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マラソン 2021 がスタートしました。コロナ禍における大会として、さまざマラソン 2021 がスタートしました。コロナ禍における大会として、さまざ
まな制約やルールが必要となった中でも、多くのランナーにエントリーいただまな制約やルールが必要となった中でも、多くのランナーにエントリーいただ
き、さらにボランティアスタッフのご協力で大会開催へとつながりました。ハーき、さらにボランティアスタッフのご協力で大会開催へとつながりました。ハー
フ、５キロのコースに県内から集まった 1,275 人のランナーが歴史と文化がフ、５キロのコースに県内から集まった 1,275 人のランナーが歴史と文化が
かおる城下町を走り抜けました。かおる城下町を走り抜けました。
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あけまして
　おめでとうございます

令和４年（2022）

　市民の皆様におかれましては、新年を健やかに迎え
られたことを心からお慶び申し上げます。また平素よ
り、市政に対し深いご理解とご支援、ご協力に対し、
厚くお礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の流行から２年が経過し
ようとしております。本年もコロナ禍における「新た
な日常」の中での市政運営となりますが、「明るく元
気な萩市」を目指し、まちづくりの基本政策「５つの
良し」を進めてまいります。

　市内での感染はほとんどなく落ち着いた状況が続い
ておりますが、新たな変異株による感染の再拡大が懸
念されています。市民の皆様におかれましては、ワク
チン接種の有無に関わらず、日常生活では、３密を避
け、マスクの着用、こまめな手洗い・手指消毒など、
新しい生活様式を実践していただき、感染予防対策の
徹底をお願いいたします。
　ワクチン接種では、新たに 12 歳を迎える子どもや、
まだ未接種の方へのワクチン接種を継続し、２回目接
種を完了された方へは、３回目接種を順次、実施して
まいります。

　市民の皆様が、地域で安心して暮らしていくために
は、医療体制の確保は不可欠です。萩保健医療圏では、
医師や看護師等の医療従事者の高齢化や不足が課題と
なっており、このままでは、救急、周産期・小児、へ
き地医療などの対応が困難となります。
　中核病院に関する検討については、中核病院協議会
からの協議結果の報告を受けました。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
ることから、昨年 11 月に「萩市民病院と都志見病院
の統合による中核病院の形成に向けて検討を進める」
という市の方針を決定いたしました。今後、両病院間

　長引くコロナの影響により、観光産業は大変厳しい
状況にあります。観光需要の早期回復を図るため、歴
史やまちなみ、四季折々の花や自然、豊富な食材など
萩ならではの観光資源を活用し、切れ目のない観光

での具体的な協議と併せて、医師会など関係機関と連
携しながら中核病院づくりに向けて取り組んでまいり
ます。
　高齢者の通院や買い物などの外出支援としてスター
トした 100 円バス「H

ハ ギ カ
AGICA」は、多くの方にご利

用いただいております。高齢化が進む中、住み慣れた
地域で暮らすことができるよう、移動手段の確保と利
用しやすい環境の整備に、引き続き取り組んでまいり
ます。
　「萩循環まぁーるバス」は、昨年末、新ルート案に
よる実証運行を実施いたしました。今後、実証結果な
どをふまえ、夏頃までには利便性の高い新たなルート
での運行が開始できるよう準備を進めてまいります。
　周辺部の地域振興では、昨年７月から 11 月にかけ
て総合事務所・支所・出張所に「一日市長室」を開設
し、また、総合事務所ごとに「地域事業懇話会」を設
置し、地域振興に供する事業や地域課題を解消する事
業についてご意見をいただきました。総合事務所を中
心に、地域の魅力化や課題解消のために必要な事業に
取組むとともに、住民の皆様の活動を支援し、明るく
元気な地域づくりに取り組んでまいります。
　山陰道（益田～萩間）につきましては、「大井・萩
道路」と「益田・田万川道路」の２区間が令和３年度
に新規事業化され、国において事業が進められており
ます。引き続き早期の全線開通を目指し、全力で取り
組んでまいります。
　また、デジタル技術の活用により、新たな価値を生
み出し、行政・地域社会の仕組みやあり方を変革させ
る DX（デジタル・トランスフォーメーション）では、
行政分野におけるデジタル化や行政手続きのオンライ
ン化などに取り組んでまいります。

○新型コロナウイルス感染症への対応

１．「住んで良し」のまちづくり

２.「訪れて良し」のまちづくり
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　産業を元気にすることは、まちの活力の源にもなり
ます。産業を活性化させることで、まちがにぎわい、
働く場所として魅力あるまちづくりを推進してまいり
ます。ウィズコロナ・アフターコロナの時代において、
消費喚起や需要拡大、販路拡大の促進に向け、事業者
のデジタル化や新たな事業展開、また起業・創業や事
業承継に対する支援を積極的に行ってまいります。そ
して誰もが希望をもって働くことができるよう、これ
からの時代に対応した産業再生・活性化に取り組んで
まいります。
　一次産業におきましては、今年度創設しました全国
的にも先進的な奨励金制度により、事業拡大と雇用の
場の創出支援を強化し、担い手の確保・育成に重点的
に取り組むとともに、新たな産業振興施策により生産
振興、販路拡大、生産基盤整備等の取組みを進めてま
いります。
　農業は、「儲かる農業」を促進するため、農業用機械・
設備等の整備や販路拡大等への支援、地産地消の取組
を推進してまいります。　　　　　
　林業は、森林の適正管理と資源の有効活用に取り組
み、関係事業者との連携を強化し、木材の生産から加

　生まれ育った萩をしっかり学び、ふるさと萩に誇り
をもち、地域とともにある学校教育を推進してまいり
ます。
　また、子どもだけでなく大人も、明治維新の原動力
となった先人が抱いた高い「志」に学び、自らの可能
性を信じ、未来へ向かって挑戦することが出来るよう、
教育、文化、芸術、スポーツなどの各分野において、
生涯にわたって学習できる機会の創出を図り、笑顔と
元気なあいさつがあふれるまちづくりを推進してまい
ります。

　本市の未来を担うのは子どもたちであり、子は宝で
あります。昨年、新生児の誕生を祝福し、これから始
まる子育てを応援する「子育て世帯応援誕生祝金（市
内共通商品券 10 万円）」を創設しました。年々減少
する出生数に歯止めをかけるため、子育てや教育にか
かる経済的負担の軽減を図るための新たな施策に取り
組むとともに、誰もが安心して子どもを産み、育てた
いと思えるまちづくりを推進してまいります。
　また、妊娠期から子育て期の相談体制の充実を図り、
妊娠から子育てまで一貫したきめ細やかな支援を切れ
目なく行い、安心して幅広く子育て支援が受けられる
仕組みづくりを進めてまいります。

　終わりに、新しい年が皆様お一人おひとりにとって、
実り多き素晴らしい一年となりますよう、心からお祈
り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

キャンペーンを展開するとともに、本年、萩・明倫学
舎が開館５周年を迎えることから、記念イベントなど
を通じて萩・明倫学舎の魅力を全国に発信し、誘客促
進に努めてまいります。
　そして、現在、活用に向けて整備を行っている旧明
倫小学校３・４号棟は、４号棟を３月から、３号棟を
９月から供用開始いたします。４号棟には、本市に進
出した IT 企業などの事務所が開設されるほか、コワー
キングスペース、移住・定住相談窓口や萩と関わりた
い人と地域をつなぐ「（仮称）萩暮らし案内所」を開
設いたします。また３号棟には、観光関連団体や市観
光課の事務所を集約し、観光関係の機能強化を図ると
ともに、市民ギャラリーや交流室を設けることとして
おります。供用開始後は、萩・明倫学舎として、市中
心部にある文化財施設としての特色を活かしながら、
観光のみならず産業・ひとづくり・交流に資する施設
となるよう運用してまいります。
　また、JR 西日本から無償譲渡を受け三見駅舎を改
修し、市外からの移住を希望される人が萩暮らしを体
験できる「お試し暮らし住宅」を整備してまいります。

３．「働いて良し」のまちづくり

４．「学んで良し」のまちづくり

５．「育てて良し」のまちづくり

市長新年のあいさつ放送日程

工、販売、そして林業に関係する人材育成事業など、
林業の６次産業化を推進してまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　水産業は、水産資源の保護・回復と環境保全活動の
取組を支援し、魚価の向上と魚の消費拡大を図るため、
萩の魚の PR とブランド化に取り組んでまいります。

萩テレビ、萩市総合情報施設
121ch　１月１日㊏㊗　6:00、9:00、12:00、
　　　　　　　　　　　18:00、21:00、23:00
　　　　　　 ４日㊋　　6:00、15:00、23:00
FM萩　  １月１日㊏㊗　8:00、２日㊐12:00
　　　  　　  ３日㊊　　17:00
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山口県選奨
社会活動功労
横山 賢治 （川上）

　昭和 56 年に萩地区安全運転管
理者協議会理事に就任し、以来
40 年余の長きにわたり、地域の
交通事故防止に尽力。

産業功労
JF江崎フレッシュかあちゃん

（代表：兒玉 カズヱ）
　地域の漁家の所得向上を図るた
め、平成 15 年に結成。地域福祉
や地域活性化、漁業・漁村の振興
発展に大きく貢献。

第 53 回山口県水産加工展　農林水産大臣賞
　山口県水産加工展は、県内水産加工品の品質・
技術の向上を図り、広く山口県の水産加工品を
紹介することを目的に開催されています。
　農林水産大臣賞を受賞した製品は、翌年の「全
国農林水産祭」において、天皇杯の選賞審査対
象となります。

第 68 回秩父宮妃賜杯
全日本バレボール大学女子選手権大会

（11月29日～12月5日　東京都）

天 皇・ 皇 后 杯 2022 年
全日本卓球選手権大会

（１月24日～30日　東京都）

〔シングルス〕

谷口 依
え り か

里花
（萩光塩学院　２年）

皇后杯第 40 回全国都道府県対抗
女子駅伝競走大会

（１月16日　京都府）

文部科学大臣杯争奪
第 40 回日本学生ゴルフ王座決定戦

（11月30日～12月３日　広島県）

藤田 友
ゆ り え

里恵
（OHaGi）

至誠館大学バレーボール部

井上 俊
と し き

樹 吉本 翔
しょうた

雄 片岡 佳
か お

央
（至誠館大学ゴルフ部）

（４年） （３年） （１年）

㈱村田蒲鉾店
■受賞者

「むらてん bits10 種セット」
■製品名

受賞おめでとうございます

全国大会出場おめでとうございます

第３位第３位
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方面団 ところ
上段：観閲・行進/下段：一斉放水

開始
時刻

中央 玉江河川公園 10：30同上

川上 川上学校水泳プール前 10：30川上学校水泳プール

田万川
道の駅「ゆとりパークたまがわ」
屋外ステージ 11：15
道の駅横田万川河川敷左岸

むつみ B&G海洋センター 11：00宇立ため池

須佐 須佐総合事務所前 10：45中止

旭（明木） 旭総合事務所前 11：00明木橋下手

旭（佐々並） 旭活性化センター 11：15佐々並橋下手

福栄 紫福山村広場 11：00JA山口県阿中支所前
※島しょ部については各島で実施

○式典
１月９日㊐　9:00 ～
市民館大ホール

◎当日、萩・田万川・福栄地域および消防団器庫の
非常サイレンを午前 7 時から１分間鳴らしますが、
火災とお間違えないようご注意ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般の
方の入場はできませんのでご注意ください。

消防本部　☎ 25-2772

○各方面団観閲式・分列行進・一斉放水等

　消防職団員の士気高揚と火災予防思想の普及啓蒙
を目的として萩市消防出初式を開催します。災害の
一線で活躍する消防車両の分列行進や迫力ある一斉
放水をぜひご観覧ください。

　市では、平成 27 年から、英国
との交流事業をはじめとする国際
交流事業を通じ、市民の異文化に
対する関心を高め、外国人とのコ
ミュニケーションや国際感覚を養
うとともに、外国人の視点を活用
した各行政分野の取組を行うた
め、国際交流員（CIR）を配置し
ています。

　この度、ハナ・ギーチさんが萩市で３人目とな
る国際交流員として着任しました。
　ハナさんはイギリスの出身でオーストラリアの
エディス・コーワン大学を卒業されました。在学
中に日本留学を経験され、日本語も堪能です。
　これまで様々な国に住んだ経験から、それぞれ
の国の文化を理解し共有することの重要性に気付
き国際交流員となられました。
　着任式では、多くの方にイギリスやオーストラ
リアの文化を知っていただき、萩市の魅力を世界
中の方へ伝えたいと抱負を述べられました。ハナ・ギーチさん

国際交流員（CIR）が着任

一日市長室でいただいたご意見

萩市消防出初式

【11/2 ㊋　三見出張所】○ぐるっとバスが運行していますが、地域外に出れるようになりませんか。　○高齢者
が集まる場所がないので空き家などを活用できないか検討してほしい。　○一部の地区で携帯電話の入りが悪いの
で改善してほしい。　○飯井川の葦

よし
が繁殖して土砂が堆積しているので浚渫をしてほしい。

【11/4 ㊍　大井出張所】○地域が実施するふるさとまつりに助成をしてほしい。　○大井に山陰道の IC ができる
ので、道の駅を整備して活性化させてほしい。　○空き家の所有者に空き家バンク制度をもっと PR してほしい。　
○テトラポットにたくさんのゴミが滞留しているので、対策を検討してほしい。

【11/17 ㊌　佐々並支所】○世代間交流施設の木工機械を修理してほしい。　○旭地域の屋外拡声器の数を減らさ
ないでほしい。　○大学と行政が連携し、まちづくりを進めてはどうか。　○佐々並中学校跡地に遊具などを設置
して住民が憩える場にしてほしい。

　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」を支所、出張所等で開設しました。

※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。
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12 月萩市議会で決まった補正予算概要

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援するため、高校生まで
の子どもがいる世帯に給付金を支給します。

（5 億 349 万 9 千円）

【申請不要】※12月27日㊊に支給済み
令和３年９月分（９月生まれの児童含む）の児童手当（※特例給付を除く）の支給を受けている方

（公務員の方は申請が必要）
※特例給付とは、所得制限により児童1人につき月額5,000円の支給を受けている方

【申請必要】
①９月30日時点で高校生等（平成15年４月２日～平成18年４月１日生まれ）の児童を養育してい
る方（保護者の所得が児童手当（特例給付を除く）の支給対象となる金額と同等未満の場合）
※中学生以下の児童も養育している児童手当受給者は、12月27日に支給済み
②令和３年９月分（９月生まれの児童含む）の児童手当（特例給付を除く）の支給を受けている公務
員の方
③令和３年10月以降、令和４年３月31日までに生まれた新生児の児童手当（特例給付を除く）の
支給を受ける方

新規

対象者 平成 15 年４月２日から令和４年３月 31 日までの間に生まれた児童

支給対象者

１月４日㊋～２月 28 日㊊（新生児はこの限りではありませんが、速やかに申請してください。）

支給額 児童１人あたり 10 万円

受付期間

・①および②の場合は、令和３年９月 30 日時点で児童の保護者が居住する市町村
・③の場合は、児童手当が認定された時点で保護者が居住する市町村

申請後随時支給

子育て支援課子育て支援係　☎ 25-3536

申請先

支給予定日

問い合わせ

（30 万円）

　季節ごとの労働需要に応じて、複数の事業者に労働者（マルチワーカー）の派遣を行う「特定地域づくり
事業協同組合」の設立を支援します。

募集（予定） ①組合員　②マルチワーカー（派遣職員＜正職員＞）　③事務局職員
　来年度の事業開始にむけて、今後、この組合に出資いただける組合員（法人・個人事業者）、
組合が雇用するマルチワーカー（派遣職員）、事務局職員を募集します。
詳細は決まり次第、広報はぎ、市 HP 等でお知らせします。

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

特定地域づくり事業協同組合設立支援事業新規

農政課　☎ 25-4192問い合わせ

詳細はこちら⇒

詳細はこちら⇒
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コミュニティ助成事業
（480 万円）

　（一財）自治総合センターの助成事業に、市内
３団体が事業採択を受けたことから、必要な経費
を補正します。

見島地区光ファイバー整備事業
（5,052 万 4 千円）

　情報通信基盤の地域格差の解消を図るため、見
島地区において NTT 西日本が実施する光ファイ
バーおよび関連設備の整備に対し補助します。

移住促進対策事業
（350 万円）

　空き家情報バンク制度を利用して空き家を購入
または、賃借した UJI ターン者が空き家を改修
する経費を補正します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業
（1 億 3,524 万 2 千円）

　新型コロナウイルスワクチンの接種について、
国から追加接種の方針が示されたことから、接種
に係る費用を補正します。

川上地域食材供給施設整備事業

　休業中の川上地域食材供給施設の経営者が決
まったことから、来年春の営業再開に向けて、施
設の補修および調理機材を購入します。

（380 万 4 千円）

観光案内所整備事業
（119 万 2 千円）

　観光の起点である「萩・明倫学舎」での観光情
報の発信や市内周遊など、観光客の利便性の向上
を図るため、萩・明倫学舎バス停付近にバス待合
所を兼ねた観光案内所を整備します。

避難所公衆無線 LAN
　　　　　　　　環境整備事業

　災害時における避難者の通信手段等を確保す
るため、主要な避難所となる施設に、公衆無線
LAN（Wi-Fi）設備を整備します。

（1,288 万 9 千円）

災害復旧事業

　昨年８月から９月にかけての豪雨により、被災
した農地や農業用施設、林道、市道、河川および
公園施設を復旧します。

（1 億 3,895 万 6 千円）

中核病院形成推進事業
（1,790万8千円）

　萩市民病院と都志見病院の統合による中核病院
づくりに向けて、具体的に検討を行うために必要
な事業譲渡資産等の調査に係る経費を補正しま
す。

新規

新規

新規

新規
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新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）

接種時期と対象者
　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

使用するワクチン
　ファイザー社製ワクチンまたは武田／モデルナ社ワ
クチン

接種方法
１．市が発送した接種券等一式（接種券一体型予診票、予防接種済証）を受け取る
お届け時期：２回目接種終了日から８カ月が経過する日の１週間前ごろにお届けします。２回目接種日に応じ、
　　　　　　届く時期が異なります。※接種券等一式は、ご自分の接種時まで大切に保管してください。

２．個別接種または集団接種のどちらかを予約　※詳細についてのご案内文書は接種券等一式と一緒に送ります。

３．希望する会場で接種　接種回数は１回
■持参物　①接種券等一式、②本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）、③健康保険
証（万一、副反応があった場合のため）、④お薬手帳（お持ちの方のみ）

市民の皆様へお願い
　病気や体質、障がいなど様々な事情により、ワクチン接種やマスク着用が困難な方もいらっしゃいます。
こうした方々への誹謗中傷や差別は絶対にしないようお願いします。

個別接種（月～土曜日） 集団接種（原則土曜・日曜日）
実施場所 市内医療機関 市内公共施設等
予約方法 直接医療機関へ申込 コールセンター、ウェブ、アプリで申込

日本国内向け　公的な接種証明書
・ワクチンパスポート
・予防接種済証
・接種記録書

　ワクチンパスポートは、海外渡航向けの公的な接種証明書とし
て活用されていますが、新たに国内でも公的な接種証明書として
活用できるようになりました。必要とされる場合、次により申請
をしてください。

窓口申請 市役所本庁（総合福祉センター３階）、総合事務所・支所、出張所にて受付

郵送での申請 下記送付先へ郵送

〒 758-8555　
萩市大字江向５１０番地
萩市予防・ワクチン接種班

ワクチンパスポートについて

※ 12 月 16 日時点の情報であり、変更になる場合があります。

◎ワクチン接種の実施期間が９月 30 日まで延長されました
　１、２回目のワクチン接種を今後希望される方や、市からクーポン券（接種券）が届いた 12 歳になる方の
ワクチン接種の新規予約は、下記に電話またはメールでお申し込みください。
萩市予防・ワクチン接種班　☎ 21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）　メール :hagi-reserve@city.hagi.lg.jp

日本国内向け

必要
書類

・所定の申請書
・住所が確認できる書類（運転免許証等）の写し
・84円切手を貼った返信用封筒（定形サイズ）
・（代理人の場合）所定の委任状



広報はぎ 令和４年１月号 9

電子申請
日本政府が公式に提供するアプリから電子申請。
※申請方法の詳細は、デジタル庁 HP でご確認ください。
※電子申請の場合、ワクチンパスポートはスマートフォンへの電子データでの発行となります。

萩市のワクチン接種やワクチンパスポートに関するお問い合わせ
■萩市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　　　　
　☎ 21-5925　平日　8:30 ～ 17:15　場所：総合福祉センター３階

期 間 12月30日㊍～1月3日㊊ 1月4日㊋～2月28日㊊
窓 口 萩市受診相談窓口 健康増進課

受 付 時 間 9:00～15:00 平日　9:00～17:00

電 話 番 号 ☎090-3636-0768 ☎0838-26-0500

発熱などの症状がある方や不安な方は、下記相談窓口へご相談ください。

山口県全域：年末年始特別相談窓口　12 月 29 日㊌～１月３日㊊（24 時間対応）
〇受診・相談センター（#7700）
　　※ IP 電話など #7700 を利用できない場合は　☎ 083-902-2510

萩市・阿武町：年末年始特別相談窓口
〇萩・阿武健康ダイヤル 24　☎ 0120-506-322（24 時間対応）
〇萩市発熱者相談ダイヤル　☎ 090-3636-0737（12 月 30 日㊍～１月３日㊊　9:00 ～ 21:00）

地域医療推進課　☎ 25-2182

2 月 28 日㊊まで、県が行う PCR 検査が無料で受けられます。

検査対象 県内に住所を有し、県外行動歴があるなど、感染に関して不安を覚える無症状の方
※この検査は、飲食やイベント等の行動制限の緩和を可能とする「ワクチン・検査パッケー
ジ」の検査とは異なるため、「陰性証明」の発行はいたしません。

受付窓口 〇県の受付窓口　PCR 受付窓口　☎ 083-920-5670
　　　　　　　　月～土曜日（祝日除く、年末年始 12 月 29 日㊌～１月３日㊊含む）
　　　　　　　　10:00 ～ 17:00

〇萩市の相談窓口

検査方法 ①申込み　② PCR 検査キットが自宅に届く　③だ液を自分でとる　
④検査機関に郵送　⑤検査機関から結果を連絡
※複数回受検可能（ただし、間隔は２週間以上）

問い合わせ 健康増進課　☎ 26-0500

問い合わせ

山口県が無料で行う集中 PCR 検査

年末年始の相談窓口

デジタル庁 HP
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奨学金名 守永洋子・石川幸子大学等奨学金（給付）

対象者 山口県立
萩看護学生 萩准看護学院生 介護福祉士学生 山口県立農業

大学校生

募集人数 3人 4人 ２人 ５人

給付年額 30万円 30万円
福祉系高校

15万円 30万円養成施設
30万円

給付条件

■免許取得後、市内に住所を定め、市内医
療機関に引き続き３年以上勤務すること
等

■免許取得後、市内に住所を
定め、市内福祉サービス事業
所に引き続き３年以上勤務す
ること等

　卒業後、市内に住所
　を定め、引き続き３
　年以上就農すること
　 農政課　
　　☎25-4192※「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」（子育て支援課が担当）の受給

者は対象外。

萩市奨学金制度
募集期間 １月 12 日㊌～２月 14 日㊊

　市では、次代を担う人材の育成やふるさと萩における人材確保に資するため、また、経済的な理由
により、進学や資格取得を諦めることがないよう、給付型の奨学金制度を設けています。
　令和３年は、64 件の新規申請に対して、47 人に奨学金を給付しました。

対象者
■４月に高等学校・大学等に進学予定で、新規に申請される方
■高等学校・大学等に在学中で新規に申請される方
※現在受給中の方の継続申請については、４月に募集します。

（注）萩高校奈古分校、大津緑洋高校海洋技術科・海洋科学科を含む。

奨学金名
高等学校

進学奨学金
（給付）

至誠館大学
進学奨学金
（給付）

守永洋子・石川幸子
大学等奨学金

（給付）

三輪休和・壽雪
芸術文化奨学金

（給付）

大谷重友
大学進学奨学金

（給付）

対象者

市内高校限定 至誠館大学生 至誠館大学以外の
学生

芸術大学・音楽大学
等の学生

大学生
（入学時限定）

保護者が市内に住所を有していること
保護者が市内に引き続き5年以上住所を有していること
※市内高校（注）出身者を優先市内に住所を有し、

市内高校（注）へ通
学すること

　萩市の他の奨学金の給付を受けていないこと

募集人数 14人 10人 ８人 ２人 ３人

給付年額
全日制
12万円 30万円 30万円 15万円 30万円定時制・通信制
９万円

企画政策課　☎ 25-3102
　　各総合事務所地域振興部門
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提出書類（申請時）

■高校進学のため島外に通学・居住する高校生への修学支援補助金もあります。　 地域づくり推進課　☎25-3356

①奨学金給付申請書
②生計を一つにするすべての方の住民票
　または住民票記載事項証明書の写し

③生計を一つにするすべての方の所得証明書
　（令和２年中）、令和３年中の収入が分かる書類
　※中学生以下の提出は不要。

進学予定の方 進学予定学校の合格通知
在学中の方 進級後（４月以降）の在学証明書

提出書類（申請後）

支給方法・時期
■進学予定の方
　進学にかかる経済的負担を考慮し、３月（進学予定
学校の合格通知提出後）に支給します。
■在学中の方
　進級後の在学証明書提出後の４月に支給予定

その他
■保証人が１人必要です（保護者可）。
■ご家族の経済状況等を勘案し、給付を決定します。

奨学金の併給

　萩市奨学金については、他の奨学金（日本学生支援
機構の奨学金等）との併給ができるようになりまし
た！
○メリット１　経済的負担が軽減されます
　萩市以外の奨学金と併給が可能になったことによ
り、経済的負担を軽減することができます。

○メリット２　申請しやすくなりました
　萩市以外の奨学金と併給が可能になったことによ
り、申請時に「萩市奨学金に申請したいけれど、もう
ひとつ申請したい奨学金がある。どっちを申請したら
よいの？」と悩む必要がなくなりました。

　もちろん、奨学金によっては併給を禁じているもの
もあるため、申請前に確認は必要ですが、萩市奨学金
に関しては、併給を原因として申請するかどうか迷う
必要はなくなりました。
※萩市奨学金同士を同年度に併給することはできませ
ん。

　令和２年 10 月に実施した国勢調査の確定値
が、令和３年 11 月 30 日に公表されました。
　萩市の人口は 4 万 4,626 人で、前回 ( 平成
27 年 ) に比べ 4,934 人 (10.0％ ) の減少、世
帯数は 2 万 432 世帯で、1,188 世帯 (5.5％ )
の減少となりました。
　市内全地域で人口・世帯数ともに減少してお
り、特に人口減少率は、福栄地域が 18.0％で
最も高く、次いでむつみ地域が 16.5％となっ
ています。
　男女別の人口では、男性が 2 万 610 人、女
性が 2 万 4,016 人となっており、女性の方が
3,406 人多くなっています。

　また、山口県の人口は 134 万 2,059 人で、前
回に比べ 6 万 2,670 人 (4.5％ ) の減少、世帯数
は 59 万 8,824 世帯で、10 世帯 (0.002％ ) の
減少でした。

区　分
令　和　２　年

世　帯 人　　　口
総　数 男 女

萩市全体 20,432 44,626 20,610 24,016
萩 16,118 35,131 16,211 18,920

川　上 371 759 371 388
田万川 1,074 2,383 1,099 1,284
むつみ 566 1,241 590 651
須　佐 1,048 2,232 1,037 1,195

旭 595 1,382 638 744
福　栄 660 1,498 664 834

令和２年
　　国勢調査確定数値

企画政策課　☎ 25-3431

詳細はこちらから⇒

　申請方法や提出書類等の詳細については、企画政策課または各総合事務所、支所・出張所
に備え付けの「萩市奨学生のしおり」でご確認ください。（※市 HP にも掲載しています。）
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これまでの協議会
資料はこちら▶

　中核病院協議会からの報告を受け、市内部での検討や関係機関との調整を進めた結果、将来にわたり市民
が安心して暮らせる医療を提供できるよう、市の方針として、「萩市民病院と都志見病院の統合による中核
病院づくりに向けて検討を進めていく」ことを決定しました。
　今後、両病院間での具体的な協議とあわせて、医師会などの関係機関と連携しながら検討を進め、中核病
院づくりに向けて取り組んでいきます。

萩市民病院と都志見病院の統合による
中核病院づくりに向けて検討を進めます

～市民の皆様の協力が必要です～

中核病院づくりに関するＱ＆Ａ
【Ｑ】今回の方針決定で、２病院の統合が決まったのですか？
【Ａ】今回の方針決定は、中核病院づくりについてゼロベースで検討した結果、「２病院統合による中核病院
　　づくりに向けて検討を進める」というものであり、「統合そのものを決定した」ものではありません。 
　　「統合の決定」に至るには、さまざまな取り決めや条件面での合意等を行う必要があります。

【Ｑ】中核病院ができれば萩医療圏の救急医療は維持できますか？
【Ａ】医師の高齢化をはじめ医療人材の不足が課題となっている萩医療圏において、２つの病院を統合する 
　　 ことにより、医療人材を集約し効率的な体制を整え、中核病院を中心とした萩医療圏の救急医療体制 
　　 の構築を目指します。

大学病院などかかりつけ医など

萩市民病院

経営統合後、なるべく早く施設を１カ所に集約

都志見病院

医療資源（医療従事者等）の集約
中核病院

二次救急医療
提供体制を維持

専門的な
治療や診断

紹介・連携

症状の安定 症状の安定

高度な医療

萩医療圏が目指す２病院統合による中核病院のイメージ

指導する医師や、症例数
の集約により若手医師の
研修環境が充実し、医師
確保対策が強化

紹介・連携

中核病院形成推進室　☎ 21-3120

　救急医療は、行政が中心となって医師会をはじめとした医療関係者の協力を得ながら、地域の救急
医療体制を守る仕組みづくりに取り組みますが、医療を受ける側の市民の皆様の協力も欠かせません。
次のような、地域全体で萩の医療を守る取組が必要です。
＜市民の皆様にお願いしたいこと＞

【医療機関等の負担軽減】〇診療時間内の受診　〇救急車の適切な利用　など
【地域ぐるみの医師確保】〇大学等からの派遣医師を地域で温かく迎え、定住してもらう　など
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新たな企業立地促進奨励金制度を創設！
― 雇用の拡大と産業振興を促進 ―

　企業の立地を促進し、雇用機会の創出・拡大と産業の振興を目的として、
新規雇用を伴う工場等の新設・増設・改修、設備投資を行う事業者に奨励金 

○対象要件
　・固定資産投資額が１億円以上　　　　　　　　　　　　 

■雇用奨励金

企業誘致推進課
　☎ 25-3811

　平成30年6月に市民と行政が一体となって進めるまち 
づくりの指針として「萩市基本ビジョン」を策定しました。

■工場等建設促進奨励金

※萩市と立地に関する協定を締結する事業者に限ります。

日本標準産業分類 対象となる業種
①製造業 製造業

②情報通信業 情報サービス業、インターネット付属サービス業、
映像・音声・文字情報制作業

③運輸業・郵便業 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業
④卸売業・小売業 卸売業
⑤学術研究、専門・技術サービス業 学術・開発研究機関、デザイン業、広告業
⑥宿泊業、飲食サービス業 旅館・ホテル
⑦その他、市の産業構造の高度化、多角化等に寄与すると市長が特に認める業種

○対象事業　工場等の事業所の新設、増設、事業拡大を伴う改築
○対象事業者（日本標準産業分類による）

〇対象要件　工場等建設促進奨励金の対象事業者
〇奨励金額　新規雇用従業員（対象：市内居住者、雇用期間１年以上）
　　　　　　・正社員　　　50 万円 / 人　　・同一人につき１回限り
　　　　　　・正社員以外　10 万円 / 人　　・限度額　5,000 万円　　　　　　　　　　　　

①対象業種を製造業以外にも拡充
②新設、増設に加え改築も対象
③市内中小企業等を対象とした 
　奨励金額の拡充
④対象要件の緩和
⑤雇用奨励金額の拡充

新制度のポイント

を交付します。これまで、製造業（工場）の新設・増設の場合に限られてい
た制度を見直し、対象業種の拡充や対象要件の緩和、奨励金の増額など、 
市内の中小企業者に対して手厚い支援を行います。

　このたび、新型コロナウイルス感染症の発生や DX
の推進など、大きな社会情勢等の変化に対応するため、 

※提出された意見および意見に対する市の考え方は、市HP で公表します。

萩市基本ビジョン改定版（案）
パブリックコメントの募集

「萩市基本ビジョン改定版（案）」（平成 30 年度～令和
９年度）を作成しました。

■募集期間　１月18 日㊋まで
■閲覧場所　市役所本庁市政情報コーナー、企画政策課、
　各総合事務所地域振興部門、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
　意見等提出用紙（市HP からもダウンロード可）を郵送、
　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

※ただし、中小企業者等にあっては 5,000 万円以上、
　市内中小企業者等にあっては 3,000 万円以上

・ 新規雇用従業員３人以上（雇用期間１年以上）
・市税等を完納していること

○対象経費　設置した工場等の用に供する建物およびその附属設備ならびに機械および装置
○奨励金額　新設・増設　固定資産投資額の５％　　　　上限額　　１億円
　　　　　　改築　　　　固定資産投資額の５％の 2/3　上限額　5,000 万円

※ただし、市内中小企業者等にあっては 10％（改築の場合は 10% の 2/3）

詳しくは
こちら▶
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〒 758-8555　萩市人事課
　　☎ 25-1239

萩市会計年度任用職員希望者登録
募集

登録受付期間 １月 14日㊎まで
名簿登録期間 ４月１日～令和５年３月 31 日

●名簿への登録により、雇用が約束されるものではあり
　ません。書類選考・面接を実施し、採用を決定します。
●名簿登録順に採用するものではありません。成績上位
　の人から順に採用を行います。
●業務の必要に応じて採用を行うため、採用時期・任用
　期間等は異なる場合があります。
●地方公務員法の規定に基づき、採用後１カ月間は条件
　付き採用期間とします。採用後１カ月を良好な成績で
　勤務した場合、正式採用となります。

市税等の滞納がない方
（滞納がある場合は、３カ月以内の完納が見込める方）

応募資格

注意事項応募方法
　１月 14 日㊎までに、下記の提出書類を人事課へ郵
送（必着）または持参。郵送の場合は、封筒に「会計
年度任用職員名簿登録申込」と朱書きしてください。

会計年度任用職員採用候補者名簿の登録者を募集します。
この名簿の登録者の中から、選考のうえ採用者を決定します。

令和４年度

勤務場所 本庁・各総合事務所、支所・出張所、各小・中学校、保育園　等

勤務時間 〔基本〕8:30 から 17:15 のうち、７時間以内　
※職種や勤務場所により異なります。

任用期間

４月１日から令和５年３月 31 日のうち、必要な期間
※職種により異なります。
※採用から１カ月間は条件付き採用期間です。
※勤務成績が良好な場合、翌年度も採用を行うことがあります。ただし、当該年度の
　市の予算成立後に決定するものであり、あらかじめ約束するものではありません。

業務内容 一般事務補助、バス運転手、施設清掃作業員　等
※詳細は募集案内をご覧ください。

給与・報酬 職種により異なるため、詳細は募集案内をご覧ください。

諸手当 給与関係の条例・規則等の定めにより、対象者には通勤手当・期末手当等を支給

休日 〔原則〕土・日曜日、祝日、年末年始　等
※職種により異なります。業務内容によっては出勤日になる場合もあります。

社会保険等 勤務条件により健康保険、厚生年金保険、雇用保険を適用

勤務条件

①市販の履歴書（写真貼付）
　※希望する職種を必ず記入してください。
②同意書（人事課備え付け、または市 HP からダウン
　ロード可）
③資格・免許の写し（資格等が必要な職種のみ）

提出書類

◀募集案内・同意書は
　こちらから

人事課、各総合事務所、支所・出張所
※市 HP からもダウンロードできます。

「募集案内」設置場所
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◆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
簿登録証明書およ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２月２日㊌
までに萩市選挙管理委員会へ請求してください。

　投票は決められた投票所で行うことになっていま
す。郵送された「投票所入場券」で自分の投票所をご確
認ください。また、１月11 日以降に市内で転居届を提
出された方は、前住所地の投票所で投票してください。

■投票所の確認を

山口県知事選挙および山口県議会
萩市・阿武町選挙区議員補欠選挙
■投票時間

■投票できる方

■投票の方法

■不在者投票

投票所 場　所 期　間 時　間

萩市役所 萩市役所
玄関ロビー

１月21日㊎
～２月5日㊏
※ただし、県議
補選は１月29
日㊏からです。

8:30～20:00

三　見 三見出張所 １月31日㊊
～２月５日㊏

8:30～17:00

大　井 大井出張所 8:30～17:00

大　島 大島公民館
１月31日㊊
～２月３日㊍ 8:30～16:30

２月４日㊎ 8:30～12:00

見　島 見島ふれあい交
流センター

１月31日㊊
～２月３日㊍ 8:30～17:00

２月４日㊎ 8:30～12:00

越ヶ浜 越ケ浜介護
予防センター

２月３日㊍
　　～５日㊏ 9:00～17:00

川　上 川上総合事務所

１月31日㊊
～２月５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

◆期日前投票の場所・期間等

２月６日㊐が投票日です
(大島・相島・見島投票区は２月５日㊏)

平成 16 年２月７日以前に生まれた方
◦萩市に、令和３年 10 月 27 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
◦萩市より県内市町へ転出され転出予定日から 4 カ
月が経過しておらず、引き続き県内に居住されている
方で、現在地の選挙人名簿に登録されていない方は、
引き続き県内に居住していることの確認申請、または

「居住証明書」を持って萩市で投票することになりま
す。（確認申請の場合、確認に時間を要します。）ただし、
萩市で選挙人名簿に登録されていることが必要です。
※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。

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

　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。

■開票
  20 時 30 分から萩ウエルネスパーク萩武道館で開票

選挙管理委員会　☎25-2912
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投票日 地域 場　　所 時間

２月３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

２月４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※ 10:40～11:30
三見飯井公民館駐
車場　　　　　※ 13:00～14:00

三見市仁王会館 15:00～16:00

２月５日㊏

川上

江舟集会所 9:30～10:00
野戸呂構造改善セ
ンター 11:00～11:30

笹尾集会所 13:30～14:00
立野集会所 15:30～16:30

田万川

田万川農村婦人の家 9:00～10:00
下小川ふれあいセ
ンター 11:00～12:00

江崎ふるさとセン
ター 14:00～17:00

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 11:00～12:30
鈴野川農林漁業者等
健康増進施設 14:00～15:00

旭
矢代公民館 9:30～10:30
長高公民館 12:30～13:30
舞谷公民館 15:00～16:00

福栄

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

◆短時間（巡回式・移動）
期日前投票所の場所・期間等

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 萩西中学校音楽室 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 椿西小学校屋内運動場
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 大島公民館大会議室 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

◆あなたの投票所

※は移動期日前投票所（短時間期日前投票所は、雪等により悪天候の場合は開設できない場合があります。）

◆新型コロナウイルス感染症対策　鉛筆、シャープペンシルを持参し、投票用紙に記入することができます。
　ただし、ボールペンはインクがにじむことがありますので推奨できません。
◆投票所へお越しの皆様へのお願い　投票所では可能な限りマスクを着用し、周りの方と距離を保つようにお願いします。



健康増進課　☎26-0500

１月 保健ガイド セ…センター　※…要予約
◉萩地域
4・25日㊋ こころの相談日（要予約）/萩市保健セ/10:00～
6日㊍  大井グッドヘルス/大井公民館/13:30～
12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 ～
城東タマちゃん体操 /城東会館 /13:30 ～

13・20日㊍ こころの相談日（要予約）/萩市保健セ/13:30～
14・28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㊎ 健康・栄養相談/総合福祉セ/10:30～

三見ソナタ/三見公民館/13:30～
17日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
20日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
21日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家/

13:30～
25日㊋ 江向体操教室/江向1区公会堂/13:30～
◉須佐・田万川地域
6日㊍ エアロビクス教室/小川交流セ/10:00～
7日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～

11日㊋  萩市健康体操教室/田万川コミュニティセ/10:00～
12日㊌  弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～
13日㊍ みんなの健康運動教室/須佐保健セ/13:30～
17日㊊ 平山台体操/田万川農村婦人の家/11:00～
18日㊋ すくすく相談会/須佐保健セ/10:00～
20日㊍ エアロビクス教室/田万川コミュニティセ/

10:00～
25日㊋  新・健康ちょ筋教室/田万川コミュニティセ/9:30～ 
◉川上・旭地域 
11日㊋  減るしー教室（食事編）/川上保健セ/9:30～
20日㊍ 乳幼児相談(要予約)/旭マルチメディアセ/

10:00～
25日㊋ あさひ減るしー教室（食事編）/旭活性化セ/

9:30～
◉むつみ･福栄地域
5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～
6日㊍ 乳幼児相談(要予約)/ふくえ～る/10:00～
13日㊍ むつみ福栄健康づくり教室（栄養編）/

ふくえ～る/9:30～

令和3年度 萩市民秋季バレーボール大会

優勝 つばき 準優勝 玉江浦

萩市民の歌「萩のよろこび」 作詞  岡  輝明 　作曲  津室ひとみ 

令和３年 12月１日から、川上・須佐・福栄地域、大井地区の防災行政無
線の朝と昼の時報は、萩市民の歌「萩のよろこび」へ変更しました。お知らせ

←音声は
こちらで

広報はぎ 令和４年１月号 17



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　
PC本、ゴルフクラブセット、本棚、
ステレオセット、家具調こたつ、
道行コート、大人用の着物のつむぎ、
レースのテーブルかけ、風鎮、水色
のカーテン、子ども用運動靴、ス
キーウェア、バイク各種、DVD各
種、ジーパン、ステアリングホイー
ル、インスタントカメラ、スチーム
クリーナー、電動マッサージチェア、
フットマッサージ機、スキー板、石
油ストーブ、灯油缶、ボードゲーム、
パソコンラック

■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。

◎リサイクル講座
２月５日㊏・6日㊐
　10:00 ～ 15:00
着物からチュニックを作る
15人　 500円（材料費別）

■受付　1月 7日㊎～ 17日㊊
　16:00 まで
※応募多数の場合は、1月 18日㊋
　10:00 から公開抽選。

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

※参加する方は事前に連絡をしてく
ださい。
◎雑貨の販売
１月９日㊐～23日㊐

　16:30 まで
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
１月９日㊐～16日㊐ 

　12:00 まで
■抽選日  １月 16日㊐　13:00 ～
※エコプラザ・萩は、
HPで最新情報を掲載
しています。

償却資産の申告をお忘れなく
　固定資産税に係る償却資産の申告
書を送付していますので、必ず期限
内に提出してください。
　1月 1 日現在の事業用償却資産
の状況が前年中と変わらない場合や
廃業等した場合にも、その旨を申告
書に記入して提出してください。
　また、令和３年中に新規に事業を
開始した方など、新たに申告が必要
な方で申告書が届いていない場合
は、ご連絡ください。
１月31日㊊
課税課　☎ 25-3485

大学入学共通テスト 臨時バス
　至誠館大学試験場への自動車・バ
イク等での乗り入れ、送迎での会場
入口付近の駐停車は全面禁止です。
　JR（臨時便含む）および臨時路
線バスをご利用ください。時刻表は、
至誠館大学HPをご確認ください。
1月 15日㊏、16日㊐

■運賃（片道）

玉江駅前（530 円）、天樹院入口
（460円）、東萩駅（290円）
至誠館大学
　☎ 24-4012

20歳になったら国民年金
　20歳になったらどなたも公的年
金に加入しなければなりません。
　公的年金のうち、厚生年金や共済
組合等に加入していない方は、国民
年金に加入（手続き不要）すること
になります。
◎未納のままにしておくと
　20歳になってから概ね２週間以
内に、「国民年金保険料」の納付書
が送付されます。保険料を未納のま
まにしておくと将来受給する年金額
が減るだけでなく、障害年金や遺族
年金が受給できなくなります。
◎保険料の納付が困難な場合
　申請により保険料の納付が猶予・
免除となる制度があります。
　また、学生の方にも猶予制度があ
ります。
▽学生納付特例制度

　将来年金を受け取ることができな
くなることを防止するため、本人の
申請により保険料の納付が猶予され
る制度です。
　猶予・免除を希望される方は、市
または萩年金事務所へ申請してくだ
さい。また、年金手帳は大切に保管
をしてください。
市民課　☎ 25-3239
　萩年金事務所
　☎ 24-2158

マイナンバーカードの申請・受取
　申請をはじめとするマイナンバー
カードに関する手続きとして、臨時
窓口を開設します。
■臨時窓口開設日　1月 23 日㊐、
2月 27日㊐　9:00 ～ 12:00
電話で事前予約
【申請】本人確認書類（運転免許

証など）、写真（当日無料撮影）
【受取】届いたハガキ、本人確認書
類（運転免許証など）、通知カード、
住民基本台帳カード（持っている方
のみ）
市民課　☎ 25-3493

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



令和3年分 保険料納付額証明
書の発行
　確定申告などに必要な保険料の納
付額証明書について、普通徴収分と
非課税年金（障害年金等）から天引
きされた特別徴収分の納付額証明書
（国民健康保険料・介護保険料・後
期高齢者医療保険料）を令和 4年
１月下旬に発送します。ただし年末
調整で事前に必要な方は、ご連絡く
ださい。
※課税年金（老齢年金等）から天引
きされた特別徴収分は、１月中に年
金保険者（日本年金機構等）が送付
する源泉徴収票に記載されます。
収納課　☎ 25-3575

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。
　詳しい内容は JR 西日本までお問
合せ、またはHP等で確認してくだ
さい。
■運休日等

○区間　益田～東萩駅
○運休日　1月 11日㊋～ 14日㊎
○運休時間帯　概ね 8:30 以降から
16:30 まで
西日本旅客鉄道株式会社お客様セ
ンター　☎0570-00-2486

萩・明倫学舎全館と旧萩藩校明
倫館有備館の休館
　施設の保守点検のため、下記の期
間休館します。
２月１日㊋・２日㊌
萩・明倫学舎　☎ 21-2018　

萩海上保安署から
〇１月 18日は、「118番の日」
　118 番は海上保安庁の緊急用
電話番号です。海の事件・事故は
118番へ通報してください。
〇ライフジャケット着用強化キャン
ペーン実施中
　２月１日㊋から小型船舶乗船者の
ライフジャケットの着用義務に違反
した場合、船長に違反点数が付与さ
れます。
萩海上保安署　☎ 22-4999

訂正とお詫び
　広報はぎ 10月号、P11「がんば
ろう萩！中小企業等緊急サポート給
付金」の申請期限に誤りがありまし
たので、お詫びして訂正します。
○緊急サポート給付金（第２期・拡充）
■申請期限　令和４年2月 28日㊊

資金の種類 貸付対象・資金内容 貸付限度額 利率

事業開始資金 事業の開始に必要な設備費、機械・材料
等の購入費 3,030,000円 ※１

事業継続資金 現在営んでいる事業の継続に必要な商
品等の購入等運転資金 1,520,000円 ※１

修学資金 高等学校・大学・大学院・短大・高等専門
学校・専修学校での修学に必要な経費

月額27,000円
～183,000円 無利子

技能習得資金 自ら事業を開始、または就職するために
必要な授業料･材料費等 月額68,000円 ※１

修業資金 事業の開始、または就職するために必要
な知識技能習得の経費 月額68,000円 無利子

就職支度資金 就職に必要な経費 100,000円 ※ 2

医療介護資金 医療・介護を受けるために必要な経費 医療340,000円
介護500,000円 ※１

生活資金 生活の安定、維持に必要な経費 月額105,000円 ※１

住宅資金 住宅の建設・購入、補修・改築、増築に必
要な経費 1,500,000円 ※１

転宅資金 住宅の移転に必要な経費 260,000円 ※１

就学支度資金 入学または修業施設への入所に必要な
経費

64,300円
～590,000円 無利子

結婚資金
母子・父子家庭の母・父が扶養する児童・
子、寡婦が扶養する子の婚姻に必要な
経費

300,000円 ※ 1

　母子・父子・寡婦家庭の経済的
自立の援助や扶養している子ども
の福祉のため、12 種類の資金貸
付を行っています。
子育て支援課　☎ 25-3259

母子父子寡婦
福祉資金

※ 1 連帯保証人を立てる場合は
無利子、連帯保証人を立てない場
合は年 1.0％
※ ２母・父が扶養する児童に係
る貸付の場合および連帯保証人を
立てる場合は無利子、連帯保証人
を立てない場合は年 1.0％

※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。

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（４期）
・国民健康保険料（８期）
・介護保険料（８期）
・後期高齢者医療保険料（７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　１月31日㊊
収納課　☎ 25-3575

広報はぎ 令和４年１月号 19



４水曜日　10:00 ～ 11:00
萩図書館
15人（要事前申込）

○英語で読み聞かせと遊び
１月から 3月までの毎月第３水

曜日　16:00 ～ 16:30
わくわく子ども図書館
小学生以下
15人（申込不要）

【共通事項】
ハナ・ギーチ（国際交流員）
企画政策課

　☎25-3342

外国人のための日本語講座
　基礎的な日本語と日本文化を学ぶ
ための初級クラスの講座です。
1月 12日～ 3月 23日の毎週水

曜日　19:00 ～ 21:00
市民館
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。
※日本語クラブ萩では、市民ボラン
ティアを募集しています。
日本語クラブ萩（中嶋）

　☎090-7778-5759

寄付
○㈱訪問介護ステーション陽向から
絵本 18冊

令和４年度 国有林モニター
■任期　４月１日 ～ 令和５年３月
31日
山口県内にお住まいで、森林・林
業や国有林に関心のある成人の方
２月１日㊋までに、近畿中国森林
管理局企画調整課へ　
☎06-6881-3412

高校生女子寮の入居者
山田 4819番地（JR玉江駅近く）

■入居資格　遠隔地等で市内の高校
に通学困難な女子高生
１人
※申込多数の場合、入居できない場
合があります。
■寮費等（月額）　▽寮費＝ 3,000
円、▽食事代＝３万 6,000 円程度、
▽電気代＝実費
※エアコン、勉強机、ベッド、クロー
ゼット完備。出入口扉は静脈認証、

防犯用監視カメラを設置。　
２月 25日㊎までに、教育委員会

備え付けの女子寮入寮許可申請書
（市 HP からダウンロード可）に必
要事項を記入のうえ提出
教育政策課　
　☎ 25-3141　
　メール e-soumu@
　city.hagi.lg.jp

ふるさとやまぐち農業新規就業
ガイダンス
　農業への就業のイメージづくりや
研修制度等の情報収集の場として就
業ガイダンスを開催します。
1月 26日㊌　13:00 ～ 16:00
山口県立農業大学校（防府市）
農業法人・市町等による個別相談、
就農セミナー
農業就業希望者、UJI ターン・パー

ト・アルバイト希望者
公社HPから事前予約
やまぐち農林振興公社　
☎083-902-6696

国際交流員によるイベント
○大人向け文化講座
１月から 3月までの原則毎月第

　新たに入会される方、現在入会中
で継続を希望される方、どちらも手
続きが必要です。
仕事などで放課後に保育出来る方
がいない家庭の小学生
■対象校　明倫、椿東、椿西、白水、
越ヶ浜、大井、三見、川上、多磨、
小川、むつみ、育英、明木、佐々並、
福栄の各小学校、萩総合支援学校
■開設時間　月～金曜日は放課後～
18:30、土曜日と学校の長期休業
期間は 8:00 ～ 18:30（日曜日、祝

日、盆、年末年始は休み）※萩総合
支援学校は、月～金曜日は放課後～
18:00、土曜日と学校の長期休業期
間は 8:00 ～ 18:00
■負担金　通年利用 :月額 3,500円
長期休業利用 : 春休み（４月）1,800
円、夏休み 9,600 円、冬休み 2,400
円、春休み（３月）1,500 円
※前年度以前の負担金に滞納がある
場合は、入会決定を行いません。
１月 14日㊎～ 31日㊊に、各児

童クラブ、各対象校、保育園、認定

子ども園、子育て支援課、各総合事
務所、支所・出張所備え付けの申込
書に雇用証明書等（保育園の申し込
みで提出された方は省略可）を添え
て提出
※長期休業のみ利用の方も申し込み
が必要（令和３年度から継続で利用
を希望する方は各児童クラブへの提
出可）
※定員を超える場合は選考
子育て支援課　☎ 25-3259
　各総合事務所市民窓口部門
　支所・出張所

令和４年度 児童クラブ入会募集 !

講座・講演

お知らせ

募　集

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



史都萩を愛する会
第76回例会講演会
「文化財の復元・修復について」
　県下最大級城下町絵図「萩城下町
大絵図（萩博物館所蔵）」の修復を
された、国選定の保存技術保持者で
ある馬場良治氏による講演会です。
1月 16日㊐　14:00 ～ 15:30
総合福祉センター多目的ホール
150人
馬場 良治氏（国選定保存技術保

持者・建造物彩色）
萩博物館　☎ 25-6447

自然体験～はじまりの詩Ⅲ～
1 月 22日㊏　9:30 ～ 14:30
萩セミナーハウスほか
ネイチャーゲームとランチづくり
どなたでも
15人（先着順）
1,600 円（昼食代込）
1月 20日㊍までに、萩セミナー

ハウスへ　☎ 21-7501

クルーズセミナー in 萩
　ウィズ・アフターコロナ時代の新
しい旅のカタチをテーマに、クルー
ズ船の魅力や安全・安心対策につい
て専門家から話を聞きます。
　会場では、市内事業所で実践され
ている感染症対策の取り組み事例を
紹介します。
2 月１日㊋　14:00 ～ 16:00　
総合福祉センター多目的ホール
くぼこまき氏（イラストレーター）、
中島 秀二氏（㈱ JTBクルーズ部）
100人（先着順）
1 月 28 日㊎までに、㈱ JTB 山

口支店へ　☎ 083-976-2306
萩おもてなし推進協議会（観光課
内）　☎ 25-3139

メンタルヘルス講座
２月 12 日㊏　14:00 ～ 15:30

（13:30 開場）
総合福祉センター多目的ホール
さまざまなストレスの軽減や対処
法について楽しく学びます
市民の方
120人
「マイナス思考と上手につきあう　
～心の柔軟体操でつらい気持ちと折
り合う力をつけよう～」
竹田 伸也教授（鳥取大学大学院

医学系研究科）
2月 3日㊍までに、健康増進課

へ　☎ 26-0500

若手社会人向け
　「おもてなし講座」
　アジアの空の玄関口、福岡空港で
実際に接客対応する日本航空（JAL）
グランドスタッフが大切にしている
「おもてなしの心」について考え、
実践を交えながら体感する講座。
　若手社会人向けの実践的な接遇に
ついて学べます。
2月３日㊍　18:30 ～ 20:00

（開場 17:30）
総合福祉センター大会議室（３階）
市内の事業所に勤務している入社
２年以内の方（令和４年４月に市内
事業所に入社が決まっている学生の
方も参加できます）
※事業者単位での申込も可
30人（先着順）
1 月 28日㊎までに、

QRコードから申込
または商工振興課へ
☎ 25-3108

萩ものしり博士の会手作り講座
2 月 20日㊐　13:00 ～ 16:00
萩博物館講座室
20 人（先着順）
①「参勤交代と萩藩について」、

②「元治の内乱の直接的原因を探
る」、③「花南理の庭の美　山水画
Ⅰ」、④「萩藩三の丸の人々のルーツ」
300円（資料と茶菓子代）
２月 10日㊍までに、萩ものしり

博士の会事務局（まちじゅう博物館
推進課内）へ　☎ 25-3290

予備自衛官補
■受付期間　１月６日㊍～４月８日
㊎
■受験資格
①一般公募　日本国籍を有し、18
歳以上 34歳未満の者
②技能公募　日本国籍を有し、18
歳以上で国家免許資格等を有する者
（保有資格により年齢上限が 53 歳
未満～ 55歳未満となります。）
■年齢基準日　令和４年７月１日
■試験期日
　４月 16 日㊏・17 日㊐のいずれ
か１日を指定
自衛隊萩地域事務所

　☎22-2409

試　験

◎ 平（花参夢／）原土（!!KNiL屋貨雑
安古）／松美屋醤油（浜崎町）／す
し処豊月（江向）／レストランエス
カイヤ城門（土原）／萩ぷりん亭 (呉
服町 )／ユニクロ萩店 (土原 ) ／唐
揚げすえ永 (東田町 )中村酒造(新川) 
（令和３年 11月 20日～ 12 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

４水曜日　10:00 ～ 11:00
萩図書館
15人（要事前申込）

○英語で読み聞かせと遊び
１月から 3月までの毎月第３水

曜日　16:00 ～ 16:30
わくわく子ども図書館
小学生以下
15人（申込不要）

【共通事項】
ハナ・ギーチ（国際交流員）
企画政策課
　☎25-3342

外国人のための日本語講座
　基礎的な日本語と日本文化を学ぶ
ための初級クラスの講座です。
1月 12日～ 3月 23日の毎週水

曜日　19:00 ～ 21:00
市民館
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。
※日本語クラブ萩では、市民ボラン
ティアを募集しています。
日本語クラブ萩（中嶋）
　☎090-7778-5759

寄付
○㈱訪問介護ステーション陽向から
絵本 18冊

令和４年度 国有林モニター
■任期　４月１日 ～ 令和５年３月
31日
山口県内にお住まいで、森林・林
業や国有林に関心のある成人の方
２月１日㊋までに、近畿中国森林
管理局企画調整課へ　
☎06-6881-3412

高校生女子寮の入居者
山田 4819番地（JR玉江駅近く）
■入居資格　遠隔地等で市内の高校
に通学困難な女子高生
１人
※申込多数の場合、入居できない場
合があります。
■寮費等（月額）　▽寮費＝ 3,000
円、▽食事代＝３万 6,000 円程度、
▽電気代＝実費
※エアコン、勉強机、ベッド、クロー
ゼット完備。出入口扉は静脈認証、

防犯用監視カメラを設置。　
２月 25日㊎までに、教育委員会

備え付けの女子寮入寮許可申請書
（市 HP からダウンロード可）に必
要事項を記入のうえ提出
教育政策課　

　☎ 25-3141　
　メール e-soumu@
　city.hagi.lg.jp

ふるさとやまぐち農業新規就業
ガイダンス
　農業への就業のイメージづくりや
研修制度等の情報収集の場として就
業ガイダンスを開催します。
1月 26日㊌　13:00 ～ 16:00
山口県立農業大学校（防府市）
農業法人・市町等による個別相談、
就農セミナー
農業就業希望者、UJI ターン・パー

ト・アルバイト希望者
公社HPから事前予約
やまぐち農林振興公社　

☎083-902-6696

国際交流員によるイベント
○大人向け文化講座
１月から 3月までの原則毎月第

　新たに入会される方、現在入会中
で継続を希望される方、どちらも手
続きが必要です。
仕事などで放課後に保育出来る方
がいない家庭の小学生
■対象校　明倫、椿東、椿西、白水、
越ヶ浜、大井、三見、川上、多磨、
小川、むつみ、育英、明木、佐々並、
福栄の各小学校、萩総合支援学校
■開設時間　月～金曜日は放課後～
18:30、土曜日と学校の長期休業
期間は 8:00 ～ 18:30（日曜日、祝

日、盆、年末年始は休み）※萩総合
支援学校は、月～金曜日は放課後～
18:00、土曜日と学校の長期休業期
間は8:00 ～ 18:00
■負担金　通年利用 :月額 3,500円
長期休業利用 : 春休み（４月）1,800
円、夏休み 9,600 円、冬休み 2,400
円、春休み（３月）1,500 円
※前年度以前の負担金に滞納がある
場合は、入会決定を行いません。
１月 14日㊎～ 31日㊊に、各児

童クラブ、各対象校、保育園、認定

子ども園、子育て支援課、各総合事
務所、支所・出張所備え付けの申込
書に雇用証明書等（保育園の申し込
みで提出された方は省略可）を添え
て提出
※長期休業のみ利用の方も申し込み
が必要（令和３年度から継続で利用
を希望する方は各児童クラブへの提
出可）
※定員を超える場合は選考
子育て支援課　☎ 25-3259
　各総合事務所市民窓口部門
　支所・出張所

令和４年度 児童クラブ入会募集 !

講座・講演

お知らせ

募　集
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アート盆栽展
１月13日㊍～２月 27日㊐　

　9:00 ～ 16:30
渡辺蒿蔵旧宅
■作者　岡野 芳子（日本手工芸指
導協会師範）
まちじゅう博物館推進課

　☎25-3290　

手作りたこの展示
1 月 13日㊍～ 30日㊐

　9:00 ～ 16:30
渡辺蒿蔵旧宅

■制作者　久保田 勝一
まちじゅう博物館推進課　

　☎ 25-3290　

あったかマルシェ
　障がいのある方が利用施設等で育
てた野菜や手づくりのお菓子、オリ
ジナル雑貨などを販売します。
1月 14日㊎　10:30 ～ 13:30　　　
総合福祉センター多目的ホール
萩市社会福祉協議会

　（山本・服部・稲田）
　☎ 22-2289

人権・行政・公証相談
１月 11日㊋　10:00 ～ 12:00
※事前予約制（前日まで）
市役所本庁
市民活動推進課　☎ 25-3373

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）
１月 14日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁
■弁護士　馬屋原 達矢
市民（先着４人、１人 30分）
※事前予約制（当日受付可）
消費生活センター　☎ 25-0999

無料法律相談
１月 26日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁
■弁護士　長谷 義明
市民（先着 12人、１人 20分）
※事前予約制（1/4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
○５日㊌ 13:00 ～風しん抗体検査、

搭乗後、下記①②③いずれかの方
法により申請区分に応じた申請書お
よび必要書類を提出してください。
①窓口に提出、②郵送による提出、③
萩・石見空港での提出
■窓口・提出先　
〒 698-0024　島根県益田市駅前
町 17-1　萩・石見空港利用拡大促
進協議会事務局　
　☎ 0856-23-0990
観光課　☎ 25-3139

萩・石見空港 令和３年度下期運賃助成

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
○ 12日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登
録会
○25日㊋13:00～心の健康相談（担
当：三隅病院公認心理師）
○26日㊌13:00～お酒に関する困
りごと相談
○ 27日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談会（担当：弁護士など）
※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
1 月 11日・25日、2月 8日・

22日、3月 8日・22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 イベント

助成名称 利用条件 拡充対象
期間

１人あたり助成額
申請期限

今だけ！
いっしょに旅

２人以上の同一便
の往復限定 ～２月

助成金 10,000 円
申請期限 ※①

早トク 45 搭乗 45日前までに
予約の往復限定 ～３月

助成金 10,000 円
申請期限 ※①

アンダー 25
25 歳以下の方と
同行者２人までの
同一便の往復限定

～３月
助成金 20,000 円

申請期限 ※①

地元出身者応援 助成対象市町出身
者の方が２往復

～３月
※②

助成金 10,000 円
申請期限 ※①

※①復路搭乗月の翌月末（ただし、３月搭乗分は４月20日㊌）
※②助成対象の２往復の期間は令和３年４月～令和４年３月末

■運賃助成　萩・石見空港利用拡大促進協議会
では、現在運賃助成を下記のとおり
拡充しています。

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



　9月にデジタル庁が発足し、国を
挙げたデジタル化の一大プロジェク
トが始動しました。デジタル庁の掲
げる目標は「誰一人取り残さない、
人に優しいデジタル化」、すべての
人がデジタル化の恩恵を受けること
のできる社会の実現を目指し、先進
技術を活用したさまざまな実証実験
が進められています。
　萩市では、特別定額給付金や、児
童手当現況届に関するオンライン申
請の受け付けや、市税や保険料等の
スマートフォンを使ったバーコード

HAGi_( ハギアンダーバー ) 通信 vol.17
決済等、市民の皆さまの利便性向上
に努めるとともに、市職員が行うパ
ソコン入力などの定型業務を、ソフ
トウェアロボットに代行作業しても
らう「RPA」という技術を導入し、
人間でなければ出来ない住民サービ
スに人的資源を注力させるなど、積
極的にデジタルの活用をすすめてい
ます。
　その一方で、デジタルツールに慣
れておらず、効果的に使えない方も
いらっしゃるかと思います。そこで
今年度、社会福祉協議会との連携に

行政と IT
より、身近なデジタルツールである
スマホの活用講座を各地域で開催
し、多くの方にデジタル活用の利便
性を実感いただきました。
　今後も、DX推進室を中心にデジ
タル技術やデータの活用により、新
たな価値を生み出し、行政・地域社
会の仕組みやあり方を変革させる
「DX」をより一層推進し、便利で豊
かな、幸せを実感できるまちづくり
を進めてまいります。
企業誘致推進課　

☎ 25-3811

松元ヒロ ソロライブ
1 月 16 日㊐　14:00 ～ 17:00
サンライフ萩 多目的ホール
パントマイムやトーク、一人コン

トを交えたスタンダップコメディ
2,000 円（当日 2,500 円）

※小学生以下はご遠慮ください。
■販売所　NPO法人萩子どもセン
ター
松元ヒロソロライブ実行委員会事
務局（有田）　☎090-1019-9662

萩市笠山椿群生林再生保全検討
シンポジウム
「妙なる椿群生林～過去・現在
そして未来へ～」
　笠山椿群生林は、整備後 50 年以
上が経過し、樹勢の衰退などが現れ
ています。全国の椿の自生樹林の先
駆けとして、今後、健全な椿群生林
の再生に向けた整備についてシンポ
ジウムを開催します。
１月17日㊊　14:00 ～ 16:00
総合福祉センター多目的ホール
【第１部】講演「笠山椿群生林の
これまでといま」　
【第２部】パネルディスカッション
「未来に向けた提言」
パネリスト　箱田 直紀（日本ツ

バキ協会長）、濱野 周泰（東京農業

「旧久保田家住宅」で高校生の版画展
　萩高校の生徒が美術の授業の一
環として、市内で活動される作家
さんの指導の下、文化財施設で版
画のワークショップを行い、現代
の浮世絵を制作しました。
　歴史ある建物で高校生の力作を
ご覧ください。
１月16日㊐まで　
　9:00～17:00
旧久保田家住宅
100円（入館料）
文化財保護課　☎ 25-3835

△生徒作品

△作業工程スケッチ

漁港の肉子ちゃん　　  ～ 1/7
マスカレードナイト　  ～ 1/14
ハニーレモンソーダ　  ～ 1/14
Shari（シャリ）　　　  ～ 1/14
彼女は夢で踊る　　　  ～ 1/14

007 No time to die  1/1 ～ 1/14

燃えよ剣 1/15 ～
きのう何食べた？　　　1/29 ～

ツインシネマ

最新情報は
こちらから⇒

☎ 21-5510

大学客員教授）、山崎 誠子（日本大
学短期大学部准教授）ほか
※入場無料、詳しくは市HPをご覧
ください。
1 月 11日㊋までに、住所、氏名、

電話番号を FAX ・メールまたは
電話で観光課へ　
☎25-3160、FAX26-0716
メール kankouka@city.hagi.lg.jp

はこ だ　なおとし

まさこ

はまの　 ちかやす
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無料法律相談
１月 26日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁
■弁護士　長谷 義明
市民（先着 12人、１人 20分）
※事前予約制（1/4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
○５日㊌ 13:00 ～風しん抗体検査、

搭乗後、下記①②③いずれかの方
法により申請区分に応じた申請書お
よび必要書類を提出してください。
①窓口に提出、②郵送による提出、③
萩・石見空港での提出
■窓口・提出先　
〒 698-0024　島根県益田市駅前
町 17-1　萩・石見空港利用拡大促
進協議会事務局　
　☎ 0856-23-0990
観光課　☎ 25-3139

萩・石見空港 令和３年度下期運賃助成

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
○ 12日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登
録会
○25日㊋13:00～心の健康相談（担
当：三隅病院公認心理師）
○26日㊌13:00～お酒に関する困
りごと相談
○27日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談会（担当：弁護士など）
※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
1 月 11日・25日、2月 8日・

22日、3月 8日・22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 イベント

助成名称 利用条件 拡充対象
期間

１人あたり助成額
申請期限

今だけ！
いっしょに旅

２人以上の同一便
の往復限定 ～２月

助成金 10,000 円
申請期限 ※①

早トク 45 搭乗 45日前までに
予約の往復限定 ～３月

助成金 10,000 円
申請期限 ※①

アンダー 25
25 歳以下の方と
同行者２人までの
同一便の往復限定

～３月
助成金 20,000 円

申請期限 ※①

地元出身者応援 助成対象市町出身
者の方が２往復

～３月
※②

助成金 10,000 円
申請期限 ※①

※①復路搭乗月の翌月末（ただし、３月搭乗分は４月20日㊌）
※②助成対象の２往復の期間は令和３年４月～令和４年３月末

■運賃助成　萩・石見空港利用拡大促進協議会
では、現在運賃助成を下記のとおり
拡充しています。
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1土
●須佐イルミネーション（～3日）/JR須佐駅周辺/17:00～
●萩イルミネフェスタ2021（～5日）/JR萩駅前ロータリー/17:30～
●「旧久保田家住宅」で高校生の版画展（～16日）/旧久保田家住宅 /9:00～
●本の福袋2022（～14日）/萩図書館/9:00～

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）

2日
● ～00:9/館物博萩/）6/3～（」編物人の萩治明末幕る見で真写古「展マーテ
●
●NewYear 箏Concert by ストゥリングス/萩・明倫学舎/11:00～、13:30～
●萩市成人式/市民館/13:30～

外科
内科
歯科

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

3月
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）

4火 ●おもちゃ図書館開館日（11日、18日、25日）/からふる/10:00～●心配ごと相談/旭マルチメディアセンター/9:30～
外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

5水
●萩市役所ロビーコンサート/市役所1階ロビー/12:15～
●先生のおすすめの本～須佐中学校編～（～14日）/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～
●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

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

6木 外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

7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）

8土 ●ザ・卓球（15日、22日）/児童館/10:30～●お正月会/萩図書館/14:00～

外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

9日 ●萩市消防出初式/市民館、玉江河川公園/9:00～●めざせゲームマスター（23日）/児童館/13:30～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

10月 ●プラバン工作/児童館/13:30～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

11火 ●行政相談/川上公民館/13：30～、田万川総合事務所/14：00～●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）

12水
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
● 00:01/園稚幼院学塩光萩/）日62（」みぐしんて「日放開舎園のへ児園就未 ～
●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）
みやうち（25-2500）

13木
●アート盆栽展（～2/27）/渡辺蒿蔵旧宅 /9:00～
●手作りたこ展示（～30日）/渡辺蒿蔵旧宅 /9:00～
●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00～

外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

14金
●イラスト教室（28日）/明木図書館/15:30～
●だんすダンス（28日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄コミュニティセンター/9:00～、旭マルチメディアセンター/10:00～
●人権相談/小川交流センター/10:00～、旭マルチメディアセンター/10:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

15土
●はぎマルシェ/中央公園/11:00～
●マスク似顔絵展　この先生、だあれ？（～2/27）/明木図書館/9:00～
●おはなし会おひさま（22日、29日）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

16日 ●松元ヒロ ソロライブ/サンライフ萩/14:00～●うどん作り/児童館/10:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀
（08388-5-0863）

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。

１
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17月 ●萩市笠山群生林再生保全検討シンポジウム/総合福祉センター/14:00～ 外科
内科

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

18火 ●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00～
●心配ごと相談/むつみ地域世代交流拠点施設/13:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

19水 ●元気な時にかかる医者/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）

20木 ●子育て応援講座（楽しく音あそび）/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）
いわたに（24-2100）

21金 ●人権相談・行政相談/須佐総合事務所/10:00～ 外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

22土 外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

23日 ●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

24月 外科
内科

大藤（21-0002）
中嶋（22-2206）

25火 ●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」/萩幼稚園/10:00～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

26水 外科
内科

萩むらた（25-9170）
市原（22-0184）

27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）

28金 外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

29土 ●図書館きてねの日/須佐図書館/10:00～
●おはなしの日/須佐図書館/10:15～

外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

30日
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）

31月 外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

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、17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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人の動き 人口／44,669人（前月比-68）　男／20,713人（前月比-36） 　女／23,956人（前月比-32）
世帯数／23,015世帯（前月比-25） 　出生／15人　死亡／91人　（令和3年11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

赤ちゃん
嶋本　百之花（ものか）
佐々木　音（おと）

萬屋　日向（ひなた）
田中　映陸（はゆむ）

保護者
忠夫
幹典
誠
清二
裕貴

由加里
愛
正恵
幸恵
久美

住所
椿東

山田
土原

ご結婚おめでとう

夫の氏名
伊藤　佑樹
若松屋  総太郎
篠原　宏顕

妻の氏名
烏田　美紀
菅野　愛乃
草平　彩夏

住所
堀内

お悔やみ申し上げます

※令和３年11月16日～12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。

氏名
岡本　哲也
金山　アキ子
阿武　耕三郎
堀野　弘一

水津　サツコ
髙雄　稔
田中　一男
厚狹　淸子
齋藤　キクヱ
横山　貢
福島　匡子
石田　和敏

阿座上　郁子
水津　孝昭
石津　スミヱ
金子　忠義

年齢
85歳
94歳
75歳
68歳
91歳
98歳
87歳
67歳
98歳
98歳
91歳
94歳
71歳
93歳
82歳
78歳
92歳
94歳

ご命日
11/16
11/16
11/17
11/20
11/20
11/21
11/21
11/21
11/22
11/22
11/22
11/23
11/24
11/24
11/26
11/26
11/27
11/27

住所
大井港
須佐
三見748（市）
上田万
弥富下（９区）
大井4005（本郷）
堀内329
相島
見島20（２区）
吉部下3885
江向110（２区）
今魚店町75-2
椿東1703
北古萩町72-6
紫福7298（京場）
椿657（沖原）
明木
椿東2187-19（中の倉３区）

氏名
豊田　豊
久保　タツコ
長岡　キクヱ
中原　貞助
大品畠　朋子
井町　昌子
齋藤　二枝子
伊藤　政子
岡㟢　千里
佐伯　正子
末益　渥美
水津　タミ子
中嶋　春生
中原　冨夫
藤原　昭夫
齊藤　アキ子
長岡　美枝子
中村　常子
恩村　貞子
東郷　フミ子
守永　秀子
神原　光枝
大野　眞吾
田村　啓
三上　雅祥
久保　潤一
藤野　春子
下岡　康男
井村　啓子
吉光　トヨコ
柴田　清登

年齢
100歳
94歳
84歳
91歳
79歳
99歳
100歳
100歳
93歳
91歳
75歳
89歳
87歳
82歳
89歳
91歳
89歳
85歳
78歳
101歳
92歳
75歳
80歳
96歳
87歳
63歳
84歳
80歳
90歳
93歳
82歳

ご命日
11/27
11/28
11/28
11/28
11/29
11/30
11/30
12/1
12/3
12/3
12/3
12/4
12/4
12/4
12/5
12/6
12/7
12/7
12/8
12/8
12/8
12/9
12/10
12/10
12/10
12/11
12/11
12/12
12/13
12/13
12/14

住所
椿東926-1（上野１区）
大島130
大島492-1
椿139（霧口）
東浜崎町28
堀内233-5
土原317-2（３区）
黒川
福井下3577-2
大井3855（門前）
大井
中小川
上田万
大井港
川島３区の１
大井1884-1（馬場下）
大島252-1
江向
江向402-1
堀内291-1
前小畑
川上7728（江舟）
三見3350-11
上小川313
堀内
須佐6632
川島144-3
川上
須佐
南片河町59（大島登）
江向

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送局　はあぶビジョン 121ch
◎エフエム萩「情報ウェーブ萩」
▶放送時間　月～金曜日の 8:50・12:50・16:50
▶周波数　FM77.5MHz

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545826
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萩市地域おこし協力隊活動紹介
市では、20 人（１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。

39

広瀬　耕
こう

■着任日　令和元年 11 月
■前住所地　下関市
■配属先　三見公民館
■現在行っている活動
　空き家を活用した地域の交流 

◉今後の展望
　任期が残り1 年を切り、現在の活動と関連して 
収益化できる仕組みづくりを行っていきます。
　具体的には、飲食店営業、簡易宿泊業、古物営業を 
計画しており、三見地区に整備した「古三堂」を拠点
とした地域内外の交流促進を考えています。

岡本　薫
かおる

■着任日　令和２年３月
■前住所地　山口市
■配属先　佐々並支所
■現在行っている活動
　農業体験や田舎暮らし体験など

◉今後の展望
　稲作について地元農家さんに指導してもらいなが
ら、山間地の農業について基本を学ぶことができ
ました。今後は、これまで学んだことを活かして、 
多くの方に佐々並地域で農業を楽しんでもらえるよ
うな仕組みづくりを進めていきたいです。

を観光資源として提供することで、佐々並地域の 
交流人口増加に取り組んでいます。

拠点「古
こ さ ん ど う

三堂」をつくり、定期的にイベントの開催や
週一回フリースペースとしての開放を行っています。

　令和４年度より、支援団体となる市内の地域団体に「地域おこし協力
隊活動支援業務」を委託することで、地域の担い手不足や地場産業の衰退
などの課題解決と隊員の退任後のさらなる定住を図ります。

　地域おこし協力隊の活動を市民の皆さんに知っていただくた
めに活動報告会を開催します。

「萩市地域おこし協力隊１日体験学校」を開催！

■募集期間　１月４日㊋～２月 10 日㊍
■応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、
　　　　　　郵送またはメール、FAXで提出
■応募・問い合わせ先　おいでませ、豊かな暮らし応援課

２月５日㊏　10:00 ～ 16:20
萩・明倫学舎　多目的復元教室ほか
隊員による活動報告、活動資料展示、ワークショップなど
どなたでも自由参加・観覧できます。ただし、ワークショップ

　へ参加希望の方は申込フォームよりお申し込みください。
　※応募者多数の場合、抽選とさせていただきます。

おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎ 25-3360

応募書類は
こちらから

地域おこし協力隊の活動を
支援する市内団体等を募集！

令和４年度
　平成27 年度より、都市部から
移住して地域活性化に取り組んで
いただける方を「萩市地域おこし
協力隊」として採用しており、現在
20 人の隊員が市内各地で精力的
に活動しています。

萩市地域おこし協力隊とは

参加無料

☎ 25-3360、FAX 26-3803、
メール　teijyu@city.hagi.lg.jp

詳しい隊員の活動を
Facebookで更新中

詳しくはこちら 申込フォーム



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

〇工芸　山口県の伝統工芸Ⅱ　 １月８日㊏　11:00～
〇浮世絵  吉田博の風景版画 　 １月22日㊏　11:00～

■休館日（１月）１日㊏㊗、11日㊋、17日㊊、24日㊊、31日㊊
■開館時間　9:00 ～ 17:00（入場は 16:30 まで）山口県立萩美術館・浦上記念館

〈学芸員による作品解説〉　※要事前予約、無料

お出かけ情報お出かけ情報 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
　急遽中止・延期になる場合があります。

公式Twitter

公式HP

☎ 24-2400

〇お正月は美術館へ行こう！ 
・館内をめぐってキーワードを集めると美術館
 オリジナルグッズをプレゼント（1/2～1/10）
・令和４年の新成人は観覧無料（1/2、1/10）
・アート年賀状2022作品展示（1/30まで）

《イベント》

300 円、70 歳以上 18 歳以下無料
《１月の普通展示》

「日本アルプス十二題の内 剣山の朝」
 大正 15 年 (1926)

・浮世絵
　吉田博の風景版画（1/2 ～ 1/30）

・東洋陶磁　やきものの装飾 描画（4/10まで）
・茶室　和田的 CONTRAST－光と陰－（3/27まで）
・陶芸　オブジェー陶造形の潜勢力Ⅳ（3/6まで）
・工芸　山口県の伝統工芸Ⅱ（5/15まで）

第３回　萩市役所ロビーコンサート
　市民の皆さんに親しみやすい明るい市役所の雰囲気
づくりと、文化意識の高揚を図ることを目的に、毎月
１回（原則第１水曜日）開催しています。

１月５日㊌　12:15 ～ 12:45
市役所ロビー

１月１日から開館！萩・明倫学舎
「オリジナル萩にゃん。缶バッジ」プレゼント！

２号館（有料）に入館した方で
　１日 50 人限定！

１月１日㊏㊗～３日㊊

１月２日から営業！

1,000 円以上お買い上げの方で
　１日 30 人限定！

１月２日㊐～４日㊋
NPO萩まちじゅう博物館

　☎25-3177

萩博物館ミュージアムショップ
「開運みくじ付き萩博オリジナル缶バッジ」プレゼント！

New Year 箏 Concert by ストゥリングス　　
　お正月の晴れやかな日に優雅な 
音色が館内に響き渡ります♪

１月２日㊐　11:00～、13:30～
萩・明倫学舎

　インフォメーションセンター
NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

１月２日から開館！
迫力の和太鼓演奏と平穏な年を願う神楽公演
県立萩美術館・浦上記念館

１月２日㊐　・11:00～　大板山たたら太鼓同好会
　　　　　　　・13:30～　むつみ神楽保存会

美術館入口（屋外）
県立萩美術館・浦上記念館　☎ 24-2400

　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などを購入できます。

はぎマルシェ “温
お ん

マルシェ”テーマ

１月15日㊏
　11:00～15:00
※毎月第３土曜日開催

中央公園
農政課　☎25-4192

※出店情報など詳細は公式
　FaceBook、Instagram 
　をご覧ください。

二
に こ

胡とピアノによる演奏会
■演奏者　王

おう
 丹
たん

（二胡）、
　大橋 希

のぞみ
（ピアノ伴奏）

文化・生涯学習課
　☎ 25-3511

演奏内容等は
こちら▼

年始のおもてなし



広報はぎ 令和４年１月号 29

　古写真を手がかりに、幕末から明治に活
躍した萩出身の人物がどのような容姿をし
ていたのかを浮き彫りにします。初公開と
なる井上 馨の古写真にもご期待ください。

　山県 有朋の没後 100 年を記念して、明
治維新前後に数々の功績を残した彼の足跡
を初公開資料とともに紹介します。

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？

　開館 40 周年を記念して、これま
での歩みを紹介するとともに所蔵資
料を分野別に選んで展示します。

１月８日㊏～３月21日㊊㊗
9:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）

山口市歴史民俗資料館
　☎ 083-924-7001

山口 企画展「れきみん 40 年
の歩みと所蔵資料展」

　嘉
か ま

万・赤
あかごう

郷公民館周辺を約３万球
の光で冬の夜を明るく照らします。

１月４日㊊まで　16:00 ～ 0:00
嘉万公民館・赤郷公民館周辺
嘉万公民館　☎ 0837-64-0001

　赤郷公民館　☎ 08396-2-0304

美祢

　「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の
大ヒットを記念し、庵

あ ん の
野 秀

ひであき
明総監督

の生まれ故郷の宇部市で様々なイベ
ントを開催します。

５月８日㊐まで
宇部市全域
宇部市　☎0836-31-4111(代表)

宇部

　県内の名産品の販売や屋台グルメ
など約 50 店舗が出店します。

１月８日㊏～ 10 日㊊㊗
10:00～18:00(最終日は17:00まで)

おのだサンパーク
山陽小野田名産品推進協議会

　☎ 0836-82-1313

　歌舞伎や人形浄瑠璃で代表的な演
目を題材に34 場面を描いた作品展
示です。

３月９日㊌まで　9:00～17:00
■休館日　木曜日（祝日は除く）

安野光雅美術館
　☎ 0856-72-4155

津和野 第４期　安
あ ん の

野 光
みつまさ

雅  追悼展
「繪

え ほ ん
本　仮

か な で ほ ん ち ゅ う し ん ぐ ら
名手本忠臣蔵」

　毛利家伝来の「正月飾り」をはじ
め、吉祥の意匠が描かれた絵画や工
芸品などを展示します。

１月 23 日㊐まで
9:00 ～ 17:00（入館は16:30まで）

大人700円、小中学生350円
毛利博物館  ☎0835-22-0001

防府 企画展「祝いの美 
- 毛利家の正月飾り -」

KAMA ～ AKAGO
イルミナイト

まちじゅう
エヴァンゲリオン

第 13 回
名産品フェア

企画展「古写真で見る幕末明治 萩の人物編」

没後100年記念特集展示「山県 有朋」

１月２日㊐～３月６日㊐
萩博物館 企画展示室

１月２日㊐～３月 15 日㊋
萩博物館 人と自然の展示室

　萩の地・人と関わりの深い２種類のクジラをテーマ
に開催中の塗り絵コンテストの２次募集を行います。

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

■観覧料　大人520円、高校・大学生310円、
　小・中学生100円、未就学児無料萩博物館 ■開館時間　9:00～17:00（入館は16:30まで）

■休館日　毎週水曜日、１月26日㊌～28日㊎

萩博物館　☎ 25-6447
　　　　　　HP はこちら▶

山県 有朋 肖像
（萩博物館蔵）

木戸 孝允 肖像
（萩博物館蔵）

詳しくは
公式HPへ

★入賞者には特製クジラ下敷きを贈呈！
　　　　（一般財団法人日本鯨類研究所提供）

■募集期間　１月末まで（消印有効）
　※２月に３次募集予定
■応募方法
　萩博物館 HP の専用ページを確認のうえ、
　郵送または展示会場内のポストへ投函
■ミニ展示
　クジラの形態や生態、萩や人との関わり、これ 
　までの応募作品などを展示（一部HPでも公開）

３月 21 日㊊㊗までの開館日
萩博物館内「探Ｑはぎ博」（無料ゾーン）

■共催　一般財団法人日本鯨類研究所
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■期間　１月５日㊌～３月 27 日㊐

１

対象店舗　8 店舗期間限定の地元飲食店による地魚特別メニューの提供２

■シールラリーの応募・問い合わせ先　萩・魚まつり実行委員会事務局（水産課）　☎25-4195

■応募方法
　対象店舗で配布された「萩にゃん。四角シール」、または対象商品に貼付されている 
　「萩にゃん。丸シール」を専用応募ハガキに貼り、住所・氏名等を記入のうえ応募。

３
お買い上げレシート2,000円（税込）ごとにガラポンくじで鮮魚セット等が当たる！

１月９日㊐、２月 13 日㊐　　 道の駅 / 萩しーまーと

ガラポン抽選会の開催 空くじなし！

第二弾！

飲食店での食事や店舗で地魚商品を買って、シールを集めて応募すると、抽選で賞品が当たる！
※お一人様何口でもご応募いただけますが、当選はお一人様１回までとさせていただきます。

・Ｂ賞 : 萩の地魚お食事券（3,000円相当）
  条件 : 四角シール１枚、丸シール３枚

30本

・萩にゃん賞 : 萩市ペア宿泊券（25,000円相当）
  条件 : 応募者全員の中から

５組

・Ａ賞:萩の地魚加工品セット（5,000円相当） 
  条件 : 四角シール２枚、丸シール６枚

10本■賞品と応募条件
・特賞 : 天然とらふぐセット（30,000円相当）
  条件 : 四角シール３枚、丸シール９枚

３本

※イメージ

食べて応援！買って応援！萩の地魚シールラリー

対象店舗等の詳細は
市HPをご覧ください。

■応募締切　３月 28 日㊊（当日消印有効）

丸シール四角シール

動画視聴は
こちら▼

■出演　市内の事業所等 約 40 団体 ( 総勢 約 300 人 )
■楽曲　「ハピネス」／ A

ア ク ア
qua G

ジ ー チ ャ ー ン
eeCharn

※萩市の 20 代の若者で結成するバンド
萩商工会議所青年部事務局　☎ 25-3333

萩商工会議所
青年部企画

　萩商工会議所青年部では、コロナ禍でもできる地域活性化策として、
“萩で働く大人たち”によるダンスリレー動画を制作し、YouTube で
配信しています。地元で働く楽しさを呼び掛けるとともに、多くの方々
に元気を与える内容となっています。是非ご覧ください♪

ペ ア

最新の情報を随時お届けします！
公式Facebook「山口県萩市」


