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①結婚に関する相談応対や結婚活動に関する助言等　
②会員同士の 1 対 1 の出会い支援サービス　
③婚活・恋活に関するメールマガジン配信等の情報発信等

相談員
募集

７月から萩市結婚相談所が
「Ｇ

ご え ん

Ｏ ‒ ＥＮセンター」へ
　7 月から萩市結婚相談所は、萩市・長門市・美祢市の
３市が共同で運営する「GO ｰ EN センター」に移行し
ます。会員の方であれば、萩市・長門市・美祢市のどの
センターもご利用いただけます。
　センターでは、結婚を希望する独身男女の会員と結婚
活動を支援する相談員を募集します。

センター名 場所・電話 開所日

萩センター 市役所第２庁舎２階
（上下水道局２階）

毎週水曜日
第１、第３土曜日
第４日曜日

長門センター 長門市中央公民館
毎週木曜日
第 4土曜日
第 2日曜日

美祢センター 美祢市役所別館
（美祢市化石館横）

毎週火曜日
第 2土曜日
第 1日曜日

■問い合わせ　ＧＯ ‒ ＥＮプロジェクト実行委員会事務局（企画政策課内）☎ 25-3102
　　　　　　　○長門市市民活動推進課 ☎ 0837-23-1185　○美祢市地域振興課 ☎ 0837-52-1128

会員
募集

※相談については、７月から受付開始予定です。
※会員の方限定の婚活イベントやスキルアップセミナーも順次開催予定です。 

20 歳以上で独身の方
３市内在住者、または結婚後に３市内に定住する意志のある方　

対象者

無料（来年度から 2,000 円／年）登録料
①独身証明書 1通　②本人確認ができるもの（運転免許証等）
③写真 2枚 ( 上半身を撮影したもの、L版、1カ月以内に撮影したもの）　

必要書類

3 人（萩・長門・美祢センター各 1人）募集人員

6 月 1日㊌～令和 5年 3月 31日㊎（予定）委託期間
萩市・長門市・美祢市のいずれかに居住し、満 20歳以上の方等
※詳しい募集内容や条件などは、市HPをご覧ください。応募資格

履歴書、面接等選考方法
5月13日㊎までに、企画政策課備え付けの申込書（市HPからダウンロード可）、
市販の履歴書、市税等の滞納がない証明書を企画政策課まで持参または郵送申し込み

1 時間あたり 1,200 円、成婚インセンティブ 1件あたり 1万円委託料

登録の流れ　
① GO–EN センター申
込書（市HPからダウン
ロード可）、必要書類を
企画政策課に提出

②相談員との面会日時
の調整（６月中旬以降
に企画政策課から連絡）

③相談員との面会・
概要説明。紹介カー
ドの作成。（7月以降）

④後日、登録完了
の連絡

※ 6 月までの登録の流れです。7 月の GO‒EN センター開所以降は登録の流れが変更になります。

新

長門市 萩市 美祢市

［左から］長門市の江原市長、［左から］長門市の江原市長、
田中市長、美祢市の篠田市長田中市長、美祢市の篠田市長
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地域住民活動チャレンジ補助金新
　総合事務所管内の新しい住民活動を支援する補助金制度です。住民団体が、特産品の
PR イベントや定住促進イベントなどに新たに取り組まれるときにご利用いただけます。

申し込み
問い合わせ
総合事務所

川上　☎︎ 54-2121 田万川　☎︎ 08387-2-0300 むつみ　☎︎ 08388-6-0211
須佐　☎︎ 08387-6-2211 　旭　　☎︎ 55-0211 福　栄　☎︎ 52-0121

■対象事業　総合事務所管内の住民団体が行うイベン
トなど。例えば、木工品制作に取り組まれている住民
団体が、新たに木工品づくり体験イベントを開催する
など、これまでの活動を発展させ、新たな活動に取り
組まれる場合にもご利用いただけます。
■補助金額　上限 30 万円（１年度）
■補助期間　最長３年間
■補助要件　団体要件と活動要件のいずれも満たすこと

【団体要件】①〜③の要件のいずれにも該当する団体
①営利を目的とせず、総合事務所管内の振興を目的とする団体
②総合事務所管内の住民を主な構成員とする団体

③総合事務所管内に活動の拠点を置く団体
・複数の団体で実行委員会等を組織される場合も対象
・総合事務所管内の住民２人以上を含む５人以上の個
人グループも対象

【活動要件】①〜④の要件のいずれにも該当する活動
①総合事務所管内の地域振興に資すると認められる新たな活動
②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを
目的とする活動
③特定の個人および団体の営利を目的としない活動
④公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれ
のない活動

S
ス マ ウ ト
MOUT移住アワード2021 －市区町村部門－ で「萩市」が第１位を獲得！
　参加地域数520、登録ユーザー3万4,000人におよぶ移住関係人口促進のための、マッチングサービス
「SMOUT」で、地域が発信する情報に「ファボ（興味ある）」した数を集計ランキングした『SMOUT移住アワー
ド2021－市区町村部門－』において、総ファボ数2,627件を獲得し、萩市が堂々第１位に輝きました。
　市では、関係人口を増やしながら将来的な移住者を確保するため、2020年から SMOUTの活用を始
めました。行政情報だけでなくユーザーに興味を持ってもらえるよう、お試し暮らしや
農業体験、先輩移住者の声など生活を実感できるリアルなプロジェクトを積極的にお届
けするようにしています。地域おこし協力隊や協力隊OB、OGがローカルエディター
として活躍し、官民連携しながら移住促進、関係人口づくりに取り組んでいます。
■問い合わせ　おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎ 25-3360

↑市のプロジェ
クトはこちら

ウクライナ避難民の受け入れ支援開始！〜通訳ボランティアの募集
　ウクライナからの避難民の支援にあたり、必要と
なるウクライナ語およびロシア語の通訳ボランティ
アを募集します。
　ウクライナ語またはロシア語ができる家族や知人
などがいらっしゃる方は、ボランティア登録のお声
がけをお願いします。
■募集言語　ウクライナ語およびロシア語　（会話

能力のレベルは問いません）
■活動内容　ウクライナからの避難民への支援対応
に当たっての通訳（実際の受け入れ後の活動です）
■申し込み　申込用紙（市 HP からダウンロード可）
よりお申し込みください。電話での申し込みも受け
付けています。
■問い合わせ　企画政策課　☎︎ 25-3342

「はぎ地域づくり協同組合」が県内で初めて、
特定地域づくり事業協同組合に認定！

　中山間地域では人口が急激に減少し、地域社会や
地域経済を支える重要な担い手が不足していること
から、営農の存続や事業の運営が危ぶまれています。
　この課題に対応するため、多様な人材を組合で通
年雇用し、労働力を求める組合員等へ人材派遣を行
う特定地域づくり事業の活用を目的とし、令和４年

２月 25日に設立した「はぎ地域づくり協同組合」
が、山口県内で初めて、特定地域づくり事業協同組
合として知事の認定を受けました。
■認定日　４月 15 日㊎
■問い合わせ　農政課　☎︎ 25-4192

新
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住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の
確認書の提出はお済みですか

福祉政策課　☎︎ 25-3550

支給対象
※①②のいずれか
　に該当する世帯

①基準日（令和３年12月10日）において住民基本台帳に登録されている世帯員全員が
　令和３年度住民税非課税世帯
※住民税の課税世帯の家族等に世帯員全員が扶養されている場合は対象になりません。
②新型コロナウイルス感染症の影響で、令和３年１月以降の収入が減少し、同一の世帯に
　属する世帯員全員が住民税非課税世帯と同様の事情であると認められた世帯（家計急変世帯）

支給額 １世帯あたり現金 10万円（１世帯１回限り。下記①と②の重複受給はできません）

提出期限
5 月 31 日㊋

３月に対象となり得る世帯へ支給要件確認書を発送しています。期限を過ぎると給付を
受けられなくなりますので、お早めの手続きをお願いします。

申請書による
申請期限
９月 30 日㊎

住民税非課税世帯のうち、令和３年中に萩市へ転入された方を含む世帯や税の未申告者
等を含む世帯は申請が必要です。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和３年
１月以降の収入が減少し、同一の世帯に属する全世帯員が住民税非課税世帯と同様の事
情であると認められた世帯（家計急変世帯）についても申請が必要です。

職員の人事異動

　４月１日付け人事異動の規模は、部長級６人、部
次長級 12 人、課長級 34 人、課長補佐級 55 人、
係長級103人、主任以下146人の合計356人です。
（採用・退職・教職員除く）
　なお、新規採用は 35人、退職は 29人です。

異動の規模

異動の特色

◉新たに「地域調整監」を総合事務所に配置し、地域振興を図ります

◉課・係の再編

職員数の増減

市民病院・診療所・消防
職員を除いた職員数

全職員数
（短時間再任用を除く）

平成17年
（合併時） 809人 1,036人

令和４年 565人 823人

※いずれも４月１日現在

人事課　☎︎25-1239

　総合事務所長を補佐し、地域住民の意見をお聴きする場である地域事業懇話会の運営や本庁・総合
事務所間の事業調整を行うため、川上総合事務所と旭総合事務所に１人、田万川総合事務所と須佐総
合事務所に１人、むつみ総合事務所と福栄総合事務所に１人、合計３人の職員（課長級）を「地域調
整監』として配置し、さらなる地域振興を図ります。

　組織のスリム化については、令和３年７月に市長部局の部を 12から８に変更したところです。今
回は、課・係のレベルでの組織のスリム化を行い、業務の効率化や組織内の連携を更に図っていきま
す。今回の再編により、市長部局および教育委員会の課は 79から 77となり２課減少し、係は 143
から 129となり 14係減少します。

４月１日付
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市長コラム

　「田万川温泉		憩いの湯」は、島根県との県境にあり、
近くには道の駅「ゆとりパークたまがわ」や田万川キャ
ンプ場があります。
　新たに男子浴室にサウナ、女子更衣室にはパウダー
コーナーを設置。屋外にはバーベキューも楽しめる屋
外テラスを整備し、イベント等にも活用できます。
　また、この多目的テラスではバーベキュー道具のレ
ンタルを行っており、気軽に楽しむことができます。
○営業時間　10:00 ～ 21:00
○休館日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
○入浴料　大人（中学生以上）550円、小人（小学生）
　250円・（小学生未満）100円
田万川温泉	憩いの湯　☎︎ 08387-2-0370

4 月 21 日 リニューアルオープン！

田万川温泉 憩いの湯

浴室と露天風呂

屋外テラス

　4月 3日、１カ月半に渡って開催された「萩
城下の古き雛たち」最終日に花をそえました。

子どもたちの健やかな成長と無病
息災を願う「流し雛」を開催

改修工事完成式テープカット

位置図

　一昨年から続くコロナ禍において、市内でも連日感染者が確認されております。これから人の動きが活
発となるゴールデンウィークを迎えるにあたり、市民の皆様には十分緊張感をもって、引き続き、基本的
な感染症予防対策の徹底をお願い致します。
　先般、行政推進員集会（町内会長等の集会）を、各地域８か所で開催いたしました。ご多用中にもかか
わらず、出席された２６３人の推進員の皆様から活発なご意見を賜り、改めて御礼申し上げます。
　そして、今年のゴールデンウィークは、昨年来中止や延期となっていた様々なイベント等が感染予防対
策を徹底して開催されます。市民の皆様におかれましては、手指消毒やマスク着用等々、感染予防対策を
徹底したうえでぜひご参加いただき、萩を存分にお楽しみください。
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■派遣先での仕事
　2019年度から１年間、東京本部で外国人相談員
向けの研修会の企画・運営、地域国際化推進アド
バイザーの派遣事業等を行いました。2020年度か
らはソウル事務所に赴任し、日本の地方自治体の
国際化を推進するため、イベント等での自治体 PR、
SNSによる情報発信、大学での出前講座、姉妹都市・
蔚
うるさんこういき
山広域市との交流事業を行いました。

 ■今後萩市でどう活かしていきたいか
　萩市と蔚山広域市は日韓初の姉妹都市として、
50年以上に渡り交流を続けています。韓国での経
験を通じて培った知識と人脈を活かして、蔚山広域
市との絆をさらに深めていきたいと思います。また、
最近では、韓国に関心を持つ若い人が増えているの
で、蔚山広域市との交流につなげたいと思います。

■派遣先での仕事
　県内市町の地方公務員制度や地方自治制度に関す
る事務を行い、主に勤務条件等に関する調査を担当
しました。各市町の勤務時間や休暇制度等について
地方公務員法の趣旨に沿っているか等を確認し、助
言を行いました。各市町の状況や好事例について、
調査結果の取りまとめやヒアリングを行い、より深
く知ることができました。
 ■今後萩市でどう活かしていきたいか
　県の立場から、より広い視点で萩市を知ることが
できた経験を活かし、より働きやすい職場づくりを
目指したいです。その結果が、市全体の行政サービ
スの向上に繋がるよう努めていきたいと考えます。
また、県職員や他市町の職員との関わりが広がった
ため、今後も情報交換ができる関係を築き、市の行
政に活かしたいです。

■派遣先での仕事
　創業支援等事業計画認定業務、中国地域女性ビジ
ネスプランコンテスト S

ソ エ ル
OERU、JAPANブランド

育成支援等補助金などに関する業務に従事しまし
た。
■今後萩市でどう活かしていきたいか
　派遣先では、中国地方における事業者支援を学び
ました。現在、中国地方では創業する方・創業後間
もない方に対し、萩市を含めほとんどの自治体で国
の支援策（特定創業支援等事業）を受けることがで
きます。
　こうした支援に加え、萩市の既存の事業者の皆様
や、創業を考えている方々に幅広い事業支援ができ
ればと思います。

■派遣先での仕事
　山口大学大学院経済学研究科では、経営学の学術
的研鑽を深めるとともに、マーケティングの視点か
ら地域に関する研究を行いました。研究の内容に関
しては、「地域ブランド資産価値評価モデルを用い
たプレイスアタッチメントの規定因に関する研究～
萩市の高校生を対象にした実証研究～」と題し、萩
市の若者の地域ブランド認識と地域の愛着の関係に
ついて定量的研究を行いました。
■今後萩市でどう活かしていきたいか
　昨今では新型コロナウイルスの感染拡大に象徴さ
れるように環境変化が激しく、先を見通すことが難
しい時代になっています。こうした状況下では、ど
のように考え実行していくのかが大変重要であり、
派遣先で培った思考力を行政運営において活かして
いきたいと考えています。

（一財）自治体国際化協会
（クレア）に派遣

中国経済産業局産業部
経営支援課に研修派遣

企画政策課

人事課

商工振興課

商工振興課

寺
てらぐち
口　栄

えいこ
子

田中　まなみ

佐
さえき
伯　拓

たくや
哉

松浦　拓
たくと
人

派遣職員の報告

派遣期間：平成31年度～
令和３年度（３年間）

派遣期間：令和３年度（１年間）

山口大学大学院経済学研究
科企業経営専攻に研修派遣
派遣期間：令和２～３年度（２年間）

山口県総合企画部市町課
行政班に研修派遣
派遣期間：令和３年度（１年間）

　市では、　研修の一環として、異なる視点、幅広い視野、知識
と情報のネットワークを広げ、多様な人材を育成していく場とし
て実務研修派遣を行っています。
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※令和４年４月 19日現在の情報であり、変更になる場合があります。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　接種をご希望の方で予約がまだの方は、個別接種は医療機関へ、集団接種（※）は市のコールセ
　ンター、市HP、アプリでお早めにご予約ください。

※市の集団接種は５月 15 日㊐（萩市総合福祉センター）をもって終了します。
　予約申し込みが減少しているため、5 月 22 日㊐（萩市総合福祉センター）は中止します。

　12歳以上 18歳未満の方も３回目接種の対象となりました。
　接種券は、接種時期（２回目接種完了日から６カ月後）を迎えた対象者の方へ順次発送しています。
　◦使用するワクチンはファイザー社製
　◦接種方法は医療機関での個別接種（原則、保護者の同伴が必要）
　予約方法など詳しい情報については、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。

追加接種（３回目接種）に関するお知らせ

接種後の副反応に関するお問い合わせ
■山口県ワクチン接種専門相談センター　　　　☎︎ 083-902-2277（毎日 24時間対応）
　〇ワクチンの副反応等に関する相談
　〇副反応発生時の受診に関するアドバイス

〇ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供
〇ワクチン接種の可否に関する相談

■萩市新型コロナワクチンコールセンター
　☎︎ 0838-21-5672（毎日 9:00 ～ 17:00）
　〇接種時期・場所、接種方法に関すること
　〇集団接種の予約に関すること

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ
■萩市ワクチン接種対策室
　☎︎ 0838-21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）
　〇萩市のワクチン接種全般に関すること

接種はお済みですか？

１・２回目接種に関するお知らせ

申込先 萩市ワクチン接種対策室　☎ 0838-21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）
hagi-reserve@city.hagi.lg.jp

■12 歳以上 18 歳未満の方

■18 歳以上の方

■５歳以上の方
　接種をご希望の方は、下記申込先まで電話またはメールでお申し込みください。萩市ワクチン接種対策室で
　接種日時・接種医療機関を調整し、接種となります（接種回数は２回、間隔は原則３週間）。

　市では新型コロナウイルスワクチン接種を希望される方を対象に、３回目接種、１・２回目接種を
実施しています。
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　上半期と下半期の年２回、予算の執行状況など市の財
政状況を公表しています。
　今回の数値は３月末現在のものであり、出納整理期間

（４月～５月）の執行状況を含んでいないため、決算額
とは異なります。

財政課　☎ 25-3349
　財産管理課　☎ 25-3143

　一般会計予算額は、当初予算に 298億 8,000 万円を計上し、その後の 14回の予算補正（37
億 9,107 万円）と令和２年度からの繰越明許費（34億 5,803 万円）を加え、３月末現在で
総額 371億 2,910 万円となりました。
　特別会計とは、国民健康保険事業など特定の目的をもって事業を行う場合に、その収支を明
確にするための独立した会計をいいます。企業会計の病院事業と水道事業および下水道事業を
除く６つの特別会計の当初予算総額は 149億 3,790 万円で、その後の予算補正（２億 4,343
万円）と令和２年度からの繰越明許費（2,400 万円）を加え、３月末現在で総額 152億 533
万円となりました。

一般会計・
特別会計の
執行状況

　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際に、一時的に多くの資金を必要とする場合
に認められる長期借入金のことです。世代間の住民負担を公平にする役割を果たしています。

会計名 予算現額 収入率 支出率 市債残高
一般会計 371億2,910万円 79.8％	 71.7％	 224億143万円
土地取得事業 100万円 66.5％	 47.0％	
国民健康保険事業（事業勘定） 70億4,733万円 82.7％	 89.6％	
国民健康保険事業（直診勘定） 7億4,560万円 47.1％	 84.0％	 １億5,107万円
休日急患診療事業 1億771万円 26.6％	 78.7％	
後期高齢者医療事業 9億9,603万円 90.5％	 84.8％	
介護保険事業 63億766万円 76.9％	 87.9％	

合　計 523億3,443万円 79.4％	 76.5％	 225億5,250万円

市債残高の
状況

区分 面積・金額
土地 487万㎡
建物 41万㎡
山林 １億3,842万㎡
有価証券 8,870万円
出資による権利 ５億4,938万円
債権 ８億1,591万円

基金
現金 145億2,419万円
土地 １億9,062万円
現物 67万円

　行政目的に使用していない財産について、
維持管理経費の削減と財源確保の観点から積
極的に処分または貸付を行っています。
※水道事業会計、下水道事業会計および病院
事業会計に属する財産は含んでいません。

市有財産の
状況

　一時借入金とは、一時的に資金が不足する
場合に短期間借入するものです。令和３年度
は一時借入金はありません。

一時借入金
の状況

令和３年度下半期
財政状況の公表
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■萩・阿武健康ダイヤル２４（24 時間対応）　☎ 0120-506-322
　看護師など専門スタッフが無料で電話相談に応じます
■小児救急医療電話相談（19 時～翌 8 時）　☎＃ 8000 または 083-921-2755
■こころの救急電話相談（24 時間対応）　☎ 0836-58-4455
　精神科受診など早急な対応に関する相談電話です
■全国版救急受診アプリ「Ｑ助（きゅーすけ）」　⇒ＱＲコード
　症状の緊急度を素早く判定するため、救急車を呼ぶ目安

消防本部警防課　☎ 25-2784、地域医療推進課　☎ 25-2182

救急車は正しく利用しましょう
皆さんの大切な命を守るために

救急車が１年間に 3,000 件以上出動しています！ ４割が軽症です！
　令和３年の救急車出動件数は 3,045 件（１日平均 8.3 件）
で、前年度より 12％増加しています。中でも急病は 18％
と大幅に増加しています。

　令和３年に救急車で搬送された方
の 41％が入院の必要のない「軽症」
の方でした。

◎救急車は緊急性の高い患者を救急病院へ搬送するためのものです。
　緊急性がないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする方への救急車の到着が
遅れ、救える命が救えなくなる可能性があります。
　救急車や救急医療は限りある資源です。救急車の適正利用にご協力をお願いします。
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救急出動件数

急病 一般負傷 交通事故 その他

41％
40％

17％

2％
軽症

中等症

重症

死亡

令和３年　傷病程度別救急搬送割合

次のようなケースで救急車を要請された例がありましたご遠慮ください！
○病院での待ち時間短縮のための利用（救急車で病院へ行けば早く診察してもらえるという理由での要請）
○タクシー代わりの利用（入院予定が決まっている方や外来受診のための要請）
○交通手段がない（病院まで遠く、自家用車がないための要請）
○かすり傷（包丁で指先を数ミリ切ったために要請）
○歯が痛い（診察時間外で痛みに耐えられないために要請）
○虫に刺された（対処方法が分からず、虫の種類も不明なため、不安になって要請）

救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときは利用してください
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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

萩市消費生活モニター

　消費生活に関する情報提供等の活
動を行っていきます。
■モニター　大橋	真

ま さ こ
佐子（椿東）、

中本	真
まゆ み
弓（椿東）、中村	礼

れい こ
子（三見）、

田中	須
す み こ
美子（大井）、藤原	由

ゆ み こ
美子（川

上）、杉山	恵
けい こ
子（江崎）、金

かなだ
田	富

とみ こ
子

（吉部下）、上
じょうざき
﨑	一

かず お
夫（須佐）、藤本		

明
あけ み
美（明木）、藤田	路

みち の
乃（黒川）

■任期		４月１日～令和 5年３月末
消費生活センター　☎︎ 25-0999

松くい虫防除のための薬剤散布
5月16日㊊	～20日㊎
※天候により変更あり
場所：市役所前庭、萩・明倫学舎、
指月小浜、松陰神社前広場、指月公
園、野田家、大井松原・長浜
動力噴霧器、スプリンクラー等に
よる松くい虫防除の薬剤散布を実施
します。
■使用薬剤：エコワン３フロアブル　
またはマツグリーン液剤２

林政課　☎ 25-4194

軽自動車税種別割（市税）の
納期と減免申請

　口座振替の方で、車検用納税証明
書が必要な方は、収納課へご連絡く
ださい。
　身体障がい者等の方で軽自動車税
（種別割）の減免を申請される場合
は、５月 24日㊊までに課税課固定
資産税係、各総合事務所、支所・出
張所で手続きをしてください。
■納期限　５月31日㊋
収納課　☎︎25-3575
　課税課　☎︎25-3485

自動車税種別割（県税）の納付
のお願い
　４月１日現在で自動車を所有され
ている方は、納期限までに納めま
しょう。
■納期限　５月 31 日㊋
※今年度から P

ペ イ ジ ー
ay-easy でも納付で

きるようになりました。
　P

ペ イ ジ ー
ay-easy とは、インターネット

バンキングや対応する ATM で支払
いのできる電子決済サービスです。

萩県税事務所    ☎ 25-9873

年に 1 度は
身体のメンテナンスを！

　市では、病気の早期発見・早期治
療につなげるため、5月から住民健
診を行います。対象者には受診カー
ド（ハガキ）を送付します。

※職場等で検診機会のない方は、健
康増進課にお問い合わせください。
■期間　12月 31日㊏まで
■受診方法　集団健診、または個別
の医療機関で受診
※詳細は、保健ガイド（桃色）を	
ご覧ください。
がん検診：健康増進課　☎︎26-0500
各総合事務所市民窓口部門
特定健診・健康診査：
市民課　☎︎ 25-3147　　
　

「萩
はぎけんいき

圏域 医療・介護・福祉資源
ガイドブック 2022」を HP
で公開！

　「萩圏域	地
ちいきほうかつ
域包括ケアネットワー

ク協議会」（代表：萩市医師会長）が
監修した「萩圏域	医療・介護・福
祉資源ガイドブック 2022」を萩市
医師会が発行しました。
　ガイドブックの内容は市HPから
閲
えつらん
覧できますので、ぜひご活用くだ

さい。
※本ガイドブック（冊子）は、主に圏
域の医療・介護・福祉関係者へ配付
します。
萩市医師会事務局	　　	

　☎︎ 22-0224　　　　
　　　　　　　　　　　		

　20 歳になった方には、厚生年金
保険に加入している方を除き、日本
年金機構から国民年金（第１号被保
険者）に加入したことのお知らせと
保険料納付書が届きます。
■学生納付特例制度
　学生で保険料の納付が困難な方
は、申請して承認されれば、在学期
間中の納付が猶予されます。
　すでに承認を受けている方で、引き
続き在学期間がある方は、日本年金
機構から送付される申請書（ハガキ）
を返送することで手続きできます。
大学・大学院・短大・高等学校・

高等専門学校・専修学校・各種学校
（１年以上の課程に在籍している方

国民年金の学生納付特例制度をご存知ですか？
に限る）、その他の教育施設（夜間・
定時制課程や通信制課程も含む）に
在学し、学生本人の所得が一定額以
下である方
萩年金事務所、市役所本庁市民総
合窓口、各総合事務所市民窓口部門、
支所・出張所
年金手帳またはマイナンバーカー
ド、学生証の写しまたは在学証明書
（原本）
※本人以外の方が申請される場合
は、申請者の身分証明が必要。
萩年金事務所
　☎︎ 24-2158　
　市民課　
　☎︎ 25-3239

お知らせ

がん検診

社会保険被扶養者、国民
健康保険および後期高齢
者医療被保険者、生活保
護受給者、本年度無料が
ん検診ハガキ該当者

特定健診 国民健康保険被保険者
健康診査 後期高齢者医療被保険者
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　成年年齢の引き下げ

　民法の改正により、成年年齢が
20 歳から 18 歳に引き下げられま
した。これによって、令和４年４月
１日に 18歳、19歳の方も新成人と
なります。
　市では、新成人者に対して、市
長、教育長のメッセージを郵送する
ほか、市HPにおいても動画を配信
します。
文化・生涯学習課　☎︎ 25-3590

指定給水工事事業者・排水設備
指定工事店の追加
■事業者名　
　㈱ガーデンプロ（山口市）
　☎︎ 083-941-3673
水道工事等を行う際は、必ず市指定
業者（工事店）へ申し込みください。
水道工務課　　☎︎ 25-2398

　下水道建設課　☎︎ 25-4651

寄付
○長
ながやす
安	スミコさんから、現金10万円

ダニ媒介感染症に気をつけま
しょう

　マダニの活動が盛んな春から秋に
かけては、マダニに咬まれる危険性
が高まります。野外作業や農作業、
レジャー等では気をつけましょう。
健康増進課　

　☎︎ 26-0500

※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。

萩ウェルネスパーク 
スポーツ広場の利用時間の変更

　これまで午前９時～日没までとし
ていましたスポーツ広場ですが、午
後 10時まで個人使用が可能となり
ました。
■個人使用料
一般　　　　150円
高・大学生	　	80 円
小・中学生					40 円　　
※午後５時以降、小・中学生は保護
者同伴
■照明料　100円（１人/１時間）
スポーツ振興課　☎︎ 25-7311

訂正とお詫び
　広報はぎ４月号「令和３年度萩市
子ども栄誉の記録」（10ページ）の
うち、「体育・スポーツ奨励部門（小
学校）」の記録者氏名に誤りがあり
ましたので、訂正してお詫びします。
（正）小田　陸人

◎不用品活用銀行
■おゆずりします
　電気ストーブ、アイロン台（足付き）、
電動ルームランナー、シルバニアファ
ミリーセット、大きなクマのぬいぐるみ、	
テレビボード、冷凍冷蔵庫、冷凍庫、大
名膳、会食用漆椀セット、焼肉ホット
プレート、プリンターのインク、キャッ
チャーのマスク、軟式野球ファースト用
グローブ、無煙ロースター、オイルヒー
ター、国語辞典・漢和辞典、番茶器セッ
ト、お盆、ジョウバ
■おゆずりください
　原付バイク、電子レンジ、ビデオデッキ、
煎茶器セット、キャットタワー、萩幼稚園	
体操服（110サイズ）、電気圧力鍋、ミシン、	
木のベット

※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
６月５日㊐	10:00～15:00
羽織からジャケットを作る
10人
どなたでも
500円（材料費別）
５月 15日㊐	16:00 まで（応募多

数の場合抽選）
◎雑貨の販売について
５月８日㊐～ 22日㊐

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　５月８日㊐～ 15日㊐
12:00 まで
■抽選日　５月 15日㊐　13:00 ～　

◎お楽しみ企画
　ワークショップ開催（毎月販売開
始日）
５月８日㊐　10:00 ～ 14:00

（最終受付）
シュパット風エコバッグ
100円（材料費別）

※事前予約不要で誰でも気軽に参加
できる初心者向けの手作り講座で
す。
エコプラザ・萩は、HP で最新情報
を掲載しています。

　詳細はこちらから→

納期のお知らせ

税金の納期内納付にご協力ください
・軽自動車税（種別割）
・固定資産税（１期）
※納期を過ぎると督促手数料や延滞
金がかかる場合がありますのでご注
意ください。
※コンビニ収納やスマートフォン決
済もご利用ください。
※便利で確実な口座振替をぜひご利
用ください。
■納期限　５月 31日㊋
収納課　☎︎ 25-3575

◎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
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ジオパーク活動補助金

　萩ジオパークの推進に貢献する市
民活動を公募し、補助金を交付しま
す。
市民活動団体、地域住民組織（町
内会や自治会等）
※事業終了後もジオパークの活動を
継続して実施または支援する意思の
ある団体
■対象事業
①大地の遺産の保全、再生、維持の
ための活動、②大地の遺産を伝える
ための教育活動や普及活動、③	大
地の遺産を伝えるための研修会等の
開催、④大地の遺産を生かした特色
のある産業の創出や地域おこし活

動、⑤他地域とのジオパークを通じ
た地域間交流、提携した活動	　　
※国・県、ほか地方公共団体等から
の補助がある場合は対象外
■補助上限額　25万円
■事業期間　交付決定日（６月中旬
頃）～令和５年３月 17日㊎まで
５月 20日㊎までに市HPからダ

ウンロード、またはジオパーク推進
課に備え付けの申請書を提出
ジオパーク推進課
　☎︎ 21-7765　　　　　　
　　　　　　　　　

県営住宅入居者
■募集団地　中津江・第二無田ヶ原・
東萩
■入居可能時期　7月下旬頃
■応募資格　次の要件をすべて満た

している方
①住宅困窮者
②同居親族がある（住宅によっては、
高齢者など一定の要件を備えている
場合、単身入居も可）
③収入基準に該当している
④申込者、同居しようとする親族が
暴力団員でない
■受付期間　５月20日㊎～31日㊋	
(消印有効)
山口県施設管理財団山口支所、萩

立寄所 ( 萩総合庁舎 2階 )、萩市建
築課備え付けの申込書を郵送
山口県施設管理財団山口支所

　☎︎ 083-934-2004
																																				
																													

あなたが主役！　
萩市みんなのアート展作品

　９月１日㊍、萩・明倫学舎３号館
にオープンする萩市民ギャラリーに
展示する作品を広く募集します。
萩・明倫学舎３号館	２階展示室

■会期　９月１日㊍～ 29日㊍
市内に在住・在勤・在学する方、

市にゆかりのある方
■出品部門　平面（絵画等）、立体（工
芸等）、書、写真
■応募点数　各部門１点まで出品可
■作品搬入日　８月７日㊐ 9:00 ～
18:00、８日㊊ 9:00 ～ 12:00
　６月 30 日㊍までに、市民館 , 各
総合事務所 , 各公民館備え付けの出
品申込書を郵送または持参、もしく
はQRコードから申込み
文化・生涯学習課　

☎︎ 25-3511

市営住宅入居者
募集
期間

５月２日㊊
〜13日㊎

■募集団地	
地域 団地名  ※（ ）内は戸数

萩
大島（１）
今古萩（１）
平安古南（１）
無田ヶ原口（１）

川上 堂河内（２）

田万川 おそ吹原（４）
三明（１）

むつみ
平草第３（２）
鎌倉（１）
安附（１）

須佐 本町上（９）
山根丁第２（３）

旭 沖ノ原（２）
佐々並（２）

福栄 桜（１）
※間取り等詳細は、申込書に記載。
■入居可能時期　7月下旬以降
■応募資格　次の要件をすべて満た
している方
①住宅困窮者
②同居親族がある（住宅によっては、
高齢者など一定の要件を備えている

場合、単身入居も可）
③収入基準に該当している
④市税を完納している
⑤申込者、同居しようとする親族
が暴力団員でない
■受付期間・時間　
　5月２日㊊～ 13 日㊎ 8:30 ～
17:15（土・日曜日、祝日は除く）
※募集期間中に応募のなかった住
宅については、6月末まで日毎の
先着順で受付けます。また、地域
の実情に応じて、単身での入居が
可能になることがあります。
※多数回落選者優遇制度有り。
※公営・シルバー＝政令月
収 15 万 8 千 円以下、特公賃
＝政令月収 15 万 8 千円以上、	
一般＝所得制限なし
建築課および各総合事務所産業
振興部門備え付けの入居申請書を
提出
建築課　☎︎ 25-2314、
各総合事務所産業振興部門　
　　　　　　　　　　　		
	　　　　　　　　

募集

募　集
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 「熱中小学校 萩明倫館」第４期生
　地方創生の原動力を育む人材育成
拠点「熱中小学校	萩明倫館」では、
５月からの第４期生を募集します。
５月から９月までの毎月第４土曜
日（全５回）13:00 ～ 15	:30
萩・明倫学舎、総合福祉センター
各界の第一線で活躍する講師陣に
よる個性的な授業
どなたでも
40人程度（先着順）
5,000 円（全５回分の授業料）

※大学生以下の学生は無料
５月 20日㊎までに、氏名・住所・

メールアドレスを記入のうえ、下記
のいずれかで申込み
・市HPの申込フォーム
・申込QRコード
・メール（sangyou@city.hagi.lg.jp）
産業戦略室　☎︎ 25-3351
　　　　　　
花の苗のあっせん販売
６月 11日㊏　９:30 ～ 13:30
総合福祉センター前駐車場
※各総合事務所管内での販売日は、
別途お知らせします。
■種類　サルビア、マリーゴールド、
日々草、アゲラタム、ペチュニア、
コリウス、インパチェンス、ポーチュ
ラカ、トレニア、メランポディウム、
ベゴニア、ブルーサルビア、百日草
※申込多数の場合は、数の調整あり。
１本 50円
苗の入れ物
５月 20日㊎までに、観光課、各

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

　　　　
木育体験の実施事業者
　木材への親しみや利用の意義を学
んでもらうことを目的として、園児
を対象に木育体験を実施します。
市内の事業者等
林政課へ申込書を提出
林政課　☎︎ 25-4194　		

山口県健康福祉祭美術展
バス見学会参加者

6 月 6日㊊　10:00 ～ 15:00
※市役所本庁前駐車場に10:00集合。
防府市地域交流センター（アスピ

ラート）
高齢者が創作した日本画、洋画、

彫刻、工芸、書、写真の展示
10人 (先着順)　

※昼食代は各自負担
5月 24日㊋までに、高齢者支

援課へ　☎︎ 25-3137						
																	
萩海運の船員
①大島航路船舶「はぎおおしま」
船員（甲板員）
②相島航路船舶「つばき 2」
船員（機関員）　　　
■募集人員
　①、②各１人
■応募資格　満 18歳以上
①大島港から乗船勤務できる方
②相島港から乗船勤務できる方
■待遇　萩海運有限会社給与規程に
よる
■選考日　6月 4日㊏
■選考方法　筆記試験、面接　
■採用日　7月 1日㊎
５月 31日㊋までに、市販の履歴

書（写真貼付）を郵送または持参
〒758-0024萩市東浜崎町139-1　
萩海運㈲　☎︎ 25-2040

起業に興味のある方へ
週末起業体験イベント

5 月 27 日㊎ 18:00 ～ 29 日㊐
19:00 まで

萩セミナーハウス、松陰神社
2,500 円～ 5,980 円（５食付）
40	人程度
QRコードから申込み
Startup	Weekend

萩運営事務局（和田）　
☎︎	080-2902-3871			

Hello! 言語交換カフェ
　萩市に住む日本人と外国人が、互
いの言語や文化を教え合う交流の場
です。
6月から 3月までの原則毎月第

2金曜日　19:00 ～ 20:30
市民館　講義室
高校生以下は不可
20人（要事前申込）
市HPの申込フォームまたは

企画政策課へ　☎︎ 25-3342

～持続的な企業経営のための～
『サイバー犯罪対策基礎講座』
Web セミナーを開催します！

　萩市と地域活性化包括連携協定を
締結している、あいおいニッセイ同
和損害保険株式会社と協働し、市内
事業者を対象としたWebセミナー
を開催します。
市内事業者
5月 25日㊌　14:00 ～ 15:30
100 人（要予約）
サイバー犯罪の実態と実被害から

考えるセキュリティ対策について
※「Teams」システムを利用
QRコードから申込み　　		
５月 20日㊎　　　　　　
商工振興課		

　☎︎	25-3108		　　　　　　

講演・講座
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もの忘れ相談会
　最近、もの忘れが多くなってきた
と気になっている方はいらっしゃい
ませんか？この機会にチェックし
て、生活習慣の改善にお役立てくだ
さい。
※もの忘れ相談会は、認知症や病気
を診断するものではありません
５月 27日㊎ 10:00 ～ 16:00
総合福祉センター	1 階
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
20人程度
５月 23日㊊までに地域包括支援

センターへ　☎︎ 25-3521

江
え ふ ね だ け

舟岳のホンシャクナゲ群生地
の観察会

５月７日㊏・８日㊐　
8:00 ～ 15:00
※中央公園駐車場に 8:00 集合。ま
たは、川上公民館前に 8:20 集合。
江舟岳（ホンシャクナゲ群生地）
永井	要

ようめい
明（自然観察指導員）

弁当、水筒、カメラ、雨具、杖など
北浦自然観察会（永井）　
　☎︎ 090-8240-9785

※開催日の３日前までに連絡をお願
いします。

音訳講習会
６月～令和５年１月の毎月第１・

３火曜日		全 14回（８月を除く）
第 1 回　 ６ 月 ７ 日 ㊋	10:00 ～
12:00
萩図書館
音訳の基礎知識と技術の習得
未経験者で音訳奉仕活動に興味の
ある方
５月 24日㊋までに福祉支援課へ
☎︎ 25-3523

自然体験
　～ぼくはここにいるよ～

６月 11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
どなたでも
15人 ( 先着順 )
1,600 円（昼食代込）
５月 31日㊋までに、萩セミナー

ハウスへ			☎︎ 21-7501

松陰を学ぶ会
５月 24 日㊋～令和５年３月の

毎月最終火曜日（全11回）19:00 ～
21:00

総合福祉センター
吉田松陰に関する書籍の読書会
30人程度（当日受付有り）
1,500 円（資料・冷暖房費）
松陰を学ぶ会（阿武）

　☎︎	25-0399

至誠館大学 地域公開講座
2022

（第１回）
６月３日㊎　10:30 ～ 12:00
「紙を折る・切る・つなぐ」
佐藤	智

ともあき
朗（教授）

萩・明倫学舎　　	
至誠館大学　

　☎︎ 24-4000		　　

山口自死遺族の集い
クローバー

毎月第３土曜日（８月・12月
除 く ）13:30 ～ 15:30（ 受 付	
13:00 ～）
山口県福祉総合相談支援セン

ター（山口市）
大切な方を自死で亡くされたご

遺族が、自身の体験や想いを語り
合いわかちあう場です。
200円（茶菓子代）
山口県精神保健福祉センター

　　☎︎ 083-902-2672

令和４年度「萩 IT 松下村塾」塾生募集！
市内在住高校生、または市内高校

在席者 ( 文系・理系、就職・進学不
問 )、山口大学生、至誠館大学生、
市内一般　

萩グローバル IT	人材育成協議会
（企業誘致推進課内）☎︎ 25-3811

																																		
																									

HAGi_（ハギアンダーバー）通信vol.20

　Web会議や ECサイト、QRコー
ド決済などが普及し、消費傾向が変
化する中で、ありとあらゆる業種で
のデジタル活用が求められており、
「しごと」に必須の知識となります。
萩グローバル IT 人材育成協議会で
は、IT 基礎知識を気軽に学べる「萩
IT 松下村塾」を今年度も開設しま
す。
　スマートフォンさえあれば、好き
な時間に好きな場所で自分のペース
で学べるＥラーニングカリキュラム

は、前年度に比べ、導入部分を更に
充実させました。
　また、興味はあるが、なかなかきっ
かけが無いという方を対象に、体験
イベントについても不定期に開催し
ていきますので、是非ご参加くださ
い。
基礎講座：６月～令和５年３月
Eラーニングカリキュラム
特別講座：第３土曜日（予定）
基礎講座修了者の中で希望者の方
100人程度

講演・講座
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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

５月 10日・24日、６月 14日・
28 日、７月 12・26 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

萩市民春季ソフトボール大会
６月 26日㊐
萩ウェルネスパーク	スポーツ広場
市内在住の社会人 (大学生可 )
■チーム編成　原則として行政区単
位で編成。
※チーム編成が困難な場合は、隣接
行政区と混成出場可（女性チームの
場合は、行政区を超えたクラブ・サー
クルでの参加もできます）
○１部　年齢制限なし
○２部　40歳以上。女性は年齢制
限なし
６月３日㊎までに、市民体育館備
え付けの申込用紙を提出（市HPか
らダウンロード可）
スポーツ振興課　☎︎ 25-7311

卓球教室
６月７日㊋から 12月６日㊋まで

の毎週火曜日　19:00 ～ 21:30
土原体育館
ラケットの握り方から打ち方など
卓球の基礎的な練習
市内または近隣に在住・在勤の社
会人で初心者
20人（先着順）
萩市卓球協会
3,000 円
５月 31 日㊋までに、市民体育館

備え付けの申込用紙を提出

県民公開講座
「松陰先生の人となり」
５月 15日㊐　13:00 ～ 14:00
市民館大ホール
白
しらがみ
上	陽

よういちろう
一郎（松陰神社宮司）

（一社）山口県診療放射線技師会　		
☎︎ 083-923-1120

人権・行政・公証相談
５月 10日㊋　10：00～
※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）

５月 13日㊎　10:00 ～
※事前予約制（当日受付可）
■弁護士　馬

うまやはら
屋原	達

たつ や
矢

市民（先着４人、１人 30分）
市役所本庁
消費生活センター　☎︎ 25-0999

無料法律相談
５月 25日㊌　10:00 ～
※事前予約制（５/2から受付開始）
■弁護士　長

ながたに
谷	義

よしあき
明

市民（先着 12人、１人 20分）
市役所本庁
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

県萩健康福祉センター行事
○ 11日㊌	13:30 ～	骨髄ドナー登
録会
○ 18日㊌	13:30 ～	風しん抗体検
査、13:30 ～	HTLV- １抗体検査、
13:30 ～	C 型・B 型肺炎ウイルス
検査、14:00 ～	エイズ即日検査
○ 24日㊋	13:00 ～	心の健康相談
○ 25日㊌	13:00 ～	お酒に関する
困りごと相談
○ 26日㊍	13:30 ～	暮らしと心身
の総合相談窓会
※いずれも予約制

スポーツ振興課　☎︎ 25-7311

写真展×萩人形展
「萩の町並みと夏みかん」 

開催中～５月 29日㊐
９:00 ～ 17:00（水曜日を除のぞく）
平安古かいまがり交流館
萩の町並みと夏みかんを古写真で

紹介し、萩人形で夏みかんの収穫風
景を再現。粘土で作られた夏みかん
のアート盆栽も展示
まちじゅう博物館推進課　

　☎︎ 25-3290

あったかマルシェ
5 月 20日㊎　10:30 ～ 13:00
総合福祉センター	多目的ホール
市内の障がいのある方や、利用施

設で作られる野菜や手づくりのお菓
子、オリジナル雑貨などを販売
萩市社会福祉協議会

　（等々力・福田）　　
　☎︎ 22-2289　　　　　　　

北浦歌謡フェスティバル
５月 29日㊐　９:50 ～ 16:30

　（開場	９:00 ～）
市民館大ホール
（第一部）　北浦歌謡Ｇあなたの

ステージ、（第二部）北浦オールス
ター演歌の競演、（第三部）ゲスト
歌手歌謡ショー
前売入場券2,000円（当日2,500

円）
■販売場所　萩楽器店、市民館、
アトラス萩店ほか
NPO法人北浦音楽芸能文化協会　

☎︎ 22-6545
　

相　談

スポーツ

イベント
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健康増進課　☎ 26-0500５月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
９日㊊	倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
11日㊌	城東タマちゃん体操会/城東会館/13：30～、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～
12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～
13日・27日㊎	健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/
中央公園/10：30～
13日㊎	三見ソナタ/三見公民館/13：30～
17日㊋・31日㊋	こころの相談日（※）/萩市保健セ/
10：00～
19日㊍	浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/
13：30～
20日㊎	健康・栄養相談/総合福祉セ/10：30～
24日㊋	江向体操教室/江向１区公会堂/13：30～
27日㊎	今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家
/13：30～

◉田万川・須佐地域
９日㊊	平山台体操/平山台駐車場/11：00～
10日㊋	応援隊体操/田万川体育館/10：00～
11日㊌	弥富元気クラブ/弥富公民館/9：30～
12日㊍	エアロビクス教室/小川交流セ/10：00～、	
みんなの健康運動教室/須佐保健セ/13：30～
13日㊎	元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～
17日㊋	すくすく相談会/田万川保健セ/10：00～
19日㊍	エアロビクス教室/田万川体育館/10：00～
29日㊐	新・健康ちょ筋教室/小川交流セ/8：40～

◉旭・川上地域
10日㊋	乳幼児相談（※）/旭マルチメディアセ/10：00～
20日㊎	川上健康運動教室/川上保健セ/9：30～
24日㊋	あさひ健康運動教室/旭活性化セ/10：00～

◉むつみ・福栄地域
11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～
19日㊍	乳幼児相談（※）/ふくえ～る/10：00～
26日㊍	福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る/13：30～

「萩往還梅林園」
　梅もぎふれあいデー

　収穫した梅を１㎏、100 円で購
入できます。
※早朝から並ばないでください。
5月 28日㊏　9:00 ～ 15:00

※荒天の場合、５月 29日㊐に順延
萩往還梅林園
収穫用の袋、マスク・手袋着用
観光課　☎︎ 25-3160

ブックレットシリーズ
「萩ものがたり」春の新刊
○ 73 号「萩の歴史的町並み　下巻　
城下町と市町」
大槻	洋二（萩博物館長・萩まちじゅ
う博物館長）
定価　660円（税込）A5版 68Ｐ
　武家地や町人地の５地区と街道沿
いの市

いちまち
町７地区を取り上げ、藩政期

の絵図から現在の景観を読み解く。
○ 74 号「大村益次郎　近代的学知
の受容と実践（上）幕末編」
竹本	知行（安田女子大学准教授）
定価 550円（税込）A5版 56Ｐ
　「近代軍制の創始者」である大村
益次郎は、多様な学問・知識の伝達
者であり媒介者でもあった。上巻幕
末編では、大村の前半生に迫る。
（一社）萩ものがたり　☎︎25-3233

○ドライブ・マイカー　　		
○ 99.9刑事専門弁護士THE	MOVIE　　　　			　　　　　　　　　　　　　　　　

○海辺の彼女たち　	
○呪術廻戦０　　　　　		
○大怪獣のあとしまつ　		
○高津川　　　　　　　			
○ウエスト・サイド・ストーリー				
○カム・アンド・ゴー　　			

萩ツインシネマ　☎︎ 21-5510

　　　　最新情報は
　　　　こちらから⇒　

～ 5/6　　　

～ 5/6
4/30 ～ 5/20

		4/30 ～
		5/7～27
			5/14 ～
				5/14 ～
　			5/28 ～

イベント ツインシネマ
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人の動き 人口／44,151人（前月比-270）　男／20,456人（前月比-138）	　女／23,695人（前月比-132）
世帯数／22,834世帯（前月比-48）	　出生／15人　死亡／96人　（令和４年３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 /広報課	☎︎ 25-3178　FAX	26-5458
　メール	kouhou@city.hagi.lg.jp　

慶 弔 だ よ り

※令和４年３月 16日～４月 15日の期間で、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

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　５月第2・4土曜日　9:00～ほか
▶放送局　はあぶビジョン121ch　☎︎25-7400
◎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　☎︎26-0775
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1日

●萩焼まつり（～4日）/市民館小ホール/9:00～
　※実店舗販売は5日まで、オンライン販売は31日まで
●須佐湾フィッシングパークGW営業（～5日）/須佐湾フィッシングパーク/9:00～
●萩・明倫学舎マルシェ（～5日）/萩・明倫学舎本館正面玄関付近/10:00～
●こいのぼりの風船に塗り絵をしよう！（～8日）/萩・明倫学舎/9:00～
●萩・明倫学舎に迷路現れる！（～8日）/萩・明倫学舎天井裏見学室/10:00～
●「発掘された山口」巡回展（～22日）/大井公民館/9:00～
●特別展「百年の布～美しき襤褸の世界～」（～6/19）/萩博物館/9:00～
●千葉市美術館所蔵 新版画―進化系UKIYO-Eの美（～6/19）/山口県立萩美術館・浦上記念館
　/9：00～
●企画展「海外の絵入り新聞に見る幕末維新」（～11/27）/萩・明倫学舎/9:00～
●萩八景遊覧船運航（～11/30）/指月橋そば/9:00～
●子どもの読書週間関連行事「絵本を読んで世界地図をつくろう」（～12日）/子ども図書館
　/9:30～
●新一年生から新一年生へ～この絵本、読んであげたい～（～15日）/須佐図書館/9:30～
●樹木医草野さんと名木散歩　第2弾～田万川編～（～29日）/須佐図書館/9:30～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

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

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

3火

●萩・大茶会/花
はなのえちゃてい

江茶亭（萩城跡指月公園）/10：00～
●新橋～横浜間鉄道開業150周年記念 特設展示（～12/4）/萩駅舎/9:00～
●城下町萩・堀内散策/堀内地区/9:00～
●萩往還まつり「技・明木展」mini/萩往還交流施設「乳

う ば
母の茶屋」周辺/10:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

4水
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～
●ビーズリングアクセサリー作り/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）

5木
●奇兵隊パレード/萩城城下町/10:30～
●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）

6金 ●大谷先生のやきもの展（～6/30）/明木図書館/9:00～ 外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

7土
●科学の本であそぼ（～20日）/明木図書館/9:00～
●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

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

8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）

9月
外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

10火

●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/からふる/10:00～
●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～
●行政相談/川上公民館/13:30～、田万川総合事務所/14:00～

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

11水

●萩市役所ロビーコンサート（ソプラノ独唱）/市役所ロビー/12:15～
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●ちっちゃなおはなし会（毎週水曜日）/明木図書館/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）
ふじわら（22-0781）

12木 ●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00～
外科
内科
小児科

兼田（22-1113）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

13金
●だんすダンス！（27日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄コミュニティセンター/9:00～、旭マルチメディアセンター/10:00～

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
花宮（25-8738）

14土 ●萩・夏みかんまつり（～15日）/かんきつ公園、旧田中別邸/10:00～ 外科
内科

玉木（22-0030）
柳井（22-0748）

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

※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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15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）

16月
外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

17火 ●心配ごと相談/弥富公民館/9:30～ 外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

18水
●元気なときにかかる医者/児童館/10:30～
●国際交流員の英語で読み聞かせと遊び/子ども図書館/16:00～

外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

19木 ●ピヨピヨ「外で遊ぼう」/児童館/10:30～ 外科
内科

かわかみ（21-7538）
市原（22-0184）

20金 ●行政相談/須佐総合事務所/10:00～ 外科
内科

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

21土 ●はぎマルシェ/中央公園/11:00～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

22日

●浜崎伝建おたから博物館/浜崎本町筋周辺/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）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

23月
外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

24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～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

25水 ●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」/萩光塩学院幼稚園/10:00～ 外科
内科

萩むらた（25-9170）
ふじわら（22-0781）

26木 ●子育て相談/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）
いわたに（24-2100）

27金
外科
内科

かわかみ（21-7538）
市原（22-0184）

28土
●梅もぎふれあいデー/萩往還梅林園/9:00～
●みんなでミュージック/児童館/13:30～

外科
内科

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

29日
●井上勝ゆかりの地を巡る探訪ツアー/井上勝旧宅地外/10:00～
●「筝のある風景in萩・明倫学舎」vol.1」/萩・明倫学舎/11:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

30月
外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

31火 ●心配ごと相談/川上総合事務所/13:30～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

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、16 ページに掲載しています。

※月～金曜の当番は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。

受付時間　21:30 まで
診療時間　22:00 まで

※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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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？

5 月 29日㊐まで
　9:00～17:00（入館は16:30まで）
毛利博物館

  ☎︎	0835-22-0001

防 府

5 月 22日㊎まで
　9:00～17:00（入館は16:30まで）

山口市小郡文化資料館
　☎︎	083-973-7071

山 口

5 月 28日㊏　17:00 から
秋吉台国際芸術村

		☎︎	0837-63-0020

美 祢

５月 29日㊐まで　9:30 ～ 17:00
世界を旅する植物館（ときわ公園内）
ときわ公園課	
　	☎︎		0836-37-2888

宇 部

６月７日㊋まで　9:00 ～ 16:30	
山陽小野田市歴史民俗資料館

　☎︎	0836-83-5600

６月８日㊌まで
　9:00 ～ 17:00（木曜休館）
安野光雅美術館 

　☎︎ 0856-72-4155

津和野 人々の暮らしの詰まった
「旅の絵本」展　第 1 期

ガムラン公演「花のみち」
～マルガサリの秋吉台～

企画展
「山頭火と小郡農学校」

萩市地域おこし協力隊活動紹介 43 おいでませ、豊かな暮らし応援課
　☎25-3360

廣
ひ ろ せ

瀬 芳
よしひさ

久 龍
りゅう

　竜
りょうま

馬
■着任日　令和２年 11月
■前住所　東京都練馬区から移住
■配属先　林政課
■現在行っている活動　浜崎地区の

祭りやイベントによる活性化・空き家活用等の古民家
再生の取り組み、また、萩の森林資産 (スギ・ヒノキ )
の活用方法の提案を行っています。
■今後の展望　浜崎地区での各種イベント（蚤の市・
外国人祭り・竹灯籠祭り・コンサート等 )の開催を計
画しています。また、古民家再生時の萩産木材の販売
を促進するなど、萩市ならではのオンリーワンの取り
組みを進めていきたいと思っています。 

■着任日　令和３年 10月
■前住所　愛知県一宮市から移住
■配属先　田万川総合事務所
■現在行っている活動　リニューア

ルオープンした田万川温泉の企画（イベント・ワーク
ショップ企画、集客方法の立案、BBQメニューの考
案など）の実施に取り組んでいます。
■今後の展望　田万川温泉を地域内外の新たな交流拠
点にできるような取組を進めていきます。田万川温泉
を拠点に、地域の魅力を多くの方に知っていただき、
地域のファンを増やしていけるような取り組みを実現
していきたいです。

バラ旅 
～ rose journey ～

常設展示特設コーナー 10 分
でわかる山陽小野田市の歴史

毛利博物館企画展「大江広元 -
鎌倉殿を支えた毛利氏の祖 -」

　14 人（ 4 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。

（61 歳） （35 歳）

５月３日㊋・４日㊌・５日㊍　開演 19:00
高津柿本神社舞殿
1,500 円（中学生以上）、700円（小学生）

　未就学児無料
益田市観光協会　☎︎ 0856-22-7120

　５月までに、長門市で開催される期間
限定の体験プログラム「ナガトリップ」
を紹介します。「ながとのとっておき」
をどうぞお楽しみください。
長門市観光コンベンション協会

　☎︎ 0837-27-0074

ながとりっぷ 2022

ながと路
石見の夜神楽特別公演

美しい自然、豊富な海と山の幸、 そしてロマン溢れる歴史と文化がぎゅっと
詰まった 山口県北部と島根県西部にまたがる「ながと路」のイベント情報

長門市 益田市
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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。

　萩出身の井上	勝（長州ファイブの一人）が深くかかわった明
治５年（1872）の新橋～横浜間の鉄道開通を、写真や絵図、古文
書などさまざまな資料をパネルにして紹介します。

観光課
　☎︎ 25-3139萩駅舎に特設展示コーナー設置

新橋～横浜間鉄道開業 150 周年記念

５月３日㊋㊗～12月４日㊐　9:00～17:00（無休）
JR萩駅舎内「萩市自然と歴史の展示館」

明治５年（1872）発行の新橋駅舎と蒸気機関車を描く錦絵

NPO萩まちじゅう博物館　
　☎︎ 25-3177　	

　古地図やガイドさんの説明からヒントをもらって、萩城の昔の様子を知る手がかりや「へぇ～」という
ポイントを見つけるおたから探しです。おたからカード 10	枚を探して揃える時間を競い合います。

萩まちじゅう博物館　
初夏の特別企画 萩城跡でおたから探し！

６月５日㊐　10:00	スタート（約１時間程度）※小雨決行
■集合場所　指月第一駐車場（9:50	集合）
小学生（低学年は保護者同伴）　 30	人
１人 100	円（保険料）

※市外の方は別途入園料が必要
マスク、動きやすい服装、帽子、雨具、飲み物
５月９日㊊から電話または、申し込みフォーム→
５月 27	日㊎まで

　奇兵隊士が白壁となまこ壁の美しい城下町
をパレードします。
５月５日㊍㊗　10:30 ～ 12:00

■ルート　江戸屋横町～晋作広場～菊屋横町

観光課　☎︎ 25-3139
奇兵隊パレード開催！

★晋作広場で奇兵隊士や「萩にゃん。」と	
　写真撮影ができます！
　※10:40～、11:20～の各20分間を予定

浜崎伝建おたから博物館
　浜崎伝建地区を舞台に、旧家に伝わる「おたから」を見ながら、
数々の出し物をお楽しみいただけます。飲食などのお店も数多
く出店し、今回は「浜崎蚤の市（骨董市）」も初めて開催されます。
５月22日㊐　9:00～15:00　　 浜崎本町筋周辺　

※ポスター等に掲載の自衛隊音楽パレードは、
　中止となりました。

文化財保護課　☎︎ 25-3238、旧山村家住宅　☎︎ 22-0133

◀「蒸気車出発時刻
　賃金附

づけ
」萩博物館蔵

　（おがわ是苦集）

■主催　NPO	萩まちじゅう博物館　古地図ガイドチーム歩
あ す み
隅見

参加者全員に
景品をプレゼント！
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　筝の奏でる優雅な音色が木造校舎に似合います。
５月 29日㊐　11:00 ～、13:30 ～
萩･明倫学舎本館１階インフォメーションセンター

■出演		ストゥリングス
■曲名	「ジャズメドレー」、「グリーンウインド」、「蛙」など

「箏のある風景 in 萩･明倫学舎 vol.１」

　木の生きたにおい、木の生きた肌ざわりを感じな
がら、ヒノキの輪切りに自分の顔を描きませんか。
６月５日㊐　10:00 ～ 11:30

「木の話を聞き、木と仲良くしよう」教室

復元教室　		 市内の小学生　 30人（先着順）　　
５月８日㊐	9:30～NPO萩明倫学舎へ☎︎21-0304

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎ 24-2400休館日  5月9日㊊・16日㊊・23日㊊・30日㊊

展示やイベントに関する
詳細は、公式HPから⇒

公式
Twitter ⇒

《特別展示》 千葉市美術館所蔵　新版画―進化系 UKIYO-E の美
6月19日㊐まで（前期:～5月22日㊐、後期:5月24日㊋～）
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　 会期中の毎週日曜日	11:00～12:00　 20人

５月１日㊐～８日㊐　
　9:00 ～ 16:00
萩･明倫学舎本館１階

インフォメーションセンター
100円（先着150人、

　なくなり次第終了）

こいのぼりの風船に塗り絵をしよう！

４月29日㊎㊗～５月８日㊐	10:00～16:00
萩･明倫学舎本館２階天井裏見学室

迷路現れる！
NPO萩明倫学舎　☎︎21-0304

「萩SHOWIN隊 ＆ TSUBAKI娘」
５月４日㊌㊗		①13:00～、②14:00～、③15:00～

歴史パフォーマンス
「萩・こどもmanabi隊」
５月５日㊍㊗		①13:00～、②14:00～、③15:00～

※両日ともに、旧萩藩校明倫館南門前で開催（雨天時：多目的復元教室）

萩･明倫学舎に

　萩ならではの特産品が大集合！新鮮な野菜や、夏みかん、
パンが並び、キッチンカーも来ます（日によって出店者が
変わります）。
５月１日㊐～５日㊍㊗

　10:00 ～ 16:00
萩･明倫学舎本館

　正面玄関付近
萩･明倫学舎推進課
　☎︎21-2018

萩・明倫学舎マルシェ萩・明倫学舎マルシェ

《普通展示》 止
とめはら

原理
ま さ み

美―現在形の陶芸 萩大賞展V大賞受賞記念　
５月17日㊋から12月18日㊐まで

○止原理美氏による展示作品解説
5 月 28日㊏	11:00 ～　 10人

《イベント》 美術館シールラリー　
４月29日㊎㊗から５月５日㊍㊗まで　 受付

萩･明倫学舎で遊ぼう！～学舎維新祭～

日本庭園を歩く
　期間限定で萩・明倫学舎の
中庭を開放します。鮮やかな
新緑を眺めてみませんか。
５月１日㊐～５日㊍㊗、	
　５月の土日　10:00 ～ 16:00（荒天中止）

小
こ ば や か わ

早川清
きよし
「近代時世粧ノ内一 ほろ

酔ひ」昭和5年(1930) [前期で展示]▶

※作品解説は要事前
　予約、要観覧券
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萩博物館

■会期　６月 19 日㊐まで
※ 6月 8日㊌～ 10日㊎は休館
　風土と細やかな手仕事から生まれた美しき襤褸たち
を紹介します。

新緑のシーズン到来！

　農家さんオススメの季節野菜はもちろん、萩産農水産物
を使った加工品を購入することができます。
５月 21日㊏　11:00 ～ 14:00　　 中央公園

農政課　☎︎ 25-4192はぎマルシェ

※出店情報など詳細は公式 FaceBook、
　Instagramをご覧ください。
★出店者を随時、募集しています！

毎月第３土曜日開催

■開館時間　9:00 ～ 17:00（入館は 16:00）

体験イベント「裂織をつくろう」（要予約）
　ミニ機織り機で裂織のコースターを作ります。
5月15日㊐、6月５日㊐	①10:30～、②13:00～
各回３人　　 講座室
無料　 各日３日前までに萩博物館へ電話

ギャラリートーク　学芸員による見どころ解説
5月22日㊐、6月11日㊏　各日 14:00 ～
各回 15人（先着順）　　 企画展示室

大人 520円、高校・大学生 310円、
　小・中学生 100円、未就学児無料

萩オープンガーデン
　花々が美しいこの時期に、普段見ることができな
い市内の個人やお店、名

めいさつ
刹の庭園を開放します。

５月 21日㊏～ 29日㊐
萩市内 12カ所（有料施設も含まれます）
室田家、菊屋家住宅、熊谷美術館、花

は な な り
南里の庭、東光寺、

観光課
　☎︎ 25-3139

▲ホトリテイの庭園

口羽家住宅、ホトリテイ、	
平山台フルーツ・ガーデン、
横田家（河添）
【新規追加】豊田家（金谷）、
芳和荘、はぎ風鈴
■入園無料パスポート
観光課、萩市観光協会、
各会場で配布

☎ 25-6447

特集展示「川上地域の山
さんしょう

樵用具」
6 月 19日㊐まで　 人と自然の展示室

一坂太郎特別学芸員ギャラリートーク
◎「高杉晋作の生涯」
５月３日㊋㊗　13:30 ～（約 40分）

◎「奇兵隊の人々」
５月 22日㊐　13:00 ～（約 40分）
高杉晋作資料室

※予約不要・参加無料（観覧料は必要）

　会期後半となる4月29
日からは、重要有形民俗
文化財「波佐の山村生産
用具」から和紙で作られ
た「紙布」の仕事着など、
近隣地域の特色ある資料
を展示しています。

特別展「百年の布〜美しき襤
ぼ ろ

褸の世界〜」

　市内の流派が緑美しい指月公園で茶席を設け、
青葉が薫る毛利の居城「萩城跡」を舞台にお抹茶
の接待が行われます。
５月３日㊋㊗のみ　10:00 ～ 15:00
花
はなのえちゃてい
江茶亭（萩城跡指月公園）

観光課
　☎︎ 25-3139

“茶の湯文化”に触れてみませんか？
萩・大茶会 観光課

　☎︎ 25-3139
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▶

萩市役所萩市役所ロビーコンサートロビーコンサート 文化・生涯学習課　☎︎25-3511文化・生涯学習課　☎︎25-3511

最新の情報を随時お届けします！
公式Facebook「山口県萩市」

　夏みかんや夏みかん製品の販売、夏みかんクイズ　夏みかんや夏みかん製品の販売、夏みかんクイズ
ラリーやガラポン抽選会、抹茶席などがあります。ラリーやガラポン抽選会、抹茶席などがあります。
５月 14日㊏・15日㊐　10:00 ～ 16:00５月 14日㊏・15日㊐　10:00 ～ 16:00
かんきつ公園、旧田中別邸かんきつ公園、旧田中別邸
萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課）萩・花ごよみ実行委員会（萩市観光課）

　☎︎ 25-3139　☎︎ 25-3139

萩焼まつり実行委員会（萩商工会議所内）　萩焼まつり実行委員会（萩商工会議所内）　☎︎ 25-3333☎︎ 25-3333

■特典（協賛店・オンライン共通）
　公式HPを見た方やDMハガキが届いた方が、
萩焼を購入すると、素敵な特典をプレゼント！

■各窯元・店舗各窯元・店舗
５月１日㊐～５日㊍㊗５月１日㊐～５日㊍㊗（各店舗の営業時間）（各店舗の営業時間）

■市民館小ホール　８事業者が参加！市民館小ホール　８事業者が参加！
５月１日㊐～４日㊌㊗　9:00～18:00(4日は16:00まで)５月１日㊐～４日㊌㊗　9:00～18:00(4日は16:00まで)

実店舗販売（協賛店）実店舗販売（協賛店） 直接お店で！ お任せください！

萩・  萩・  　　　　　 　　　　　 まつりまつり夏みかん夏みかん

萩焼の	　　は消さない !!萩焼の	　　は消さない !!炎炎

夏みかんづくしのイベント！夏みかんづくしのイベント！

５月 11日㊌　12:15 ～ 12:45５月 11日㊌　12:15 ～ 12:45
■演奏者　秋山	演奏者　秋山	美美

よし えよ し え
恵恵（（ソプラノソプラノ）、荒瀬	美保（）、荒瀬	美保（ピアノ伴奏ピアノ伴奏））

第６回第６回 第７回第７回 ６月１日㊌　12:15 ～ 12:45６月１日㊌　12:15 ～ 12:45
■演奏者　木橋	演奏者　木橋	奏奏

かな こか な こ
子子（（ピアノピアノ）、安部	）、安部	浩浩

ひろのぶひろのぶ
信信（（サクソフォーンサクソフォーン））

　今年の萩焼まつりは、参加事業所の各店舗や市民館小ホールを会場として、市内を周遊　今年の萩焼まつりは、参加事業所の各店舗や市民館小ホールを会場として、市内を周遊
しながら、萩焼のお買物を楽しめるイベントとして開催します。しながら、萩焼のお買物を楽しめるイベントとして開催します。
　また、「萩焼まつり公式HP」では、萩焼のオンライン販売も同時開催し、全国に向けて	　また、「萩焼まつり公式HP」では、萩焼のオンライン販売も同時開催し、全国に向けて	
魅力を発信します。（新型魅力を発信します。（新型コロナウイルスコロナウイルスの影響により、市民体育館での開催は中止）の影響により、市民体育館での開催は中止）

萩焼萩焼まつりまつり

萩焼まつり萩焼まつり
公式HP公式 HP▶

オンライン販売オンライン販売
５月１日㊐～ 31日㊋５月１日㊐～ 31日㊋

同時開催！

萩焼コンシェルジュ萩焼コンシェルジュ
参加店舗の特徴や周遊ルート等を	
スタッフがご案内します。
5月1日㊐～5日㊍㊗
萩・明倫学舎本館玄関

「萩のシンボル・夏みかんの花と佐々並散策を楽しもう！」「萩のシンボル・夏みかんの花と佐々並散策を楽しもう！」
５月15日㊐　　５月15日㊐　　 2,000円（大人・小学生）2,000円（大人・小学生）
■行程　中央公園 9:00⇒萩八景遊覧船⇒萩・夏みかん行程　中央公園 9:00⇒萩八景遊覧船⇒萩・夏みかん
まつり⇒佐々並（昼食・旧小林家住宅）⇒直売所つつじまつり⇒佐々並（昼食・旧小林家住宅）⇒直売所つつじ
⇒中央公園 15:00⇒中央公園 15:00

　　市内各地域の花の見どころをめぐり、気軽な日帰り市内各地域の花の見どころをめぐり、気軽な日帰り
観光を楽しんでみませんか？観光を楽しんでみませんか？

萩の季節の花めぐり萩の季節の花めぐり バスツアーバスツアー

「「アジサイアジサイ・・ハナショウブハナショウブ・男命いか・名酒を楽しもう！」・男命いか・名酒を楽しもう！」
６月18日㊏・25日㊏　　６月18日㊏・25日㊏　　 3,000円3,000円（大人・小学生）（大人・小学生）

■行程　中央公園 8:40 ⇒木間菖蒲園⇒澄川酒造場⇒行程　中央公園 8:40 ⇒木間菖蒲園⇒澄川酒造場⇒
中島観光農園⇒須佐男命いか（昼食）⇒いかマルシェ⇒中島観光農園⇒須佐男命いか（昼食）⇒いかマルシェ⇒
道の駅ゆとりパークたまがわ⇒中央公園 16:00道の駅ゆとりパークたまがわ⇒中央公園 16:00
■共通事項共通事項
NTANTAトラベルトラベルHP、またはHP、または

FAX：21-0021から申し込みFAX：21-0021から申し込み
22人（先着順）22人（先着順） 観光課　☎︎25-3139観光課　☎︎25-3139


