と対象者

◎接種方法

◎接種券の発送

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

　18歳以上の方で、２回目接種を終了した日から、
原則８カ月以上経過した方。

　接種回数は追加の１回で、個別接種（かかりつけ
医等の医療機関で接種）と集団接種（公共施設等で
接種）を予定。

　接種時期までに、ご自宅へ郵送予定。

　新型コロナウイルスワクチンを接種した方は、接種券台紙の右側
に貼りつけられている「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証

（臨時）」が証明となります。
　接種済証の紛失などで、再発行をご希望の方は、予防・ワクチン
接種班までご連絡ください。

無料（全額公費）

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）

　接種券の発行手続が必要なため、予防・ワクチン接種班まで
ご連絡ください。　

※萩市へ転入された方で、転入前に２回接種を終えた方は

萩市　太郎

萩市　太郎

2021

2021

●　●

●　●

●●●●●●

●●●●●●

証明部分

見　本

2021

2021

●　●

●　●

●●●●●●

●●●●●●

見　本

　ワクチンパスポート（予防接種証明書）を交付します。
予防・ワクチン接種班まで申請してください。

海外渡航の予定がある方
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　11 月６日に佐々
並地区で、ささラブ
応援隊による「第３
回　佐々並小学校と
住まいの見学会」を
開催しました。佐々
並地区への移住促進

　ささラブ応援隊の活動について
　令和２年 12 月結成。当時、入学予定者のなかった佐々並小学校はいずれ休校となる不安がありました。

第３回　佐々並小学校と住まいの見学会

　12 月は東回りの新ルート案で実証運行を行い
ます。実証運行のルート図は広報はぎ 11 月号と
一緒に配布しています。実証運行のバスにご乗車
いただき、ご意見をお聞かせください。
　なお、実証運行期間中、現在のまぁーるバスは
通常どおり運行します。
■運賃　１乗車１人 100 円
■アンケート　車内に配置してますアンケート用
紙、または QR コードから読み取りご意見をお願
いします。
■提出先　車内意見箱、市役所総合案内（平日）

商工振興課　☎ 25-3583

　だれもが住み慣れた地域で尊厳をもって生活で
きるよう、成年後見制度の利用促進と権利擁護支
援体制の構築・強化を段階的・計画的に進めて
いくため、「萩市成年後見制度利用促進基本計画

（案）」を作成しましたので、市民の皆さまの意見
を募集します。
■期間　12 月 15 日㊌～令和４年１月 14 日㊎
■閲覧場所　市役所本庁市政情報コーナー、萩市
地域包括支援センター、各総合事務所、支所・出
張所、市 HP
■提出方法　萩市地域包括支援センターまたは各
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

萩市地域包括支援センター
　☎ 25-3521　FAX24-5152
　メール　houkatsu@city.hagi.lg.jp

萩循環まぁーるバスの実証運行バスに
乗ってご意見をください

パブリックコメント募集
萩市成年後見制度利用促進基本計画（案）

を目的としたこの見学会には、山口市や宇部市から５
家族 17 人が参加し、佐々並小学校や地区の様子を見
学しました。
　学校見学では、タブレットを活用した授業の見学や
児童による学校紹介があり、少人数学級ならではの教
育や児童の元気な様子など、佐々並小学校の魅力を感
じていただきました。
　その後、公営住宅や空き家の内覧を行いました。中

には、伝統的建造物群保存地区や小学校の周辺を散策
されたご家族もあり、佐々並地区への移住を具体的に
イメージしていただきました。
　見学会後には、佐々並小学校の児童のメッセージ付
の佐々並で採れた米や野菜を参加者の方にプレゼント
しました。
　これからも、ささラブ応援隊は子育てのしやすい環
境と佐々並地区の魅力を PR し、子育て世代の移住促
進活動に取り組んでいきます。

学校と保護者の方々の「小学校を存続させたい」という思いから、佐々並地区の移住促進
活動を開始。令和３年４月には第１回見学会に参加された１家族が移住し、新入生が入学
されました。　 佐々並小学校　☎ 56-0009

ささラブ応援隊 HP

時刻表・
ルート図

Web
アンケート
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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。

萩 市 職 員 募 集
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

※すべての職種で、萩市内に居住できる方に限ります。
※令和４年４月１日現在の年齢です。

　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。

萩市民秋季ソフトボール大会
　 10月17日に萩ウェルネスパークスポーツ広場で開催されました。１部（男女とも年齢制限なし）６チーム、
２部（男性:40 歳以上、女性:年齢制限なし）６チームが参加しました。

優勝（１部）玉江浦・倉江 優勝（２部） 椿

募集職種 募集
人員

受験資格
（すべての条件を満たすこと） 募集期間 試験日 第1次試験

内容
採用

予定日

保育士 １人

①平成６年４月２日以降に生まれた方（27
歳以下）で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
②今年度、萩市の職員採用試験を受験して
いない方

12月1日㊌
～

12月28日㊋

【第1次試験】
とき：1月23日㊐
ところ：萩市役所

【第2次試験】
とき：2月下旬

ところ：萩市役所
内容：個人面接

専門試験
作文試験

職場適応性検査

令和4年
4月1日㊎

保健師 ２人

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

電気技術職 １人

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
③今年度、萩市の職員採用試験を受験して
いない方
※電気の専門課程の履修の有無は問いま
せん。

文化財専門職
（発掘調査およ
び文化財保護業

務）
１人

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

【第1次試験】
課題論文審査

書類選考

【第2次試験】
とき：2月下旬

ところ：萩市役所
内容：個人面接

課題論文審査
書類選考
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萩地域　年末年始のごみ収集 環境衛生課　☎ 25-3146
　各総合事務所市民窓口部門

ごみの収集業務は 12 月 31 日㊎から１月３日㊊まで休みです。

燃やせるごみは、12 月 30 日㊍まで通常収集を行います。8:30 までに出してください。

年末年始のごみ収集 年末年始のごみ収集を次のように変更しますので、ご協力をお願いします。

燃やせるごみ
㊊・㊍コース 年末は、12 月 30 日㊍まで収集 年始は、１月６日㊍から収集
㊋・㊎コース 年末は、12 月 28 日㊋まで収集 年始は、１月４日㊋から収集

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

１月３日（第１月曜日）
↓

12月29日㊌

東田町、西田町、下五間町、
吉田町、古萩町、
河添（資源ごみ①のみ）

城東、樽屋町、今魚店町、
細工町、塩屋町、越ヶ浜 前小畑、中小畑、後小畑

直接持ち込みの場合

施設名 受入
時間 電話番号 ごみの種類 12/25㊏

12/26㊐
12/27

㊊
12/28

㊋
12/29㊌
12/30㊍

12/31㊎
～1/3㊊ 1/4㊋

萩・長門清掃工場
（はなもゆ）

8：30
～

16：30

26-8716 燃やせるごみ ※12月26日㊐と１月１日㊏㊗、２日㊐以外は持ち
込み可能。

大井不燃物埋立処分場 28-1308 燃やせないごみ × ○ ○ ○ × ○

萩第二リサイクルセンター
（エコプラザ・萩） 24-5300 プラスチック製容器包装

資源ごみ
（休日ごみ

集積所） ○ ○ ○ × ○

田万川リサイクルセンター
13：00

～
16：30

08387-
2-0340

燃やせないごみ
プラスチック製容器包装
資源ごみ

× ○ × × × ×

休日ごみ集積所
（萩第二リサイクルセンター）

9：00
～

17：00
24-5300

燃やせるごみ
燃やせないごみ
プラスチック製容器包装
資源ごみ

○ × × × × ×

年末ごみ集積所
（萩第二リサイクルセンター）

9：00
～

16：30
24-5300

燃やせるごみ
燃やせないごみ
プラスチック製容器包装
資源ごみ

× × × ○ × ×

※年末年始は各施設が大変混雑します。
　できるだけ早めに、通常の収集日に出
してください。
※また、各施設に持ち込まれる場合は、
車両事故等にご注意ください。萩第二リサイクル

センター 入口

出口

回収
場所P

年末ごみ集積所〔施設内配置図〕 注：場内一方通行

29日㊌、30日㊍の駐車場

※大島・見島・相島は除く。
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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　
アルミ洗車台、体重計、毛糸、藤ス
リッパラック、ビーズ玉のれん、精
米機、パソコンの参考書、ゴルフク
ラブセット、ステレオセット（レコー
ド用）、犬小屋、着物用コート、紬
の着物、レースのテーブルかけ、風
鎮、カーテン（水色無地）、男女子
供運動靴、スキーウェア上下、バイ
ク４種
■おゆずりください　

電動ミシン、溶接機一式
※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。
◎お楽しみ講座

令和４年 1 月 10 日㊊㊗
　10:00 ～ 15:00

余り毛糸で小物を作る
10人　 100円（材料費別）

■受付　12 月３日㊎～ 19 日㊐
　16:00まで
※応募多数の場合、12 月 20 日㊊　
10:00 から公開抽選。参加される

エコプラザ・萩情報 椿東 4703-49　☎ 24-5300 休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日

方は事前にご連絡ください。
◎雑貨の販売

12月５日㊐～19日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選

12月５日㊐～12日㊐ 12:00まで
■抽選日  12月12日㊐　13:00～
※12月は応募・販売期間が変則的で
すので、ご注意ください。
※エコプラザ・萩は、
HPで最新情報を掲載
しています。

令和４年 萩市成人式
令和 4 年 1 月 2 日㊐

　▽受付 12:30 ～、▽式典・HAGI 
SEIJIN FES 等 13:30 ～

平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年
4 月 1 日生まれの方
※新型コロナウイルス感染症による
変更点等は、市 HP で随時掲載しま
すので、ご確認ください。
◎保護者の皆さまへ
　新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため、入場は新成人
のみといたしますので、ご了承くだ
さい。

文化・生涯学習課　☎ 25-3511

児童・生徒の活躍情報をお寄せ
ください
　萩市教育委員会では、小・中学校
の在学期間中、学校だけでなく、家
庭や地域での活動等で、努力や頑張
りが著しく、他の模範となる児童・
生徒を顕彰します。
　児童・生徒の取り組みについて、
情報をぜひお寄せください。
■部門　文化奨励部門、体育・スポー
ツ奨励部門、教育諸活動奨励部門

小学６年生と中学３年生　
■連絡方法　令和４年１月７日㊎ま
でに、該当児童・生徒の在籍してい
る小・中学校へ電話で連絡

学校教育課　☎ 25-3558

山口県議会萩市・阿武町選挙区
選出議員補欠選挙立候補予定者
説明会
■告示日　令和４年１月 28 日㊎
■投票日　令和４年２月６日㊐
■立候補予定者説明会

12 月 21 日㊋　14:00 ～ 16:00
市役所大会議室

◎説明会出席者へのお願い
・出席者は立候補予定者 1 人につき
２人以内
・マスク着用、咳エチケットの実施
・咳や発熱などの症状のある方の出
席は控え、代理で対応

選挙管理委員会　☎ 25-2912 

樹木の伐採・剪定のお願い
　冬期は積雪等により市道に隣接す
る私有地から道路上に竹や樹木が垂
れ下がり、通行の妨げや除雪作業の
支障となることがあります。
　竹や樹木により通行者に被害が出
た場合には、所有者に賠償責任を問

われることがあるため、事前に伐採・
剪定をお願いします。

土木課　☎ 25-3544

空家実態調査
　空家等の現状を把握するために実
態調査を実施します。

令和４年１月 31 日㊊まで
市内全域
調査員が外観目視での認定を行

い、空家等の不良度判定および写真
撮影を行います。
※株式会社ゼンリン山口営業所に委
託し行います。調査員は調査員証を
携行して調査に
あたります。

建築課　☎ 25-2314

阿武風力発電の現地調査
　阿武風力発電事業の環境影響評価
の一環として、現地調査を実施しま
す。
※調査員は腕章を着用しています。

令和３年 12 月～令和４年 11 月
弥富下（阿武町との境界付近）
HSE ㈱　☎ 0294-

55-7808、日本気象協会　
☎ 03-5958-8160

※掲載されている行事等は、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。
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年末年始のし尿くみ取り
　12 月のし尿くみ取りは、申込締
切日を確認し、各地域の決められた
業者に申し込んでください。
　締切日以降に申込んだ場合、作業
ができないことがありますのでご注
意ください。
■申込締切日　12 月 15 日㊌
■最終くみ取り日　12 月 29 日㊌
■年始開始日　令和 4 年１月４日㊋

環境衛生課　☎ 25-3146
　各総合事務所市民窓口部門

水道管の凍結にご注意を！
　気温が氷点下になると、防寒の不
十分な水道管は水が凍ったり、破損
したりすることがあります。
■防寒の方法
①屋外の水道管➡保温材や毛布など
を巻き、さらにビニールテープを巻
くと効果的です。
②メーターボックス➡毛布や布きれ
などを入れ、まわりを段ボールなど
で保温してください。

■凍結した場合
　自然に溶けるまで待ちましょう。
熱湯などをかけると、水道管やメー
ターが破損することがあります。
■破損した場合
　メーターボックスの中のバルブを
右に回して水を止めるか、破損部分
に布などを巻き、針金やヒモで固定
してください。応急処置を済ませた
ら、水道工務課、各総合事務所産業
振興部門または市指定の給水装置工
事事業者へ連絡してください。

水道工務課　☎ 25-2398

冬用タイヤの早期装着のお願い
　これから本格的な雪のシーズンを
迎えます。ノーマルタイヤでの雪道
の走行は立ち往生やスリップによる
事故や交通障害にもつながる恐れが
あるため、「冬用タイヤの装着」や

「チェーン携行」など、早めの準備
をお願いします。

国土交通省山口国道維持出張所萩
分室　☎ 22-2530

指定給水装置工事事業者の指定
の更新
　水道法の一部改正により、給水装
置工事事業者の指定有効期間が従来
の無期限から５年ごとの更新制とな
りました。
　令和３年度に指定更新を行った事
業者の一覧表を、市 HP に掲載して
います。

水道工務課　☎ 25-2398

統一 QR コード「JPQR」
　キャッシュレス決済の推進を目
的として、総務省が主体となって

「JPQR」を全国に普及する事業を

行っています。
　「JPQR」とは一般社団法人キャッ
シュレス推進協議会により策定され
た QR コード決済の統一規格で、1
枚の QR コードで複数社の決済に対
応します。

JPQR 普及事業コールセンター
　☎ 0120-206-100
　9:00 ～ 18:00（平日）

寄付
○大村吉

よしひこ
彦さん（防府市）から作業

用救命衣 10 着
○㈱ネットケアサービス（大阪府）
からプロジェクター２台
○㈱シジシージャパン（東京都）か
ら現金 324 万 6,826 円

山口ゆめ回廊博覧会クロージン
グイベント『またね、ゆめはく』
参加者

12 月 25 日㊏　18:00 ～ 19:00
（開場 17:30）

ときわ湖水ホール（宇部市）
式典・フィナーレ演出のほか、女

■年末の休日窓口廃止
　12 月 29 日・30 日の午前中の休日窓口について、利用者数の減少
等の理由により廃止します。
　なお、婚姻・出生などの戸籍の届出は、市役所（各総合事務所、支
所、出張所を含む）の宿直室で受け付けます。

市民課（住民登録）☎ 25-3493、（戸籍）☎ 25-3400、（保険年金）
☎ 25-3147、課税課　☎ 25-3136、収納課　☎ 25-3575

施　設　名 休　館　日
萩・明倫学舎 休みなし 
萩博物館 12月29日㊌～１月１日㊏㊗

萩図書館 休みなし（12月28日㊋～１月４日㊋ は、9:00
～17:00 開館）

須佐図書館 12月27日㊊～１月４日㊋
明木図書館 12月27日㊊～１月４日㊋
児童館、わくわく子ど
も図書館、あそぼー舎 12月28日㊋～１月５日㊌

■各施設の休館

年末年始の窓口業務

メーターボックス
保温材

募　集

お知らせ
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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
・固定資産税（３期）
・国民健康保険料（７期）
・介護保険料（７期）
・後期高齢者医療保険料（６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　令和４年１月４日㊋

収納課　☎ 25-3575

包括支援センターへ　☎ 25-3521

バリアフリー映画上映会
「くちびるに歌を」

12月５日㊐ 14:00～（約132分）
萩図書館（２階）
20 人（要申込み・先着順）
萩図書館　☎ 25-6355

◎ポーラ化粧品ビ・スケット明倫店（江向）/ パナどっといいだ（須佐）
／焼肉山牛（須佐）/ 薬局エンゼル（須佐）/ 梅地呉服店（田万川）/
セブンイレブン萩反射炉前店（小畑）/ セブンイレブン萩市役所前店（江
向）/ そば処田波（東田町）/ 竜宮茶屋（川上）/ ヴァン、ヴェール（小
畑）/ むつみキッチンばぁーば（むつみ）/ 好月旅館（須佐）/ シェア
サロン・ スペック（東田町）/ セブンイレブン萩椿東店（無田ケ原）/
焼肉牛ちゃん（新川）/ 萩焼城下苑（南古萩町）/PIZZA NY（東田町）
/ 中華旺鑫閣（御許町）/ あまぬま屋 PUB H&L（東田町）/ あじろ（南
片河）/ やきにく食堂 Kou（土原）/ うどんの店たぬき（椿）/ にこに
こやスマイル（須佐）/ 食楽園 NIKUJIROU（土原）/ 萩 SAKAYA（土原）
/Hair&makeMEGUMI（無田ケ原）/ 中村製菓本舗（橋本町） / いっぷ
く堂（東田町）/ 萩クレープ XOXO（唐樋町）/ 元祖ほかほか弁当吉田
町店（吉田町）/ レストランまつおか（江崎）/ 小野養豚直売所（むつみ）
/ ダイニングまめだ（新川）/ マイフィット萩（新川） /TOPOP（東田町） 

（10月 21日～ 11 月 19 日、順不同）
　商品券に使用期限はありませんが、ぜひお早めに
ご利用ください。

萩市共通商品券協同組合（萩商工会議所内）　☎ 25-3333

萩市内共通商品券の新規加盟店舗

優・ 鶴
つ る た

田 真
ま ゆ

由 × 音 楽 家・haruka 
nakamura によるライブ公演や 7
市町の各所で制作したひかりの実が
結集した「7 市町のひかりの実」の
鑑賞会などを行います。また、クロー
ジングイベント終了後、「TOKIWA
ファンタジア 2021」の鑑賞ツアー
を行います。

50 人（抽選）
12 月 13 日㊊までに、

QR コードから申込
山口ゆめ回廊博覧会推進室

　☎ 083-934-4152

萩元気食の会「郷土料理教室」
12 月７日㊋　9:00 ～ 13:00
市民館 実習室
だき寿司コロッケやちしゃなます

むすびなど、郷土料理のアレンジ版
レシピ

15 人（先着順）
竹森 れい（萩市地域おこし協力隊）
800 円
エプロン、三角巾、マスク
12 月３日㊎までに、観光課へ

　☎ 25-3139

萩男子と気になる恋のミッショ
ンインポッシブル ～協力体験
型恋活～
　ミッション（ゲーム）をクリアしな
がら、仲を深めていく婚活イベント。

12 月 11 日㊏　11:00 ～ 16:00
市民館 小ホール
時間内にクリアを目指すゲーム等
20 ～ 30 代の独身男女（男性は

萩市在住の方）
男女各 15 人程度（先着順）
男性 2,000 円　女性 1,000 円
12 月８日㊌までに、

QR コードから申込
企画政策課　

　☎ 25-3102

親と子のふれあい交流会
12 月 19 日㊐　10:30 ～ 13:00
総合福祉センター　
クリスマス会（親子で楽しむ、見

る、遊ぶ会）
市内在住のひとり親家庭、または

これに準ずる家庭の親子
500 円（１人）
12 月 10 日㊎までに、萩市母子

寡婦福祉連合会（萩市社会福祉協議
会内）または各総合事務所へ
☎ 22-2289

あたまの健康チェック
　最近、もの忘れが多くなったと気
になる方は、この機会に生活習慣の
改善にお役立てください。

12 月 21 日㊋　10:00 ～ 16:00
総合福祉センター
10 分程度質問に回答。結果をも

とに生活習慣等アドバイス
認知症の診断を受けていない方
30 人程度

※認知症や病気を診断するものでは
ありません。

12 月 17 日㊎までに、萩市地域



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545818

11 月 30 日㊋～ 12 月 16 日㊍　　　　　 萩市議会議場

市 議 会 12 月 定 例 会

日 開議 日程

11 月 30 日㊋ 10:00 会期の決定、諸報告、議案上程、一部
議案（質疑・討論・表決）

12 月 2 日㊍ 10:00 議案質疑、委員会付託
６日㊊、７日㊋、
８日㊌ 10:00 一般質問

９日㊍、10 日㊎ 10:00 各常任委員会
16 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。

NPO 萩明倫学舎 有償ボラン
ティア
■募集人員　インフォメーション
班・ガイド班・ショップ班スタッフ
■活動日　令和４年４月1日から令
和５年３月31日までの週2～3日
■会費　入会金：1,000 円、年会費：
2,000 円
■謝金　規定に基づく謝金を支給

令和４年1 月5 日㊌までに、NPO
萩明倫学舎事務局備え付けまたは
HP 掲載の所定の書類を提出
※面談を実施し、班員を決定

NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

萩・長門清掃工場「はなもゆ」
の運転従事者
■募集時期　12 月１日㊌から
■募集人員　若干名
■採用試験　筆記試験（一般常識問
題）および面接
■求人方法　ハローワーク
■業務内容　焼却炉の運転・保全・
受入業務
■採用　１月中旬～２月
■雇用形態　ヒッツ環境サービス㈱

（本社：川崎市　日立造船㈱グルー
プ企業）の正社員

㈱はないろ　☎ 26-8716

放送大学 入学生
　2022 年 4 月入学生を募集して
います。幅広い世代約９万人の学生
が学んでいます。
■出願期間　第 1 回 2 月 28 日㊊
まで、第 2 回 3 月 15 日㊋まで

㈾放送大学山口学習センター　
　☎ 083-928-2501

暮らしに役立つ図書館講座
 12 月８日㊌　10:30 ～ 11:30
萩図書館２階
「自分らしく暮らす収活セミナー

～心満たされるモノとの上手な付き
合い方～」

柴田 さちこ（インテリアコーディ
ネーター、整理収納アドバイザー）

20 人（要申込み・先着順）
萩図書館　☎ 25-6355

日本語ボランティアスキルアッ
プ講座

令和４年1月29日㊏　13:30～15:30

萩・明倫学舎２F 展示映像室
中級レベルの日本語学習支援
外国人住民への日本語学習支援に

携わっている方等
20 人（先着順）
川﨑 千

ち え み
枝見（山口大学留学生セ

ンター助教）
令和４年 1 月 22 日㊏までに、（公

財）山口県国際交流協会へ
　☎ 083-925-7353

萩博物館「星の会」
昼の部（特別編）金星を見よう
　「最大光度」に達し、昼間でも見
えるようになった金星を探し、観察
します。

12 月 3 日㊎　13:00 ～ 16:30
萩博物館天体観望室
無料（時間内ならいつでもどうぞ）
萩博物館　☎ 25-6447

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

12 月 10 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■弁護士　小林 享
とおる

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
12 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
12 月 22 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　小林 享
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（12/1から受付開始）
市民活動推進課　☎ 25-3373

講座・講演

相　談

募　集
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　萩市休日急患診療センターでは、年末年始（12 月 30 日㊍～令和４
年 1 月 3 日㊊）に感染症の拡大を防止するため発熱患者専用の診療時
間（12:00 ～ 16:00）を設けます。
　発熱・咳・嘔吐・下痢等のある方は、来院前に下記専用ダイヤルにお
電話ください。指定された時間にご来院いただき、原則車内で診察を行
います。感染症拡大防止のため、できる限り公共交通機関の利用を避け、
自家用車等で来院してください。
■発熱患者診療受付時間　11:30 ～ 15:30
■発熱者相談ダイヤル　☎ 090-3636-0737（9:00 ～ 21:00）
※通話中の場合は、こちらから折り返しご連絡いたします。

萩市休日急患診療センター　☎ 26-1397

年末年始に発熱や咳・嘔吐・下痢で
医療機関を受診される方へ

　新型コロナウィルスの感染拡大に
より多くの業界がダメージを受け、
変革を迫られています。その中でも
観光業界は大きな影響を受けた業界
の一つであり、減少した需要回復の
ためさまざまな取り組みを行ってい
ます。
　その取り組みの一つとして、これ
からの観光産業を考える上で急務と
されているのが「観光 DX（観光デ
ジタルトランスフォーメーション）」
です。簡単に言えば、従来のアナロ
グベースであった観光サービスか
ら、データとデジタル技術を活用し
て、より魅力的で価値ある観光サー

HAGi_( ハギアンダーバー ) 通信 vol.16

ビスへ発展させる取り組みとなりま
す。
　今後、普及拡大していく 5G 技術
や、IoT（モノのインターネット）、
VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、
AI（人工知能）などの技術やデジタ
ルデータを有効に活用することで、
従来にはなかった革新的な観光サー
ビスを提供し、地域の歴史・名産品・
観光名所などに新たな付加価値を生
み出すことなどが可能となります。
　萩市においても直近では、オンラ
インでの開催となった「萩焼まつり
web 版陶器市 2021」で、販売促
進を促すためデジタルデータと 3D

観光産業と IT

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 ～、
17:00 ～エイズ即日検査
○８日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登録会
○21日㊋13:00～心の健康相談（担
当：萩病院精神科医）
○22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

高齢者・障がい者のための
弁護士電話法律相談

12 月 14 日・28 日、令和４年
1 月 11 日・25 日、2 月 8 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

無料電話相談
「生活保護ホットライン」

12 月 9 日㊍　10:00 ～ 16:00
■相談受付　☎ 0120-158-794

山口県弁護士会宇部地区会
　☎ 0836-21-7818

年末無料相談会
12 月 29 日㊌　10:00 ～ 16:00
萩法律相談センター

■電話相談　☎ 083-920-8730
■相談受付　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会宇部地区会
　☎ 0836-21-7818

身体障がい者巡回相談
（整形外科）

令和４年 1 月 20 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

■相談員　山口県身体障害者更生相
談所の指定医　

令和４年 1 月 6 日㊍までに、福
祉支援課 障がい福祉係へ
☎ 25-3523

技術を活用した「3D 萩焼逸品展」
や、動画配信を通じて萩焼作家によ
る技法等の紹介、解説のライブ配信
を行うなど、デジタル技術を活用し
た観光 PR への取り組みを行ってい
ます。
　新型コロナウィルスの影響により
観光産業を取り巻く状況が大きく変
化する中、より豊かな観光コンテン
ツを提供していくために、観光 DX
をどういうふうに捉え、日々進化す
るテクノロジーをどう活用するか、
考え方や取り組み方、また柔軟な発
想こそが今後の観光産業におけるカ
ギとなるのかもしれません。

企業誘致推進課　
☎ 25-3811
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　市内宿泊施設を応援する「萩市民限定特別宿泊プラン」を令和４
年２月まで実施しています。県の「旅々やまぐち県民割」との重複
利用もできますので、お得に市内宿泊施設をご利用ください。
■利用期間　令和４年２月 28 日㊊宿泊分まで
■対象施設　市内宿泊施設 31 カ所（詳しくは萩市観光協会 HP へ）

市民や萩市民を代表とする５人までの宿泊
■特別宿泊プランと割引額（１人１泊につき）
　Ａ．１泊２食付きプラン　⇒  5,000 円の割引
　Ｂ．１泊１食付きプラン　⇒  4,000 円の割引
　Ｃ．素泊まりプラン　　　⇒  3,000 円の割引
■利用方法　宿泊施設によって対応できるプランも異なりますの
で、直接申し込んでください。
■注意点　 割引率が宿泊代金を上回る場合、払戻しはできません
ので、ご注意ください。
※ 消費税および入湯税は補助対象外です。

観光課　☎ 25-3139

萩市民限定特別宿泊プラン

「税を考える週間」租税作品展
　税を考える週間（11 月 11 日～
17 日）に、萩税務署管内の児童・
生徒の皆さんの作品（絵はがき・作
文・習字）を展示します。

12 月 15 日㊌～ 24 日㊎
市役所 1 階ロビー
萩税務署総務課　☎ 25-0900

※音声ガイダンスに従って番号「２」
を押すと総務課につながります。　　　　　

花遊（押し花絵展）
12 月 18 日㊏～令和４年１月

24 日㊊　9:00 ～ 17:00
青木周弼旧宅（南古萩町）
100 円
観光課　☎ 25-3139

ブータン山の教室　　　 ～ 12/3
キネマの神様　　　　  ～ 12/17
孤狼の血 Level2　　　 ～ 12/17
バケモノ　　　　　　　12/4 ～

ツインシネマ
マスカレードナイト　  12/18 ～
漁港の肉子ちゃん　　  12/18 ～
ハニーレモンソーダ　  12/25 ～
007 No time to die R4/1/1 ～

最新情報は
こちらから⇒

残り
３カ月

健康増進課　☎ 26-050012 月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
２日㊍ 椿東健康づくり教室/椿東小地域ふれあいセ/13:30～
　　　  大井グッドヘルス/大井公民館/13:30～
６日㊊ 男性の健康料理教室（運動編）（※）/総合福祉セ/9:30～
８日㊌ 白水健康教室/白水会館/10：00～
　　　 越ヶ浜グッドヘルス/越ヶ浜介護予防セ/13:30～
９日・23日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
10日㊎ 三見ソナタ/三見公民館/13：30～
10・24日㊎ 健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/総合
　　　  福祉セ/10:30～
14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～
17日㊎ 健康・栄養相談/市役所ロビー/12：00～
20日㊌ 御許町健康教室/御許町公会堂/13：30～
23日㊍ 堀内健康教室/堀内公会堂/13:30～ 
◉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～

２日㊍ みんなの健康運動教室/須佐保健セ/13:30～
３日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～
　　　 おや自炊教室/田万川保健セ/10:00～
６日㊊ 平山台体操/田万川農村夫人の家/11:00～
14日㊋ 萩市健康体操教室/田万川体育館/10:00～
17日㊎ エアロビクス教室/田万川体育館/10:00～
20日㊊ すくすく相談会/田万川保健セ/10:00～
21日㊋ 新・健康ちょ筋教室/田万川保健セ/9:30～
◉旭・川上地域
14日㊋ 減るしー教室（運動編）/川上保健セ/9:30～
15日㊌ 乳幼児相談（※）/川上保健セ/10:00～
21日㊋ 減るしー教室（運動編）/旭マルチメディアセ/10:00～
◉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㊍ 福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る/13:30～
15日㊌ 乳幼児相談（※）/むつみ農村環境改善セ/10:00～

萩ツインシネマ
☎ 21-5510

イベント
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人の動き 人口／44,737人（前月比-36）　男／20,749人（前月比±0） 　女／23,988人（前月比-36）
世帯数／23,040世帯（前月比±0） 　出生／18人　死亡／61人　（令和3年10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10月16日～11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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12
1水

●秋期特別展「旅と人と萩と」（～26日）/萩博物館/9:00～
●萩・世界遺産カードラリー2021（～24日）/萩・明倫学舎、世界遺産構成資産5箇所/9：00～
●萩市役所ロビーコンサート/市役所1階ロビー/12:15～
●萩イルミネフェスタ2021（～R 4/1/5）/JR萩駅前ロータリー/17:30～
●ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと（～25日）/萩図書館/9:00～
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～
●暮らしに役立つ図書館講座「ライブラリーセッション」/萩図書館/10:30～
●ちっちゃなおはなし会（8日、15日、22日）/明木図書館/10:30～
●人権相談/むつみコミュニティセンター/13:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

2木 ●ピヨピヨ「ハーブティーを楽しもう」/児童館/10:30～ 外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

3金
●先生のおすすめの本～須佐中学校編～（～R4/1/14）/須佐図書館/9:30～
●おはなしの森（31日以外の毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
柳井（22-0748）

4土

●シクラメンフェア（～5日）/道の駅「ハピネスふくえ」/9:00～
●人権の心をはぐくむ市民の集い2021「人権講演会」/市民館大ホール/13:30～
●ザ・卓球（18日、25日）/児童館/10:30～
●おはなし会おひさま（11日、25日）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

5日
●HAGI/浜崎朝市/旧浜崎魚市場/8:00～
●バリアフリー映画上映会/萩図書館/14:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/須佐

（08387-6-2540）

6月
外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

7火
●おもちゃ図書館開館日（14日、21日）/からふる/10:00～
●心配ごと相談/福栄農業担い手センター/9:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

8水

●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」/光塩学院幼稚園/10:00～
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●暮らしに役立つ図書館講座/萩図書館/10:30～
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～

外科
内科

めづき（22-2248）
市原（22-0184）

9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）

10金

●イラスト教室/明木図書館/15:30～
●だんすダンス！（24日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄農業担い手育成センター/9:00～、旭活性化センター/10:00～

外科
内科
小児科

萩むらた（25-9170）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

11土
●須佐イルミネーション（～R 4/1/3）/JR須佐駅周辺/17:00～
●舞台鑑賞「チリンとドロン」/児童館/10:30～、16:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

12日 ●維新の里 萩城下町マラソン2021/萩ウェルネスパーク/10:00～
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）

13月
外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

14火

●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」/萩幼稚園/10:00～
●行政相談/川上公民館/13:30～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
柳井（22-0748）

15水
●「税を考える週間」租税作品展（～24日）/市役所1階ロビー/8:30～
●元気なときにかかる医者/児童館/10:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
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。



広報はぎ 令和３年12月号 23

16木 ●ピヨピヨ「フラワーアレンジメント」/児童館/10:30～ 外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

17金

外科
内科
小児科

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

18土

●伊藤博文旧宅の公開（～26日）/9:00～
●はぎマルシェ/中央公園/11:00～
●クリスマスキャンドル作り/児童館/13:30～

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206）
花宮（25-8738）

19日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

20月 ●本の福袋2022（～R4/1/14）/萩図書館/9：00～ 外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

21火

●愉しい音読会/萩図書館/11：00～
●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/田万川総合事務所/9:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
市原（22-0184）

22水 ●陶芸の村公園登り窯焚き見学（～23日）/陶芸の村公園/9:00～ 外科
内科

萩むらた（25-9170）
わたぬき（25-2020）

23木 ●子育て相談/児童館/10:30～ 外科
内科

大藤（21-0002）
柳井（22-0748）

24金
外科
内科

かわかみ（21-7538）
ふじわら（22-0781）

25土 ●クリスマス＆Happyカフェ/児童館/13:30～ 外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

26日

●川上農林産物直売所 歳末セール（～27日）/川上農林産物直売所/9:00～
●リサイクル雑誌/萩図書館/9：00～
●めざせゲームマスター/児童館/13:30～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

27月
外科
内科

田町（24-1234）
中嶋（22-2206）

28火 ●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

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

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

30木

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）

31金

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

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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山口県央連携都市圏域となった 7 市町の多彩な情報を紹介します。
市内のイベントと合わせて、お出かけしませんか？

　万華鏡の種類やしくみを学べる展
示や、様々な種類の万華鏡がつくる
模様の面白さや美しさを体験できる
展示をご覧いただけます。

１月 16 日㊐まで 9:30 ～ 17:00
防府市青少年科学館ソラール

　☎ 0835-26-5050

防 府

　12月、山口市はクリスマス市にな
ります。「灯り」や「音楽」、「食」、その
他イベントを開催します。

12月１日㊌～ 31日㊎
山口市内各所
日本のクリスマスは山口から実行

委員会　☎ 083-925-2300

山 口

　山口県埋蔵文化財センターが
2019 年度に県内各地で実施した発
掘調査成果を見ることができます。

12 月１日㊌～ 26 日㊐
　9:00 ～ 17:00

長登銅山文化交流館
　☎ 08396-2-0055

美 祢

　冬を彩る中国地方でもトップクラ
スのイルミネーションイベント。

令和４年１月 16 日㊐まで
　 18:00 ～ 21:30（開場 17:30）

ときわ遊園地（ときわ公園内）
観光・グローバル推進課

　☎ 0836-34-8353

宇 部

　日本ガラス工芸協会の主催で３年
ごとに開催される「日本のガラス展」の
巡回展を中四国地方で初開催します。

12 月20 日㊊まで　9:00 ～17:00
不二輸送機ホール（第１・３㊋休館）
文化スポーツ推進課

　☎ 0836-82-1115

　鷗外が愛用していた印鑑を確認で
きる印譜軸や愛蔵品の明治文壇貼り
こみ屏風を公開。

令和４年２月 27 日㊐まで
　9:00 ～ 17:00

森鷗外記念館
　　☎ 0856-72-3210

津和野

創立50年記念「́ 21日本の
ガラス展」巡回展～日本の最
新ガラスアートを俯瞰する～

森鷗外記念館
コレクション特別展

巡回展示
「発掘された山口」

萩市地域おこし協力隊活動紹介
市では、20 人（12 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。

38

宮本　豪
ごう

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
　☎ 25-3360

■着任日　　令和３年６月
■前住所地　東京都八王子市
■配属先　　教育政策課
■現在行っている活動
　市内高校の魅力発信、生徒自身の
興味・関心を見つけたり、深めてい

秋山　光
みつのり

里
■着任日　令和元年９月
■前住所地　広島県東広島市
■配属先　産業戦略室
■現在行っている活動
　市内にある空き家を改修して、市
外から来られるクリエイターが滞在

ける教育環境を築けるよう、学生と地域の人々を結ぶ
地域連携サポーターとして活動しています。
■今後の展望
　「小中学生の進学したい学校」という高校側の課題
解決のためにも、“地域連携サポーター”として市内
の各所に繋がりを築いていきます。また、萩市という
自然、歴史が息づく町で育つ子どもたちの感性が、よ
り活かせる環境を創出していければと思います。私自
身の文化や芸術分野への興味を通じて、若さあふれる
地域づくりに邁進します。

制作できる場所を作ったりしています。

■今後の展望
　今後は、改修した市内の空き家から生まれる企画を
少しずつ形にしていきたいと思っています。今は萩の
地域資源を絵に描いたり、CG でコンテンツ化したり
するなど、色々試しているところです。私は萩の風土
や文化に魅せられ移住しました。そんな萩の魅力が伝
えられるような作品の制作に今後も関わっていきたい
です。

12 月、山口市はクリ
スマス市になる。

企画展「万華鏡展～鏡
の世界であそぼ！～」

TOKIWA ファンタ
ジア 2021
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競技種目 参加人数 スタート
ハーフ

マラソン 1,266人 10:00

5km 212人 10:20

■参加者　今年は、ハーフマラソン、５km の２種目 23 部門に、山口県
内から 1,478 人が参加します。
　なお、選手の安全を確保するため、今年から一部コース変更を
行いました。萩市内では各所、交通規制が行われます。ご協力を
お願いします。

維新の里　萩城下町マラソン 2021

萩城下町

JR東萩駅JR東萩駅

明倫小

262

萩博物館

262

車両通行止め
10：00～11：30

車両通行止め
10：00～11：30

車両通行止め
9：30～12：40

車両通行止め
10：30～12：30車両通行止め

10：30～12：30

山口市方面
第１車線通行止
9：30～12：40

ゴール地点

コース変更
ハーフ 5km
スタート地点

市民体育館
椿西小
萩青果、萩青果、

P
P

阿武川

萩スポーツ広場前
　駐車場を折返し

•萩スタジアム

萩ウェルネス
パーク

松
本
川

松下村塾

191

道の駅道の駅
萩しーまーと萩しーまーと
道の駅
萩しーまーと鶴江台

雁島橋

萩橋

WC
WC

菊ヶ浜

WC

萩城跡
（指月公園）

指月山

WC

WC

萩市役所
萩総合
庁舎

橋本橋橋本橋
椿大橋椿大橋

WC

玉江橋玉江橋

橋
本
川

常盤橋常盤橋

WC

JR玉江駅

中津江橋中津江橋

191

ハーフコース
15km地点関門

ハーフコース
18.6km地点関門

萩中心部へは、道の駅「萩
しーまーと」からの迂回路
をご利用ください。

萩中心部へは、国道
262号萩バイパスの
県道32号をご利用
ください。

JR萩駅JR萩駅

松陰大橋松陰大橋

松本大橋松本大橋

WC

まぁーるバスの運行休止
・市役所発１０：００、１０：３０、
１１：００、１１：３０、１２：００の
東回り、西回り
・新ルート（案）の実証運行便
市役所発１０：４５、１２：１５「平
安古・椿・橋本」、「浜崎・新川・
上野」ともに

5km地点10km地点

＝コース
＝通行止め
＝迂回路
＝片側通行
＝コース変更

ＷＣ＝トイレ
＝給水所
＝臨時駐車場
＝臨時駐車場
　兼シャトルバス発着場

車両通行止め
9：30～12：30 5km

折り返し

スタート・ゴール

ハーフコース
9.85km地点関門

※今年から一部コース変更があります。

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

車両通行止め
10：10～11：30

片側1車線通行
10：30～12：00

262262

車両通行困難WC
JR東萩駅JR東萩駅

会場 萩ウェルネスパーク スタート・ゴール

萩城下町マラソン大会事務局（スポーツ振興課）
　☎ 25-7311

■交通規制のお知らせ

12 月 12 日㊐12 月 12 日㊐
10 時スタート！10 時スタート！

■臨時駐車場
・市民体育館
・萩青果市場
・椿西小グラウンド

■シャトルバス発着場所
市民体育館

【行き】7:00 ～ 9:00
【帰り】12:30 ～ 14:40

臨時駐車場・
シャトルバスを
ご利用ください！
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　松下村塾出身者で、生誕 180 年を迎える伊
藤博文ゆかりの地を、萩市観光協会のガイドと
巡ります。

12月４日㊏・11日㊏　10:00～11:30
　12月18日㊏・25日㊏　10:00～11:45
　※18日、25日は伊藤博文旧宅に特別入館
■コース　松下村塾～松門神社～吉田稔麿誕生
地～伊藤博文旧宅（※12/17まで保存修理工事
予定）～伊藤博文別邸（入館）～松浦松洞誕生地

20人
1,000円

　（ガイドレシーバー利用料、
　入館料含む）

各実施日の１週間前
萩市観光協会　☎ 25-1750

ちひろ
　（シンガーソングライター）
「みんなちがって、みんないい生き方を」
福祉政策課　☎25-3634

○全国中学生人権作文コンテスト萩地区表彰
式、朗読
○「人権の花運動」活動報告（椿東小・育英小）
およびバトンタッチ式

【同時開催】
○人権啓発作品展・人権啓発活動展

12月4日㊏～10日㊎　9:00～17:00
市民館ロビー

○人権に関する図書コーナー
12 月3 日㊎～9 日㊍
萩図書館、須佐図書館、明木図書館

12 月４日㊏
13:30～16:00

市民館大ホール

人権講演会
14:30～16:00

　野菜や海産物加工品、スイーツを販売します。
炭火焼干物の朝食や温かいお食事もご用意して
います。

12月５日㊐　8:00～13:00
旧浜崎魚市場
浜崎しっちょる会　☎ 22-0133

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎ 24-2400

■休館日（12月）　13日㊊、20日㊊、27日㊊～31日㊎
　　　　　　　　※お正月は 2 日から開館
■開館時間　9:00 ～ 17:00（入場は 16:30 まで）

《12 月の普通展示》  
300円、70歳以上18歳以下無料 

・浮世絵　忠臣蔵　
・東洋陶磁　やきものの装飾 描画
・茶室　和田 的 CONTRAST －光と陰－
・陶芸　オブジェー陶造形の潜勢力Ⅳ
・工芸　山口県の伝統工芸Ⅰ・Ⅱ
※Ⅰは 12 日㊐まで、Ⅱは 14 日㊋から

〈学芸員による作品解説〉※要事前予約、無料 
〇工芸　山口県の伝統工芸Ⅰ

12月11日㊏ 11:00～
〇東洋陶磁　やきものの装飾 描画

12月25日㊏ 11:00～
《萩美祭 2021》 
○「ハレの日の萩焼」　20 名の作家による萩焼を、
お正月をイメージしたコーディネートで紹介。 

12月4日㊏～1月10日㊊㊗
本館 2F 展示室　 無料

○呈茶席
萩焼のお茶碗でご一服いただけます。

12月5日㊐、１月９日㊐
　いずれも10:30～15:00

本館エントランス
300円　※限定50碗（当日受付先着順）

人権の心をはぐくむ
市民の集い 2021

伊藤博文ゆかりの地をめぐる
ガイドツアー

HAGI・浜崎朝市

公式 HP

公式 Twitter
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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することがで
きます。

12月18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

テーマ　クリスマスマーケット

FaceBook

Instagram

ソレイユトリオクリスマスコンサート
　山口県で活躍中の女性音楽家グループ、ソレ
イユトリオの生演奏を聴いてみませんか？

12月12日㊐
　① 11:00 ～、② 13:30 ～

萩・明倫学舎
　インフォメーションセンター
冬休み算数を楽しむ会
　算数の復習をして、
３学期からの学校生活を
有意義に過ごしませんか？

令和４年１月６日㊍・７日㊎
　9:40 ～ 11:15
■指導者　教員 OB

萩・明倫学舎　復元教室
市内の小学４年生～６年生

※原則として２日間出席できる方
15人　 教科書・問題集・ドリルなど
12月11日㊏9：30～電話受付　※先着順

【共通事項】
NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

　萩陶芸家協会会員の作家が作品を持ち寄り、
窯焚きを行います。
　昼夜をかけて薪を投入し、ゆっくりと窯の温
度を上げ、終盤には、窯内の温度は 1200 度
に達します。「萩焼体験教室」を実施した、見
島小中学校、萩高等学校奈古分校の児童・生徒
の作品も一緒にいれて焼成します。
　陶芸のまち、萩ならではの、土と炎の織りな
す力強い窯焚きの様子を
ぜひご覧ください。

12月22日㊌9:00
　～23日㊍13:00（予定）

陶芸の村公園内
商工振興課

　☎ 25-3638

　令和元年度から行っていた保存修理工事が完
了し、国指定史跡伊藤博文旧宅の一般公開を
12 月 18 日㊏から再開します。
　また、生誕 180 年を記念して下記の期間、
通常は立ち入ることのできない室内を見学でき
る特別公開を実施しますので、ぜひお越しくだ
さい。

12月18日㊏～26日㊐
　9:00 ～ 17:00

保存修理工事に関するパネル展示
　伊藤博文に関する展示

文化財保護課　☎ 25-3835

※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。

はぎマルシェ

萩・明倫学舎　イベント情報

陶芸の村公園登り窯
窯焚き見学

伊藤博文旧宅の公開

見学自由！



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545828

11月27日㊏～令和４年１月５日㊌
　17:30 ～ 23:00
■11月27日㊏　①17:30～ 、②18:45～、③20:00～
萩駅舎にプロジェクションマッピングの投影を行います。

JR萩駅前ロータリー
萩市観光協会　☎ 25-1750

12月11日㊏～令和４年１月３日㊊
　17:00 ～ 21:00
■点灯式　12 月 11 日㊏　17:30 ～

JR須佐駅周辺
須佐おもてなし協会　☎ 08387-6-3380

萩のイルミネーション

須佐

萩 萩イルミネフェスタ 2021

須佐イルミネーション

地域の年末イベント情報

秋期特別展「旅と人と萩と」 長州萩・寄り来るミンククジラ・ニタリ
クジラ塗り絵コンテスト会期：12 月 26 日㊐まで

　江戸前期に萩八景
と称される名所が誕
生し、同時に名所を
描いた巻物が作られ
ました。その実物を
展示中です。

特別展記念講演
「西国巡礼の信仰習俗－それぞれの旅と祈りと－」

12月18日㊏　13:30～15:00
蘇
そ り

理 剛
た け し

志（和歌山県立風土記の丘主査学芸員）
萩博物館　講座室（無料ゾーン）
40人（萩博物館HPからご予約ください）

絹本淡彩八江萩八景図巻／貞享２年
（1685）　毛利博物館蔵

12 月18 日㊏～令和4 年3 月21 日 ㊊㊗
　※12 月29 日㊌～１月１日㊐は休館

萩博物館内「探Ｑはぎ博」（無料ゾーン）
西日本ゆびおりのクジラゆかりの地…萩の博物館

で、特にポピュラーなミンククジラ・ニタリクジラを
テーマにクジラ文化に関わるミニ展示と、親子で楽し

▶

最新の情報を随時お届けします！
公式Facebook「山口県萩市」

シクラメンフェア
12月4日㊏、5日㊐

　9:00～15:00
道の駅「ハピネスふくえ」
シクラメン、花苗の販売新鮮野

菜販売
道の駅「ハピネスふくえ」

　☎52-0356

萩博物館 萩博物館
　☎ 25-6447

■開館時間　9:00～ 17:00（入館は 16:30まで）
■観覧料　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

福栄
地域

川上
地域

川上農林産物直売
所歳末セール

12月26日㊐・27日㊊
　9:00 ～ 17:00

川上農林産物直売所
正月飾り、しきみ、野菜等正月産

品の販売
川上農林産物直売所

　☎ 54-2755

田万川
地域 田万川　暮の市

12月29日㊌～ 31日㊎
　8:30 ～ 18:00

道の駅「ゆとりパークたまがわ」
しめ飾り即売、正月用品販売
道の駅「ゆとりパークたまがわ」

　☎ 08387-2-1150

萩市観光協会 HP

萩博物館 HP

める塗り絵コンテストを
実施します（萩博物館Ｈ
Ｐ専用サイトからも参加
可能）。
入賞者にはクジラグッズ
がプレゼントされます。


