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ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！
今回の萩の魅力は、先月に引き続き、世界遺産「明治日本の産業革命遺産ー製鉄・製鋼、造船、石炭

産業ー」を構成する、萩の５資産を詳しく紹介します。

　世界遺産「明治日本の産業革命遺産」は、８県 11 市に点在する 23 の資産で構成され、日本で初め
ての本格的な「シリアルノミネーション」という手法により、その価値を証明しています。
　これは、ひとつのストーリーに沿って関連する複数の資産を集めることにより、世界遺産としての価
値を有するもので、23 の資産をひとつの集合体として見るといった手法です。
　1850 年代から 1860 年代前半にかけての幕末期の日本は、海外からの脅威に対する海防強化のため、
製鉄や造船の近代化に挑戦した時期でした。萩（長州）藩は、当時鎖国という環境下で西洋の技術書や
間接的な情報を頼りに、自力で試行錯誤して工業化を進めました。その証が「萩城下町」、「萩反射炉」、

「恵
え び す が は な

美須ヶ鼻造船所跡」、「大板山たたら製鉄遺跡」、「松下村塾」であり、「萩の産業化初期の遺産群」と
してグループ分けされ、８県 11 市が紡ぐストーリーの最初に位置付けられています。

#2

　足
を運
んでみよう！

　萩城下町は、藩主が日本の工業化初期に試行錯誤
を重ねた幕末当時の社会的背景を物語る資産として
評価されています。その範囲は、指月山を含む城跡、
旧上級武家地（堀内、外堀）、旧町人地となっており、
城としての要素、上級武家地としての要素、町人地
としての要素を証明する場所であり、当時の政治・
経済・文化・教育の拠点となっています。

　海軍力強化のため、幕府や諸藩は洋式艦船の建造
に取り組みます。幕府においては、1853 年のペリー
来航を受け、これまで禁じていた大船建造を奨励し、
海軍教育のために長崎に長崎海軍伝習所を創設しま
した。萩（長州）藩は、ここに多くの藩士を派遣し、
洋式海軍の伝習をうけさせました。
　洋式造船技術を学んでいた木戸孝允は、藩主に洋
式船の建造を申し立て、恵美須ヶ鼻造船所が建設さ
れました。ここでは、２隻の洋式帆船「丙

へいしんまる
辰丸（ロ

シア式）」と「庚
こうしんまる

申丸（オランダ式）」が建造され、
現在もその証拠となる造船所の跡が地下に眠ってい
ます。

産業化初期の封建的社会背景を物語る！
萩城下町

　萩の反射炉は、萩（長州）藩が 1856 年（安政３
年）に試作しました。幕末、日本各地で導入された
反射炉が成功に結びつかなかったことを物語る唯一
の資産です。日本で初めて反射炉を作った佐賀藩に、
萩（長州）藩が造り方等を教えてもらおうとしまし
たが断られたため、佐賀の反射炉を見学した結果を
基に、試作したものです。高さは 10.5 ｍ。当初は、
石でつくられた部分に漆喰が塗られていました。
　反射炉実用化の失敗といった事実は、日本の工業
化が試行錯誤しながら発展したことを示していま
す。（翌 1857 年、韮山の反射炉が建設。）

製鉄技術に見る試行錯誤！
萩反射炉

洋式艦船建造の試み
恵美須ヶ鼻造船所跡　
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　1856 年に恵美須ヶ鼻造船所跡で丙辰丸が建造さ
れた際、その建造に使用された鉄は、萩の城下町か
ら北東約 23㎞に位置する大板山たたらから運ばれ
ています。船の材料には和釘や碇などの部材に製鉄
品が使われました。大板山では、「足踏みふいご」
と呼ばれる風を送る装置を使った日本古来の製鉄方
法により鉄が生産され、萩（長州）藩だけでなく、
他の藩にも鉄を供給した記録もあります。
　西洋の製鉄技術が導入される前の日本の伝統的な
たたら技術の遺構となっています。

　明治日本の産業革命遺産を構成する松下村塾にお
いて、吉田松陰は、海防の必要性や西洋の産業技術
の必要性を提唱して人材の育成を図りました。その松
下村塾からは、政治家だけでなく、渡辺蒿

こうぞう
蔵や正木

退蔵など、経済や産業分野に進んだ人々もたくさん
いました。密航留学生の長州ファイブも、松陰の思想
の影響を受け、日本の近代化に大きく貢献しています。
　塾生たちはこの松下村塾で、産業国家の礎を担う
志を育み、ここから明治維新を牽引した多くの人々が
輩出されました。

　これら５資産を直接訪問する前にまず、萩・明倫学舎２号館の世界遺産ビジ
ターセンターに行きましょう。ドローンによる資産の空中映像（圧巻！）や大
板山たたらの足踏みふいごなど、わかりやすく説明した展示により、楽しく萩
の５資産を知ることができます。

軍艦建造に貢献した江戸時代の製鉄技術 工学教育の先駆者吉田松陰の私塾
大板山たたら製鉄遺跡 松下村塾

世界遺産ビジターセンター

菊屋家
住宅

木戸孝允
旧宅

→次回は、萩ジオパークを紹介します。

※絵画コンクールの
　優秀作品から掲載
　しています。
　ぜひ、現地で実物
　をご覧ください。
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　平成 25 年７月 28 日に発生した萩市東部集中豪雨災害は、市に甚大な被害をもたらしました。
この災害の経験と教訓を風化させることなく、日頃から災害に対する備えを強化し、一人ひとりの
防災意識を高めましょう。

７月 28日は「萩市民防災の日」

◆式典・防災講演会
７月 28 日㊍　18:30 ～ 19:30
総合福祉センター 多目的ホール

■講演会　「見島分屯基地の災害派遣について」
■講　師　安永 英

ひでのり
徳

　　　　　（航空自衛隊見島分屯基地司令）
７月 20 日㊌までに、防災危機管理課へ

　☎︎ 25-3808

７月 25 日㊊～８月 10 日㊌
市役所ロビー

◆ NPO 法人防災・砂防ボランティア
協会によるパネル展示

　家族で、地域で、職場で「防災」につい
て話し合いましょう。

◆ 7 月 23 日㊏〜 29 日㊎は
　「萩市防災週間」

　6 月 2 日、認証 40 周年を記念し、国際ソロプ
チミスト萩から市へ寄付がありました。
　下記のとおり、これまでの奉仕活動で得た収益
金をもとに、600 万円相当の寄付をいただきま
した。それぞれの目的に沿って活用させていただ
きます。
■寄付物品等
○移動図書館わくわく号運行のため 500 万円
○防災用ワンタッチテント　10 張
○カセットガス式非常用発電機　3 台
○小中学校への生理用品　6,000 個

国際ソロプチミスト萩
認証 40 周年記念寄付

山口県消防救助技術大会結果

昨年の式典

　萩市消防本部では、日々訓練に励んでいます。
訓練成果を市長に査閲していただいた隊員 13 人
が、6 月 22 日に開催された第 48 回山口県消防
救助技術大会に出場しました。
　出場した救助隊員は、県内の同志たちと技術の
研鑽に努め、好成績を収めた隊員は「第 50 回中
国地区消防救助技術指導会」に出場します。
■ロープブリッジ渡過（出場 22 人）
　〈第２位〉石川 優

ゆ う と
仁　〈第６位〉寺田 晃

こうだい
大

■はしご登はん（出場 20 人）
　〈第２位〉大

お お か
賀 成

な る と
人

■ロープ応用登はん（出場８チーム）
　〈第１位〉柴田 弘

ひ ろ き
樹・礒部 雄太チーム

　〈第２位〉隅
す み の

野 恭
きょうへい

平・廣兼 諒
りょうや

哉チーム 
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全国大会出場おめでとう！
NPBガールズトーナメント2022
全日本女子学童軟式野球大会

７月29日～8月４日 石川県

田中 姫
ひ め か

加
（椿西小学校６年）

（光ガールズ)

全農杯2022年全日本卓球選手権大会
７月28日～31日 兵庫県

山本 匠
しょうま

馬 渡邉 愛
ま な

奈
（明倫小学校３年） （明倫小学校 2 年）

［バンビ女子の部］［カブ男子の部］

（萩市卓球スポーツ少
年団 GOOD FORM)

（萩市卓球スポーツ少
年団 GOOD FORM)

市長コラム

受賞おめでとうございます

萩市体育協会体育功労賞

（65 歳、平安古）
萩市バレーボール協会

　萩市体育協会では、市の体育振興
に功労のあった方を表彰しました。

山口県体育協会から表彰されました。

令和３年度 令和４年度

渡邉 善
よしゆき

行

山口県体育協会体育功労賞

第59回 全国大学ゴルフ対抗戦
第45回 全国女子大学ゴルフ対抗戦

６月22日～23日 北海道

至誠館大学ゴルフ部

　７月 28 日は「萩市民防災の日」です。決して忘れてはならない日であります。
平成 25 年のこの日、歴史に残る未曾有の豪雨が萩市東部を襲いました。３時
間という短い間に 300mm を超える局地的で突発的な集中豪雨が 800 棟を超
える家屋や道路等に甚大な被害をもたらしました。改めて被災された方々にお
見舞い申し上げます。
　先日、避難所指定職員 142 人に辞令交付を行いました。昨年から人数を拡
充した指定職員は、災害が発生またはそのおそれがある場合、新型コロナウイ
ルス感染症対策を行ったうえ、市内 29 か所の事前避難所等を速やかに開設し、
市民の皆様をお迎えいたします。

　「災害は忘れた頃にやってくる。」と言われますが、今は、「忘れる前にやってくる。」状況であります。平成
25 年の災害から約 10 年が経過しようとしている今日、あってはならないことですが、もし災害が起こって
しまった場合は、これまでの教訓を生かし、市役所一丸となって対応する次第でありますので、市民の皆様に
おかれましては、日ごろから災害に対する備えを強化し、防災意識を高めていただきますよう、よろしくお願
い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  萩市長　田中 文夫

【前列左から】手
て ぐ ら

倉 進
すすむ
（79歳、平安古）/松村体育協会長 /田中市長 /

藤山 正
まさよし

義（83歳、川島）/草野 隆
た か し

司（65歳、大井）
【後列左から】烏

からすだ
田 梨

り え
絵（45歳、椿東）/柳

やなぎばやし
林 浩

こういち
一（64歳、堀内）/

正
しょうじ

司 修
おさむ
（63歳、椿）/阿武 祥

しょうじ
司（53歳、福川）/林 尚

な お み
美（53歳、土原）
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◎小学校存続への思いから誕生した
　「ささラブ応援隊」
　令和２年４月、佐々並小学校、最後となる予定の入
学式が行われました。当時、佐々並地区の未就学児は
０人で、翌年以降の入学予定がなかったためです。そ
して、在校生が全て卒業する令和８年「休校」へのカ
ウントダウンが始まりました。
　休校の日が明確になったことで、危機感を募らせた
保護者の皆さんと学校は懇談を開始しました。「休校」
か「学校存続」か、さまざまな意見はありましたが「地
域の学校に、ずっと続いて欲しい。子どもたちに母
校を残してあげたい。」と学校存続への思いを共有さ
れ、令和２年 12 月、「今できることを、今やろう」と、
保護者・地域・学校・行政の「四輪駆動」で子育て世
代の定住促進活動を実践する「ささラブ応援隊」が発
足しました。

◎手探りの挑戦　～移住促進で児童数確保～
　令和３年２月、新１年生の確保を目標に「佐々並小
学校と住まいの見学会」が開催されました。学校と少
人数学級の魅力を伝える公開授業、児童による佐々並
紹介、地域の人と触れ合う地区の散策、移住に必要な
住まいを紹介する空き家の見学イベントです。保護者
の皆さんは、イベントの企画に加えポスターをコンビ
ニに設置するなど PR にも奔走され、地域情報誌やテ
レビ番組でも紹介された効果もあって、７家族が参加
されました。
　イベント当日は、「萩往還佐々並どうしんてやろう
会」の皆さんによる伝統的建造物群保存地区の案内や、
地域の方が応援の言葉と共に届けてくださった野菜や
お米のプレゼントもあり、地域ぐるみで運営に取り組
んだところ、７家族中３家族から移住希望がありまし
た。
　その内１家族４人が移住を決められ、令和３年４月、
予定になかった佐々並小学校の入学式が執り行われま
した。

　萩市で生まれる子どもの数は、現在 200 人を切っています。特に中山間地や離島は少子化
が深刻ですが、佐々並地区では「小学校の休校」が現実に迫り、危機感を募らせた保護者の皆
さんが学校存続に向け定住促進活動を始められました。
　活動開始から約１年間で、４家族 14 人（うち子ども７人）が移住しています。

第１回学校と住まいの見学会（児童の佐々並紹介）

令和２年４月現在
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

１年 2
２年 2 2
３年 3 2 2
４年 3 3 2 2
５年 3 3 3 2 2
６年 3 3 3 3 2 2
合計 16 13 10 7 4 2 0

令和４年４月現在
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

１年 2 1 1 1 2 1
２年 2 2 1 1 1 2 1
３年 3 2 2 1 1 1 2
４年 3 3 3 2 1 1 1
５年 3 3 3 3 2 1 1
６年 3 3 3 3 3 2 1
合計 16 14 13 11 10 8 6

■佐々並小学校の児童数予測

特 集
学校は地域の宝 〜学校存続に向けて〜

↑ささラブ
応援隊 HP

独身者の出会いの場づくりにも挑戦
おいでませ佐々並！カップリング交流会

■とき　7 月 24 日㊐
■締切　7 月 14 日㊍
※詳細は HP をご覧ください。
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◎次の展開　～地域全員の力を集結～
　その後もイベントの開催や移住希望者との関係づく
りに取組まれ、約１年間の活動で計４家族 14 人（う
ち子ども７人）が佐々並地区へ移住を決められました。
入学式も令和７年まで毎年開催できる見込みとなり、
地域の関心や支援も広がっていますが、新たな課題も
浮き彫りとなっています。
　それは、移住者が希望する内容の物件が少ないこと
です。ささラブ応援隊は、移住者の住まいを確保する
ため萩市空き家情報バンクへ物件登録を促す活動もさ
れていますが、特に希望の多い賃貸物件の登録が進み
ません。「移住希望はある。子育て世帯に合う賃貸住宅
がない。」という課題に対応するため、令和４年５月、地
区の主要団体で構成する「佐々並地区移住促進連絡会」
を発足されました。佐々並地区全体で空き家の活用を
考え、賃貸物件を確保していこうという取り組みです。
　佐々並小学校の舩木校長は、短期間で４世帯の子育
て世帯が移住された成功を「佐々並のキセキ」と表現
されています。ささラブ応援隊は「動けば、何かが変
わる。」と信じて、今後も活動を展開されます。

　市では、妊娠前から成人期に至るまで切れ目のない
支援により、「萩市に住んで子育てをしたい」と思っ
ていただけるよう取り組んでいますが、定住促進には、
移住者との関係づくりなど地域の力が欠かせません。
　これからも、地域の皆さんと協働して定住促進に取
り組んでまいります。

～地域に新しい風が吹く～

西
に し お か だ
岡田さん（令和３年４月に移住）

第３回学校と住まいの見学会（空き家見学）

移住者へのインタビュー

ささラブ応援隊・地域の声

⃝住民として何ができるか分かりませんでしたが、
　地域・保護者・学校・行政が出来ることを合わせ
　ると期待する成果が生まれてくると思いました。
⃝「地域の子どもは地域で育てたい」。そのために
　は地域に学校が必要だと改めて知りました。子ど
　もの笑顔からたくさんの元気がもらえてうれしい
　と実感できるようにもなりました。
⃝移住家族が増えて子どもの姿が多く見られるよう
　になり、地域行事も明るく元気いっぱいの子ども
　達の声が増えてうれしいです。
⃝佐々並地区だけの問題ではないと思います。みん
　なで現状と危機感を共有して知恵とアイデアを出
　し合えば、どこでも必ず「キセキ」を起こせます。
⃝大人の本気に火が着けば、信じられないくらいの
　大きな炎になりました。学校存続を目指して、こ
　れからも活動を続けます。

Q移住を決めたきっかけは？
　見学会に参加したことです。「一軒家に住んで
みたい」、「庭でバーベキューがしたい」が、ここ
なら出来る ! と。見学会のお土産で頂いたお米が
めちゃくちゃ美味しくて「毎日食べたい !」とも
思いました。萩や幕末の志士が好きで「萩市民に
なれる!」というのも理由のひとつ。長男が小学校、
次男が幼稚園にあがるタイミングだったこともあ
ります。「移住するなら今しかない !」と。それと、
すぐに住める家、賃貸住宅があったことが移住を
即決できたポイントでした。

Q移住して良かったことは？
　佐々並の皆さんのおかげで子どもの笑顔が絶え
ず、自由に過ごせる環境が一番です。日を増すご
とに人の温かさを実感しています。

Q生活に変化がありましたか？
　移住前に比べて子どもが外で遊ぶようになりま
した。家の外は全て自然の遊び場。「子どもが遊
んでいる間に食事の支度や洗濯ができる」と、妻
も家事がやりやすいようです。「近所迷惑だから
大きい声を出さない !!」とか「勝手に外に出ない !!」
という言葉も出なくなりました。子育てに余裕が
でた感じです。
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子育て世帯生活支援特別給付金
　広報はぎ 6 月号で紹介した、5 月萩市臨時議会補正予算で決まった低所得者のひとり親・ふたり
親子育て世帯等を支援するための給付金事業の詳細をお知らせします。

申請が必要な方 区分

① 児童扶養手当受給者等
直近で収入が減少した世帯等
令和４年５月分以降新たに児童扶養手当の受給者となった世帯
《萩市独自支援》

②
①以外の令和４年度
分の住民税均等割が
非課税の子育て世帯

高校生のみ養育世帯、公務員
離婚した（または協議中）の方やDV避難中の方等
直近で収入が減少した世帯

支給額 児童 1 人あたり５万円

申請期間 令和５年２月 28 日㊋

対象児童 令和４年３月 31 日時点で 18 歳未満の子（障がい児については 20 歳未満）
※令和４年４月以降令和５年２月末までに生まれる新生児も対象

申請先 子育て支援課、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所

申請方法 窓口に備え付け（市HPからダウンロード可）の書類を郵送または窓口に提出してください。

問い合わせ 子育て支援課　☎ 25-3259、☎ 25-3536

問い合わせ 福祉政策課　☎ 25-3550

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金（令和４年度）

支給対象
※①②のいずれか
　に該当する世帯

①令和４年６月１日現在萩市に住民票があり、令和４年度住民税が非課税となった世帯
②令和４年１月以降新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、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）についても引き続き対象。
※ただし、①・②とも以下の世帯は対象外となります。
・令和３年度の臨時特別給付金を受給した世帯
・世帯員全員が、住民税が課税されている家族等に扶養されている世帯 

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）

具体的な
手続き

①については、対象となる世帯へ７月中旬頃に確認書を送付します。確認書の内容を確
認し、必要事項を記載の上、同封した返信用封筒で萩市へ返送してください。返送期限
は 10 月中旬頃です。ただし、令和３年 12 月 11 日以降に萩市へ転入された世帯等は、
申請書と必要書類による申請が必要です。
②については、申請書と収入（所得）申立書等による申請が必要です。
※申請書による申請期限は９月 30 日㊎です。
※申請様式等は、福祉政策課や各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所に備え付けて
います。また、市 HP でもダウンロードできます。

給付金の支給
（振込）

①②とも、返送された確認書や提出された申請書を受理・審査後、要件を
満たす世帯については約 20 日程度で指定された口座へ振り込みます。

※申請の必要のない方については、市から通知します。



広報はぎ 令和４年７月号 9

※令和４年６月 23 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４回目接種について

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ
■市コールセンター（接種時期・場所、接種方法、集団接種の予約）　☎0838-21-5672（毎日9:00～17:00）
■萩市ワクチン接種対策室（萩市のワクチン接種全般、１～3回目接種の予約） ☎0838-21-5925（平日8:30～17:15）

◎ 60 歳以上の方 ⇒ 接種時期が来た方から順にご自宅へ郵送します。申請手続は不要です。
※萩市へ転入する前に３回接種した方は、接種券等の発行手続が必要なため、萩市ワクチン
　接種対策室までご連絡ください。
◎ 18 歳以上 60 歳未満で接種対象者に該当する方 ⇒ 申請手続が必要です。手続後に発行
　しますので、接種を希望される方は萩市ワクチン接種対策室までご連絡ください。

接種券送付時期

使 用 ワ ク チ ン
　７月末までは、武田 / モデルナ社のワクチンを使用予定。８月からはファイザー社のワク
チンも使用予定。ファイザー社のワクチンの数に限りがあるため、ファイザー社のワクチン
に希望が集中した場合、希望するワクチンで接種できない場合もあります。

接 種 方 法

①接種券等が届く ⇒ 接種券は予診票と一体となっています。接種当日まで大切に保管を
　　　　　　　　　  お願いします。
②接種の予約（完全予約制）
　【個別接種（月～土曜日）】かかりつけ医療機関等での接種を希望する方
 　　⇒ 医療機関へ直接予約　※接種券等が届き次第予約ができます。
　【集団接種（原則土・日曜日）】市内各会場で接種を希望する方
　 　⇒ 予約方法：コールセンター、ウェブ、アプリ「はぎなび」からの申し込み
※７月１日から予約開始、接種日程は下表のとおり

③接種を受ける（予約した日時・場所でワクチン接種）
【住民票がある場所（住所地）以外での接種】
◦入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ⇒ 医療機関や施設へ相談
・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ⇒ 医療機関で相談
・その他やむを得ない事情で、住民票所在地以外に長期間滞在されている方 
　　⇒ 実際に住んでいる市町村の相談窓口に問い合わせ
※１、２回目接種、３回目接種時と同じく所定の手続が必要となります。

【萩会場】
日程 時間 会場

７月31日㊐
9:00～12:00
14:00～17:00 総合福祉センター８月21日㊐

９月４日㊐
９月25日㊐ 9:00～12:00 市民館

【相島会場】
日程 時間 会場

８月20日㊏ 10:00～13:00 相島小中学校

引き続き１・２回目接種（５歳以上の方が対象）、３回目接種（12歳以上の方が対象）も実施しています。

※集団接種では、武田／モデルナ社の
ワクチンを使用

３回目接種を終了した日から５カ月以上経過した、次に該当する方
◎ 60 歳以上の方
◎ 18 歳以上 60 歳未満で下記に該当する方
　◦基礎疾患を有する方
　◦新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方

対 象 者
詳しくは
こちらへ→
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子どもの居場所・萩拠点
「わくわくベース」オープン！ 萩市民春季バレーボール大会

「TWILIGHT EXPRESS 瑞
みずかぜ

風」
デビュー５周年！

 萩の和船大競漕～おしくらごう～

優勝おめでとうございます

　5 月 15 日に、市民体育館で市内４チーム
が参加し開催されました。

優勝　玉江浦

　６月 17 日、萩・明倫学舎４号館に、子どもの居場
所・萩拠点「わくわくベース」がオープンしました。
　ここでは、地域の人が自由に立ち寄られるコ
ミュニティカフェや中高生などが利用するシェア
キャンパスを常設しています。学習支援や子ども
食堂などを通じて、子どもたちが地域の人たちと
交流し見守られることで、安心して過ごすことの
できる新たな拠点となります。
　特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
が運営するこの拠点には、本年度から開始した萩市
子どもの居場所支援事業補助金を活用しています。

　６月 12 日、JR 西日本の寝台列車「TWILIGHT 
EXPRESS 瑞風」のデビュー５周年を記念し、須
佐駅と東萩駅で運行開始５周年記念イベントを開
催しました。
　東萩駅では、住の江保育園児の皆さんが和太鼓
の演奏で元気いっぱいにお出迎え。そして、５年
前に「こども駅長」として出発合図を行った西村 
芽
め

稲
い

菜
な

さん（萩東中２年）、船戸 凰
おう

祐
すけ

くん（大島
小６年）による合図のもと、「瑞風」は終着地で
ある下関駅へ向けて発車しました。

　6 月 5 日、地域間交流、伝統文化の継承を目
的とした「第 17 回萩の和船大競漕」が開催され、
一般の部 11 チーム、今回新設された女性の部 4
チームが出場しました。

おしくらごう 優勝 おしくらごう 優勝 八八
や た が ら すや た が ら す

咫烏咫烏

一般の部 優勝 BHO一般の部 優勝 BHO

女性の部 優勝 ちょこれーと女性の部 優勝 ちょこれーと

「わくわくベース」
ロゴ 子育て支援課　☎︎ 25-3259
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会員限定！会員限定！

〜独身男女の出会いと結婚を応援〜

　萩市・長門市・美祢市の３市が共同して運営する
出逢いサポートセンター「GOｰENセンター」が７月に
開所しました。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。

GO-EN 萩センター ☎︎ 25-3421、 GO-EN プロジェクト実行委員会事務局（企画政策課内） ☎︎ 25-3102

①結婚に関する相談応対や結婚活動に関するアドバイス　　
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 など

提供サービス

婚活イベントやスキルアップ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♪セミナーも順次開催予定です♪

■事例１　「消費者生活センター」をかたる者から、身に覚えのない料金の支払いを要求されるハガキが自宅に
　　　　届いたという相談が寄せられています。センターからハガキを送ることはありません。詐欺の疑いが
　　　　ありますので、ハガキが届いた際は、記載された電話番号に決して電話をしないでください。

消費生活コーナー

■事例２　市役所の職員を名乗り保険料の還付があると言い ATM で振り込ませる「還付金詐欺」が、未だに横行
　　　　しています。ATM でお金が返ってくることは決してありません。
　　　　　不審なハガキや電話があれば、消費生活センターまでご連絡ください。
★うそ電話詐欺を防ぐため、通話録音装置の無料貸出（貸出期間１年間）

市内在住のおおむね65歳以上の方で、高齢者単身または夫婦、日中に高齢者のみとなる世帯等

★出前講座を実施しています！
　悪質商法や振り込め詐欺等の手口や対処法、インターネットトラブルを未然に防止する
ための対策について、小学生から高齢者まで年代に応じて分かりやすく説明します。

うそ電話詐欺などにご注意を！！

G
ご

O-E
え ん

N センターが開所！

萩センター 長門センター 美祢センター

■登録料　無料（令和５年度から 2,000 円／年）

■対象者
　・20 歳以上で独身の方
　・３市内在住者、または結婚後に３市内に定住意志のある方

■必要書類
　・独身証明書 1 通
　・ 写真２枚(１カ月以内に上半身を撮影したもの、Ｌ判)
　・本人確認ができるもの ( 運転免許証等 )

利 用 方 法
開所日のうち都合の良い日時を予約
※利用日の３日前までに予約（土日祝を除く）１
相談員と面談をしながら、申込書・紹介
カードを作成２
GOｰEN センター申込書、紹介カード、
必要書類を提出３
登録完了の連絡後、開所日のうち都合の
良い日時を予約、相談開始４

■登録の流れGO-EN センターのご利用
には会員登録が必要です

★共通事項　１．祝日はお休みです。　２．開所時間　平日14:00～18:00、土・日曜日10:00～14:00
　　　　　　３．開所日時は変更となる場合があるため、HPでご確認ください。

開設日と場所
■萩センター　
■長門センター　 毎週木曜日、第4土曜日、第2日曜日　　　 長門市中央公民館（長門市役所近く）
■美祢センター　 毎週火曜日、第2土曜日、第1日曜日　　　 美祢市役所別館（化石館横）

毎週水曜日、第1・第3土曜日、第4日曜日 萩市役所第2庁舎（上下水道局）2階

会員
募集中
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商工振興課　☎︎ 25-3583お 知 ら せお 知 ら せ

運行ルート 運行ルート とと 時刻時刻 が変わりますが変わります

　萩循環まぁーるバスの利便性向上のため、昨年 11月～12月の２カ月間、新たな運行ルート（案）での 
実証運行を行い、その結果を踏まえて今年 10 月から新たなルート・時刻での運行を開始します。
　新たな運行ルートは、広報はぎ９月号でお知らせするとともに、10 月号で詳細の
ルートマップと時刻表を各世帯に配布します。

【変更のポイント】
　・市街地で交通空白地となっていた地区へのバス停新設
　・市役所を中心とした８の字のルートで、市内中心部への移動時間を短縮し、利便性を向上(１周８0分、45分間隔)
　・東西両方のルートで東萩駅への乗り入れや、萩反射炉を経由するなど観光利用を促進

【主なルート】
■西回り（晋作くん）
　市役所→土原方面→東萩駅→堀内・山田方面
　→市役所→河添・椿・川島方面→市役所

■東回り（松陰先生）
　市役所→平安古・椿・橋本方面→市役所→浜崎・
　新川方面→萩反射炉→松本・上野方面→市役所

からから1010 月月 １１ 日日

　現在、販売しているバスカード（1,000円、3,000円券）は、
販売元の製造終了に伴い、在庫限りの販売となります。
ご利用は令和５年３月 31 日までご利用は令和５年３月 31 日までとなっていますので、 
ご注意ください。なお、回数券は引き続き、販売・利用
できます。

ご注意を !!  萩循環まぁーるバスカードの販売中止

萩循環まぁーるバスの萩循環まぁーるバスの

市役所

８の字ルート

　10 月 9 日㊐～ 16 日㊐まで開催する萩市美術展の作品を広く募集します。
なお、今年から萩市民ギャラリー（萩・明倫学舎３号館２階）で開催します。
■出展資格
　・市内に在住または通勤・通学している方
　・大学、短大、専門学校などに通う市内出身
　　者で、家族が市内在住の方
　・市内の美術団体に加入している方
■出展部門　
　【高校生・一般の部】平面、立体、書、写真
　【小・中学生の部】絵画、書
　※規格や課題等は要項 ( 市 HP からダウン
　　ロード可 ) を参照してください。

■作品搬入日
　【高校生・一般の部】（搬入場所 : 萩・明倫学舎 3 号館 2 階）
　9 月 25 日㊐　9:00 ～ 18:00、26 日㊊　9:00 ～ 12:00

　【小・中学生の部】各学校へ作品を提出

申込締切 ９月21日㊌

第18回 萩市美術展作品 募集

■申込方法
　文化・生涯学習課、各公民館備え付けの出展申込書を郵送
　または持参、もしくは市 HP から申し込み
　【宛先】〒 758-0041 萩市教育委員会事務局
　　　　文化・生涯学習課　☎︎ 25-3511

●萩・日本海大花火大会　　　８月１日㊊
　※打上か所を分散し、規模を縮小して開催予定
　（雨天の場合は２日に順延予定です。）

７月 25 日㊊～ 28 日㊍
８月２日㊋、３日㊌
８月 13 日㊏
８月 25 日㊍

●須佐夏まつり・須佐湾大花火大会
●萩夏まつり
●金谷神社「幽玄の世界」
●たまがわ夏まつり 観光課　☎︎ 25-3139

中止するイベント 変更するイベント

　新型コロナウイルスの影響により、以下のイベントが中止、
または内容が変更となりました。イベントの中止・変更
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７月１日㊎～31日㊐　9:30～18:00（金･土･日曜日は9:00～）

萩を知っていますか？萩を知ってよかった！

萩第 回４ 検 定
【中級・上級コース】　

12 月実施予定
※会場等の詳細が決まり次第、
　HP 等でお知らせします。

科目 歴史、文化、自然、幕末維新（１科目から受検可）

受検方法
PCやスマートフォンにより受検（年中受検可）
※PC等がない場合、問題用紙の郵送により受検可
　返信用封筒（140円切手貼付）を事務局まで送付

出題形式 各科目択一式 50 問

【初級コース】

　初級コースは「いつでも・どこでも・無料」で 
インターネットで受検できるので、ぜひ気軽に
チャレンジしてみてください。

萩検定実行委員会事務局（まちじゅう博物館
　推進課内）☎︎ 25-3290、FAX 25-3142

＼どなたでも受験可／

　萩沖で獲れる日本海の逸品「萩の瀬つきあじ」の商品販売のほか、
フェア限定の「萩の瀬つきあじメニュー」を味わえる大満足のグルメ
イベントを、道の駅「萩しーまーと」で開催します。

道の駅「萩しーまーと」　☎︎ 24-4937
　　　　　　　　水産課　☎︎ 25-4195

萩の瀬つきあじフェア！ 「瀬つきあじ祭」
代替イベント

フェアの詳細は
こちら▼

※「萩しーまーと」での限定メニューの提供や商品販売は、天候・海況等によりご用意できない場合があります。

　瀬つきあじを一夜干し、みりん干し、フライ、西京漬けに加工したセットで、
火を通すだけの簡単な調理で、旬の瀬つきあじを味わうことができます。

限 定限 定
「おうちで瀬つきあじセット」お取り寄せ販売

■価格：3,500 円（税込・送料・クール料込）
■数量：限定 100 セット
■注文：「萩しーまーと」オンラインショップより申し込み
■配送種別：冷凍便

新企画新企画

萩の瀬つきあじ無料試食！
オープニングイベント 期間：１日㊎　握り寿司

　　　２日㊏　一夜干し
　　　３日㊐　フライ

｝
｝｝

先着 200 人

先着 500 人

　「萩しーまーと」館内のレストランで、旬の瀬つきあじを使ったフェア期間限定メニューが提供されます。

萩の瀬つきあじメニュー提供！限 定限 定

浜料理がんがん　☎︎ 25-3452

瀬つきあじの塩焼き定食
1,100 円（税込）

来萩レストラン　☎︎ 24-4939

瀬つきあじづくし定食
1,350 円（税込）

維新亭　☎︎ 24-4946

瀬つきあじのタタキ丼と
ラタトゥイユ  1,250円（税込）

7 月 1 日㊎ 9:30から販売開始！7 月 1 日㊎ 9:30から販売開始！

いずれも 10:00から開始！いずれも 10:00から開始！
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　「はぎポルト」では、これまで多くの空き家を移住
者に紹介しています。

空き家をお持ちの方
空き家情報バンクに登録しませんか？

空き家情報
バンク▶

昨年度は 54 戸が
成約になりました！

　空き家をお持ちの方、これから空き家になる予定
の家屋をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

　はぎポルト－暮らしの案内所－（旧:萩暮らし応援センター）で は、
これまでに398 世帯707 人（３月末現在）の移住のお手伝い
をしてきました。
　また、空き家情報バンク制度の運営とともに、移住支援員・
地域移住サポーターの配置など、萩へ移住を希望される方に、
きめ細かな相談対応を行っています。

昨年度は、過去最高の 59 世帯 103 人が移住！

４月に萩・明倫学舎
４号館にオープン！

おいでませ、豊かな暮らし応援課 ☎︎25-3360
各種移住支援制度はこちら

「萩map」への投稿を募集しています！
　「萩map」では、萩にあるさまざまな場所、ヒト、空き
家などを写真などで、可視化しながら紹介しています。
　萩に眠る魅力的な暮らしの情報を教えてください。

投稿はwebまたは、
はぎポルト内の投稿
BOX で受付中！

各種情報を冊子で紹介 !

　市では、地域の活力を促進するとともに、定住・定着
のために地域おこし協力隊を配置しています。地域おこし協力隊地域おこし協力隊地域おこし協力隊地域おこし協力隊萩 市萩 市萩 市萩 市

■これまでの取組・ミッションの紹介
　萩の景観を活かしたコスプレ、フォトイ
ベントを開催しました。コロナ禍で控えめ
な開催となりましたが、100 人以上の方に
萩の町並みを楽しんでいただけました。

天
あまかわ

川　瑞
み ず き

貴

■着任日　令和３年２月
■前住所　東京都東村山市から移住
■配属先　まちじゅう博物館推進課
■得意分野または保有資格等
　韓国留学、また大学で英語を専攻していた
ので、韓国語と英語を話すことができます。
■活動地域のお気に入りスポット等
　平蕨台や田床山、玉江から三見へ向かう海
沿いの道など、景色の良い場所が大好きです。

協力隊活動紹介協力隊活動紹介 萩ならではの魅力をいかし、活動している隊員をシリーズで紹介します。45

■今後の展望・退任後の予定　
　退任後も萩に住みたいと考えており、活動期間中にしっかり
と勉強し、退任後の選択肢を増やしていこうと思います。

　また、萩検定のアプリ
開発もしており、これま
で作成したアプリは PC
またはタブレットで学習
できます。

萩検定の学習
アプリ QR ▶

紹介

※応募用紙や詳細は
　市HP こちら▶

地域おこし協力隊支援団体地域おこし協力隊支援団体
　市内地域団体へ活動支援業務を委託し、地域の担い手不足や地場産業の衰退などの課題解決と、隊員の地域へ
の定住促進のため、地域おこし協力隊の配置を希望する団体を募集します。

募集

〒 758-8555  おいでませ、豊かな暮らし応援課  ☎︎ 25-3360、FAX 26-3803、 　 teijyu@city.hagi.lg.jp応募・問い合わせ先

■対象団体　地域活性化に資する活動に取り組む複数の事業者等で構成される団体
■応募方法　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

■締切　７月 15 日㊎まで締切　７月 15 日㊎まで

定住促進 の取り組み
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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。多くの方の応募をお待ちしています。

募集職種
募集
人員

（予定）
受験資格

（すべての条件を満たすこと）※年齢は令和５年４月１日現在 第１次試験内容

初級事務
（高校・短大卒） 若干名

①平成 13 年４月２日以降に生まれた方（21 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を除く）を卒業した方または令和５
　年３月に卒業見込みの方

教養試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接初級事務

( 高校・短大卒）
[ 樹木医・樹木医補枠 ]

１名
①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②樹木医または樹木医補の資格を有する方または令和５年３月末
　までに資格取得見込みの方

初級土木
（高校・短大卒） 若干名

①平成 13 年４月２日以降に生まれた方（21 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を除く）を卒業した方または令和５
　年３月に卒業見込みの方

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

社会人経験者
（事務職） 若干名

①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を含む）を卒業した方
③民間企業等での職務経験が５年以上ある方
　※令和４年度萩市職員採用試験を受験された方は応募できません。

社会人基礎試験
作文試験
事務適性検査
集団面接

社会人経験者
（土木技術職） 若干名

①昭和 52 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
③民間企業等での職務経験が５年以上ある方
　※令和４年度萩市職員採用試験を受験された方は応募できません。

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

初級消防
（高校卒以上）
※大学卒も可

若干名

①平成７年４月２日以降に生まれた方（27 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５
　年３月までに卒業見込みの方
③普通自動車以上の運転免許証（AT 車限定除く）を取得してい
　る方または令和５年３月までに取得見込みの方
　※令和４年度に高校を卒業見込みである方に限り、令和６年３
　月までに取得すること

教養試験
消防適性検査
体力測定

保育園調理員 若干名
①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②中学校卒業以上の方
　※調理師免許は必要ありませんが、調理ができる方

教養試験
作文試験
業務適性検査
職場適応性検査
集団面接学校給食調理員 若干名

■募 集 期 間　７月１日㊎〜８月 15 日㊊
■第１次試験　９月 18 日㊐（※２次試験は 10 月下旬実施予定）
■採用予定日　令和５年４月１日㊏

令和４年度 萩 市 職 員 募 集 人事課　☎ 25-1239

※すべての職種について、萩市内に居住できる方に限ります。

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。
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　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」で自分の投票所を確かめておき
ましょう。また、６月10 日以降に市内で転居届をされた方
は、前住所地の投票所で投票することになります。
○入場券をなくしたり、届かなかったとき
◦当日投票所は再発行いたします。
◦期日前投票所は備え付けの宣誓書をご利用ください。

■投票所の確認を

参議院議員通常選挙

投票所 場　所 期　間 時　間

萩市役所 萩市役所
玄関ロビー

６月23日㊍
～7月９日㊏ 8:30～20:00

三　見 三見出張所 ７月４日㊊
～９日㊏ 8:30～17:00

大　井 大井出張所

大　島 大島公民館
７月４日㊊

～７日㊍ 8:30～16:30

７月８日㊎ 8:30～12:00

見　島 見島ふれあい
交流センター

７月４日㊊
～７日㊍ 8:30～17:00

７月８日㊎ 8:30～12:00

越ヶ浜 越ケ浜介護
予防センター

７月７日㊍
～９日㊏ 9:00～17:00

川　上 川上総合事務所

７月４日㊊
～９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 福栄総合事務所 8:30～19:00
紫　福 紫福支所 8:30～17:00

◆期日前投票の場所・期間等

7 月 10日㊐が投票日です
（大島・相島・見島投票区は７月９日㊏）

■投票できる方
　平成 16 年７月 11 日以前に生まれた日本国民の方が選
挙権があります。
○萩市に住民票があり、令和４年３月 21 日（転入届出日）
以前から引き続き萩市に住んでいる方
　令和４年３月 22 日以降に萩市に転入された方は、萩市
の選挙人名簿に登録されていませんので、選挙人名簿登録
市区町村（前住所地等）で投票することになります。
○萩市より転出され転出予定日から４カ月が経過しておら
ず、転出前において３カ月以上住民票の登録のある方で、
他の市区町村において選挙権のない方
※選挙権の有無について、ご不明な場合はお尋ねください。

■投票時間
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

■投票の方法
　今回は、２つの選挙を同時に行いますので、係員の指示
に従って間違いの無いように投票しましょう。
　漢字、ひらがな、カタカナでもかまいませんが、候補者
等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。
◆投票用紙と記載方法
○参議院議員山口県選出議員選挙
　（薄い黄色の投票用紙）　候補者名を書いてください。
○参議院議員比例代表選出議員選挙（白色の投票用紙）
　候補者名または政党名を書いてください。
◆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申し出てください。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　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、

■開票
 午後８時 30 分から萩市民体育館で開票

選挙管理委員会　☎︎ 25-2912

■こんなときは期日前投票を
⃝期日前投票は、投票日に投票できない方が前もって投票できるように便宜を図る制度です。
⃝投票日に仕事や旅行、出産予定等の事情で投票所へ行けない方や新型コロナウイルスの感染等が懸念される
　場合は、期日前投票を行うことができます。
⃝投票できる期間、時間、場所は上表のとおりです。
⃝大島、相島、見島投票区（前日繰上投票の地区）の方の期日前投票は７月８日㊎までとなります。
⃝令和２年に投票区の統廃合を行いました投票区の地域では、上表のとおり短時間期日前投票所を開設します。

萩市選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、投票用紙な
ど必要書類が送付されますので、滞在地の選挙管理委員会
で投票できます。
◆船員の場合　船員で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方
は、指定港の市町村選挙管理委員会で、選挙人名簿登録証
明書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。詳しくはお尋ねください。
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■こんなときは期日前投票を
⃝期日前投票は、投票日に投票できない方が前もって投票できるように便宜を図る制度です。
⃝投票日に仕事や旅行、出産予定等の事情で投票所へ行けない方や新型コロナウイルスの感染等が懸念される
　場合は、期日前投票を行うことができます。
⃝投票できる期間、時間、場所は上表のとおりです。
⃝大島、相島、見島投票区（前日繰上投票の地区）の方の期日前投票は７月８日㊎までとなります。
⃝令和２年に投票区の統廃合を行いました投票区の地域では、上表のとおり短時間期日前投票所を開設します。

投票日 地域 場　　所 時間

７月７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

７月８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

７月９日
㊏

川上

伊藤様方駐車場
（川上江舟）※ 9:30～10:00

野戸呂構造改善
センター駐車場※ 11:00～11:30

笹尾地区防火水槽
横空地※ 13:30～14:00

立野集会所駐車場※ 15:30～16:30

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 萩東中学校教室（ひだまり）川島全区、土原全区

旧萩第 2 萩市総合福祉センター
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 萩市民体育館ロビー
霧口、沖原、大屋、笠屋
河内、椿、濁淵、金谷、椿町
雑式町、桜江、青海

木　間 木間地域活性化センター 東木間、西木間、北木間

山　田 山田保育園遊戯室 山田全区、玉江全区、玉江浦
全区、倉江、小原

三　見 三見公民館講義室 三見地区
大　井 大井公民館研修室 大井地区
大　島 大島公民館大会議室 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

◆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。
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市長の資産公開
　市では、条例に基づき市長の資産
等について、関連会社等報告書を公
開します。

７月４日㊊～　
　8:30 ～ 17:15（平日開庁日）

総務課、各総合事務所地域振興部
門

総務課　☎︎ 25-3359

固定資産税の減額
　市では、認定長期優良住宅等に対
する固定資産税の減額をしていま
す。

認定長期優良住宅、省エネ改修、
耐震改修、バリアフリー改修

長期優良住宅の場合は、新築した
年の翌年１月 31 日㊋まで。改修の
場合は、改修工事完了後、３カ月以
内。

課税課　☎︎ 25-3485

マイナンバーカード申請・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】
7 月 9 日㊏・24 日㊐、8 月 7 日㊐・
28 日㊐、9 月 11 日㊐・25 日㊐
いずれも 9:00 ～ 12:00

市役所本庁
【申請】本人確認書類 2 点（運

転免許証など）、通知カード、写真
※当日無料撮影有

【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）

電話で事前予約
市民課　☎︎ 25-3493

後期高齢者医療制度
　〜保険料額決定通知書送付〜
　今年度の保険料額のお知らせを、
７月中旬に送付します。
■保険料の納付方法
　原則として年金からの天引き（特

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

※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。

お知らせ

☎ 24-5300椿東 4703-49 ◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日エコプラザ・萩情報
◎不用品活用銀行
■おゆずりします　五月人形、番茶
急須セット、木製おぼん、プラスチッ
ク製おぼん、オイルヒーター、ジョ
ウバ、原付バイク、無煙ロースター、
スチームクリーナー、カーオーディ
オスピーカー、ステアリングホイー
ル、萩焼各種、女性用ジーパン各種、
インスタントカメラ、木製ラック、
電気圧力鍋、ステンレスエアポット、
遮光カーテン、七五三着物（3 歳用）
結び帯、電動三輪自転車、三輪自転
車、漢和・国語辞典、ステレオ、冷
凍冷蔵庫
■おゆずりください　座布団、ちゃ
ぶ台、萩幼稚園長袖、体操服（110

サイズ）、VHS ビデオデッキ、バイ
ク（250cc 以下）、電子ピアノ
※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。
◎保冷剤リサイクル講座

8 月 7 日㊐ 10:00 ～、13:00 ～　　
保冷剤を使って色々なリサイクル

をする（1 時間程度で完成）
各回 15 人（お子様大歓迎）
100 円（材料費別）
7 月 4 日㊊～　当日受付可

◎雑貨の販売について
7月10日㊐～24日㊐16:30まで

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　7 月10 日㊐～ 17 日㊐
12:00 まで

■抽選日　7 月 17 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）
7 月 10 日㊐ 10:00 ～ 14:00

（最終受付）
草木染めで染めた蚊帳で作る巻バ

ラブローチ
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→

別徴収）ですが、要件に満たない方
や希望により特別徴収をされていな
い方等は、口座振替または納付書で
のお支払いとなります。納付書と年
金天引きとなる場合もあります。
■保険料の算定方法
　被保険者証（７月送付）
に同封のリーフレットま
たは HP をご覧ください。

山口県後期高齢者医療広域連合
　☎︎ 083-921-7111　
　市民課　☎︎ 25-3239

福祉医療費受給者証（重度心身
障がい者用）の更新
　重度心身障がい者医療費助成制度
の受給者証について、６月下旬に障
がい要件および所得要件を満たした
方に「受給者証」を、障がい要件ま
たは所得要件を満たさなかった方に

「非該当通知」を送付しています。
福祉支援課　☎︎ 25-3523
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国民健康保険と後期高齢者医療
制度保険証・認定証は８月更新
■保険証　新しい保険証を７月末ま
でに簡易書留で郵送します。古い保
険証は、８月１日以降使用できませ
んので、各自で適切に処分してくだ
さい。
　なお、後期高齢者医療制度につい
ては、10 月１日㊏より窓口負担割
合に新たに２割の負担区分が導入さ
れることに伴い、すべての被保険者
の方を対象に再度保険証の更新を行
います。そのため、８月１日更新の
保険証は有効期限が９月 30 日㊎ま
でです。10 月１日からの保険証は
９月下旬に郵送（簡易書留）します。
■限度額等の認定証　
　現在、認定証をお持ちの方で、引
き続き認定を希望される方は、８月
31 日㊌までに市民総合窓口等で更
新手続きをしてください

（７月 13 日㊌から事前申請受付）
■後期高齢者医療被保険者
　現在、認定証をお持ちの方で自己
負担額の区分に変更が無い方は、自
動更新で別途送付するため申請不要
です。該当の方には７月下旬に認定
証を送付します。

市民課　☎︎ 25-3147（国民健康
保険）、☎︎ 25-3239（後期高齢者医
療制度）

国民年金保険料納付が困難な方
　経済的な理由等で保険料の納付が
困難な場合には、申請により保険料
の納付が免除・猶予される制度があ
ります。
■申請期間　７月～令和５年６月

年金手帳またはマイナンバーカー
ド、失業した場合は離職票または雇
用保険受給資格者証の写し

市民総合窓口、各総合事務所、支
所・出張所、萩年金事務所に備え付
けの申請書を提出
※年金制度に新規加入される方は、

日本年金機構 HP を
ご覧ください。

市民課　☎︎ 25-3239
　萩年金事務所　☎︎ 24-2158

毎月勤労統計調査特別調査
　厚生労働省と山口県では、賃金、
労働時間および雇用の状況の調査
を、7 月 31 日現在で実施します。
7 月下旬から 8 月にかけて、統計
調査員が調査地区内の事業所を訪問
しますので、ご協力をお願いします。

常用労働者数 1 ～ 4 人の事業所
■調査地区　川上地域（佐古、川上山
田、立野、白上、椿瀬、川上横坂、堂河内）

山口県統計分析課
☎︎ 083-933-2654

７月は「社会を明るくする運動」
の強調月間
　犯罪や非行のない明るい地域社会
を築くため、さまざまな啓発活動等
を行います。

【街頭パレード】
○須佐地域　７月２日㊏ 10:00 ～
　須佐総合事務所出発
○田万川地域　７月７日㊍ 9:30 ～
　道の駅ゆとりパ－クたまがわ出発

【作文コンテスト】
市内小・中学生
犯罪や非行のない地域社会づくり

や、犯罪や非行をした人の立ち直り
について考えたこと、感じたこと

（400 字詰め原稿用紙３～５枚）
※優秀作品は賞品、応募者は記念品　
　贈呈

９月１日㊍までに、各学校でとり
まとめのうえ市民活動推進課へ　
☎︎ 25-3601　

個人情報提供の同意書提出
　市では、要介護認定者など災害時
に避難の支援が必要な方が円滑に避
難できるように、個別避難計画の作
成を進めています。
　計画の作成には、支援団体へ個人

情報の提供に同意が必要です。対象
者には同意書を送付させていただき
ますので、ご協力をお願いします。

防災危機管理課　☎︎ 25-3808

県防災ヘリ「きらら」との合同
訓練
　萩市消防本部では、山口県消防防
災航空隊と災害救助活動のさらなる
連携強化を目的とした合同救助訓練
を須佐地域で実施します。
　なお、ヘリコプター飛来のため、
訓練場所周辺では騒音が発生します
ので、ご理解をお願いします。

７月５日㊋　10:00 ～ 12:00
■予備日　７月７日㊍　10:00 ～
12:00

高山山頂付近および須佐グラウン
ド駐車場

消防本部警防課　☎︎ 25-2784

７月は「バスの車内事故防止
キャンペーン月間」
　バスの車内事故を防止するため、
走行中に席を離れない、手すりを持
つ等の、車内事故の撲滅に向けた取
り組みを推進しています。

山口県バス協会　☎︎ 083-922-5031

　納期限までに忘れずに納めま
しょう
・固定資産税（2 期）
・国民健康保険料（2 期）
・介護保険料（2 期）
・後期高齢者保険料（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。
※コンビニエンスストアやスマート
フォン決済でも納付ができます（納
期限まで）。
※便利で確実な口座振替をぜひご
利用ください。
■納期限　８月１日㊊

収納課　☎︎ 25-3575

納期のお知らせ
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ケーブルテレビの地域情報番組
　萩市総合情報施設（川上・むつみ・旭・福栄地域）では、121ch で萩テ
レビのサービスエリアと同じ内容の行政情報や地域の話題をお届けして
います。

【マイたうん萩（市の広報番組）】１日３回、２週間ごとに新規情報を放送。
【はあぶ eye】初回放送は、月曜日、水曜日、金曜日のそれぞれ、
18:00 ～ 18:25、随時再放送。
※番組スケジュールは、変更となる場合がありますので、リモコンの番
組表または 121ch のデータ放送でご確認ください。

情報政策課　☎︎ 25-3471

「公益信託はぎ大学支援市民基
金」への寄付
　経済的な理由で、就学が困難な市
内の留学生に、この基金から奨学金
を給付しています。現在、５人の留
学生が至誠館大学で学んでいます。
　基金への寄付にご協力をお願いし
ます。
■寄付金　個人：1 口 3,000 円、
企業・団体：1 口 1 万円
■寄付金の振込先
山口銀行萩支店　普通　5139104

【口座名義】はぎ大学支援市民基金
企画政策課　☎︎ 25-3102

熱中症にご注意ください
　新型コロナウイルス感染症対策を
とりながら、熱中症に気をつけま
しょう。
■熱中症予防のポイント
・屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）　　
が確保できる場合には、熱中症のリ
スクを考慮し、マスクをはずすよう
にしましょう。
・こまめにスポーツ飲料等の水分を
摂取するよう心掛けましょう。
・外出時は暑い日や時間帯を避け、
涼しい服装を心掛けましょう。
・高齢者の方または子どもさんは熱
中症になりやすいので十分に注意し
ましょう。

消防本部警防課　☎︎ 25-2784

海の事故多発シーズン到来！
〇プレジャーボート　①携帯電話の
充電確認、②確実な発航前点検、③
ライフジャケットの常時着用、④見
張りをして衝突防止
〇海水浴　①泳ぐなら監視員のいる
海水浴場、②誰かが溺れていたら助
けを呼ぶ、③海の危険生物に注意、
④天気予報の確認、⑤酔

すいえい
泳禁止、 

⑥子供から目を離さない
■勝手に採れないあわびなど、身勝
手な密漁取締り実施中！

萩海上保安署　☎︎ 22-4999

自筆証書遺言書保管制度
　あなたの遺言書を法務局で保管す
ることで、遺言者本人の死亡後相続
人等に発見されなかったり、改ざん
などを防ぐことができ、裁判所の検
認も不要となります。

山口地方法務局萩支局　
　☎︎ 22-0478

「二十歳のつどい（仮称）」
実行委員

　令和５年１月２日に開催される、
20 歳の方を対象とした式典を企画・
運営するメンバーになりませんか。

８月５日㊎～令和５年１月２日㊊
㊗（８回程度）

市民館
15 ～ 29 歳で、このイベントを

盛り上げたい方
20 人程度
７月 25 日㊊までに、名前と連絡

先（様式自由）を記入し、電話また
はメールを文化・生涯学習課へ　
☎︎ 25-3511
メール：gk07@city.hagi.lg.jp

萩市高校生女子寮管理等業務者
■応募資格　おおむね 40 歳～ 65
歳で、寮に住み込みができる夫婦ま
たは女性 2 人組

寮の管理、給食等の提供
■年間委託料　500 万円
■審査方法　１次書類審査、２次面
接審査

7 月 29 日㊎までに、教育政策課
備え付けの申込書（市 HP からダウ
ンロード可）を郵送または持参
※詳しくは、市 HP をご覧いただく
か、教育政策課へ電話

教育政策課　
　☎︎ 25-3141

夏休み萩焼制作体験教室参加者
　萩焼に親しみながら、子どもたち
の創造力を養います。夏休みの宿
題にも最適です。制作した作品は、
10 月初旬から開催する萩焼作家と
の共同作品展「僕も私も萩焼作家展」
で展示します。

７月 28 日㊍　10:00 ～ 11:30
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

①萩焼を学ぶ、②萩焼制作体験（手
びねり、電動ロクロの体験）

小学生～高校生
※小学３年生以上は保護者の付添は
いりません。

15 人（先着順） 1,000 円
玉村 信

しんいち
一、佐久間 正

まさかず
和

７月 15 日㊎までに、商工振興課
へ　☎︎ 25-3108

市有霊園使用者（田万川）
■霊園　平

ひ ら の
野墓地（９㎡）２区画

（応募多数の場合は抽選）

お知らせ

募　集
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■応募資格　次の要件をすべて満た
している方　①萩市に本籍または住
所を有する、②祭事を主宰する、③
他に墳墓の場所を得ることができな
い、④１年以内に墳墓を建立する
■必要書類　火葬許可証または焼骨
の所在を証明できる書類
■永代使用料　22 万 5,000 円

８月 15 日㊊までに、田万川総合
事務所へ　☎︎ 08387-2-0300

親と子の水辺の教室
　水生生物の観察をして、川の水が
どれくらいきれいなのかを調べます。

８月１日㊊　9:00 ～ 11:30
玉江川（白水小学校前）
市内の小学生と保護者
20 人（先着順）
７月 25 日㊊までに、電話または

メールを環境衛生課へ　☎︎25-3341
メール：kankyou@city.hagi.lg.jp

笑
にこ

っとひろば
〜カレーづくりのはじめのいっぽ〜

７月 31 日㊐ 10:00 ～ 12:45
（受付 9:30 ～）

JA ファーマーズマーケット 
　ふれあいランド萩 調理場（椿）

小学 1 ～ 4 年生
12 人程度

※定員とは別に運営サポーターとし
て小学 5・6 年生も若干名募集

材料を選び、調理して食べる、調
理体験食育プログラム

500 円
QR コードから　　　
健康増進課　☎︎ 26-0511

はじめのいっぽ事務局（工藤）　　　　　
メール：hajime1.hagi@gmail.com

維新の里 萩城下町マラソン
T シャツデザイン
■応募規格・規定
①何点でも
※複数応募される場合には１点ごと
にご応募ください。

②可能な範囲で色見本も添付
※採用された方には副賞を贈呈
■応募用紙　市 HP から
ダウンロード可

７月 31 日㊐までに
スポーツ振興課へ　☎︎ 25-7311

緑のカーテンコンテスト
　省エネに役立ち、CO₂ 削減にも
つながる取り組みに、ぜひご参加く
ださい。

市内で緑のカーテンを
設置している個人または
事業者、学校

９月７日㊌までに、環境衛生課、
各総合事務所市民窓口部門、エコプ
ラザ・萩に備え付けの応募用紙（設
置状況が分かる写真３枚程度添付）
を環境衛生課へ　☎︎ 25-3341
メール：kankyou@city.hagi.lg.jp

夏休みふれあいコンサート
〜音楽で世界を旅しよう〜

８月６日㊏ 15:00 ～ 16:00
萩図書館
二
に こ

胡、ケーナ、フラメンコギター
による演奏。二胡の調べにのせ、職
員による「スーホの白い馬」の朗読。
■演奏者　今井 美

み き
樹 （二胡奏者）、

渡辺 大
だいすけ

輔 （ケーナ奏者）、智
ち

 詠
えい

 （フ
ラメンコギター奏者）

30 人（要申込、先着順）
萩図書館　☎︎ 25-6355

世田谷 246 ハーフマラソン
友好都市招待参加者

11 月 13 日㊐
駒沢オリンピック公園陸上競技場

■種目　ハーフマラソン
１人（応募多数の場合は抽選）
市内在住の 18 歳以上の方（高校

生以下は対象外）
無料（保険含む）

※交通費・宿泊費等は参加者負担
7 月 22 日㊎までに、備え付けの

申込用紙に必要事項を明記のうえ企
画政策課へ　☎︎ 25-3342

萩ッズセーバー
 -summer act 2022-

７月 24 日㊐・31 日㊐、８月７
日 ㊐・13 日 ㊏・14 日 ㊐　10:00
～ 15:00

菊ヶ浜海水浴場
自然体験活動を通じて、楽しみな

がら「海の楽しさ・怖さ」、「自分の
命は自分で守る」ことを学びます。

小学生と中学生以上の保護者
各日 30 人
各日 3,000 円　

※保護者等は 1,500 円　
参加希望日前日の

19:00 までに、QR コードから
萩サーフライフセービングクラブ

（國木）　☎︎ 090-4562-3970

① 13:30 ～、② 14:20 ～　 萩図書館　 20 人（要申込・先着順）
市民の方　 ７月１日㊎から、萩図書館へ　☎︎ 25-6355

 萩図書館レファレンス専門員と図書館職員による
「夏の歴史館」

と　き 演　題 講　師

7月17日㊐
①漢詩で見る東北遊歴～若き松陰の飛

ひじちょうもく
耳長目～ 水津 姫

き み

実
田中 華

か ほ

歩

②鹿
ろくめいかん

鳴館を造った男　井上 馨
かおる

　晩年編 末永 光
みつまさ

正

7月24日㊐
①鉄道開通150年「鉄道の父」井上 勝

まさる
末永 光正

②前
まえばら

原 一
いっせい

誠の越後における施政 三好 健
け ん じ

二
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第 38 回 萩・阿武・長門合同短
歌大会の参加作品

10 月 29 日㊏　9:30 ～ 15:30
総合福祉センター 多目的ホール
短歌２首１組　2,000 円　

　※ 1 首でも受け付けます
７月 15 日㊎までに、未発表の作

品（楷書で記入）、住所、氏名、電
話番号を記入し郵送（様式自由）
〒 758-0032　萩市北古萩町 42　
萩・阿武・長門合同短歌大会事務局

（末武陽子）へ　☎︎ 25-3052

犯罪被害者シンポジウム
7 月 22 日㊎　13:30 ～ 15:00
総合福祉センター 多目的ホール
更生保護関係者、一般の方
120 人（先着順・要申込）
「犯罪をした人を多面的に支援す

る更生保護を目指して～犯罪被害に
遭った方の現状と支援に思いを馳せ
て～」
■シンポジスト　今村 智

さとし
（山口保

護観察所）、志馬 純
す み よ

代（山口県警察
本部）、田中 裕

ひろやす
康（山口被害者支援

センター）
萩保護区保護司会　☎︎ 21-5333

市民活動講演会
７月 24 日㊐　14:00 ～ 15:30
総合福祉センター 多目的ホール
市民活動団体、一般の方

50 人（先着順・要申込）
◎第１部（14:00 ～）

「県民活動とまちづくりについて
～県民活動の果たす役割～」

堀永 健
け ん た

太（山口県県民生活課）
◎第２部（14:40 ～）

「山口市市民活動支援センターさ
ぽらんての取組みについて」

児玉 頼
よりゆき

幸（認定 NPO 法人 山口
せわやきネットワーク代表）

市民活動センター「結」 ☎︎24-0161

人権教育指導者養成講座

※すべて 14:00 ～ 16:00
①総合福祉センター 多目的ホール

　②～④市民館 大ホール
市内在中・在勤・在学の方
100 人程度
7 月 15 日㊎までに、文化・生涯

学習課へ　☎︎ 25-3511 
メール：gk07@city.hagi.lg.jp

萩メダカの学校
７月 25 日㊊・28 日㊍、８月１

日㊊・４日㊍　9:30 ～ 11:30
総合福祉センター ３階大会議室
科学を楽しむための工作教室
小学校４～６年生
各回 14 人（先着順）
松田 光

こういち
一（育英小学校 教諭、サ

イエンス・レンジャー）

各回 300 円
はさみ ･ カッター ･ 筆記用具等
７月１日㊎から８日㊎までに、専

用の申込書を文化 ･ 生涯学習課へ
☎︎ 26-5636　（※電話申込不可）　

法と福祉のセミナー
７月 25 日㊊　13:30 ～ 15:30
総合福祉センター 多目的ホール
80 人（先着順・要申込）

◎第１部（13:30 ～）
「"終活"今じゃなくても大丈夫…

本当に!? ～元気な今だからこそ!～」
中村 恒

ひ さ え
瑛（㈱ FP オフィス縁 代

表取締役）
◎第 2 部（15:00 ～）

「弁護士の身近な話」
 山口 正

まさのぶ
之（弁護士）

７月 15 日㊎までに、萩法律セン
ターへ　☎︎ 24-0500

認知症サポーター養成講座
７月 21 日㊍　13:30 ～ 15:00
総合福祉センター 交流室１・２
認知症の症状や対応、予防法、地

域での見守りなどを学ぶ
認知症キャラバン・メイト

地域包括支援センター
　　☎︎ 25-3521（当日受付可）

認知症支援ボランティア養成講座
７月 28 日、８月４日・25 日（い

ずれも木曜日）の全３回　13:30
～ 16:00

総合福祉センター 交流室３・４
認知症の理解を深める（意思決定

支援、介護者の支援・制度等）　
※開催期間内に半日の実習あり

医師、地域包括支援センター職員、
権利擁護支援センター職員

「認知症サポーター養成講座」を
受講し、当講座終了後は地域で活動
できる方

20 人程度
７月 26 日㊋までに、地域包括

支援センターへ　☎︎ 25-3521

講演・講座

萩・明倫学舎　 至誠館大学 　☎︎ 24-4000

至誠館大学 地域公開講座 2022（前期）

第４回 第５回 第６回

日時 ７月15 日㊎
10:30 ～ 12:00

７月26 日㊋
10:30 ～ 12:00

８月３日㊌
10:30 ～ 12:00

演題「認知症の政策の動向
について」

「NHK のラジオ講座を
使った英語学習」

「柔道の動作を取り入れ
た運動および体操」

講師 横山 順
じゅんいち

一 准教授 清永 克
か つ み

己 准教授 大
おおふじ

藤 潤
じゅんや

也 助教

募　集

日 時 テーマ
① ７月 27 日㊌「外国人問題」
② ８月１日㊊「同和問題」
③ ８月２日㊋「インターネットに

おける問題」
④ ８月３日㊌「障がい者問題」
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松陰先生を学ぼう
①松陰に親しむ会

８月３日㊌　9:45 ～ 11:40
総合福祉センター 多目的ホール
吉田松陰の生涯と業績「松陰の修

業～江戸留学と東北遊歴～」
田中 正

ま さ み
己（萩松

しょうほうかい
朋会）

松陰読本（当日 500 円で購入可）
70 人程度

②子どもが学ぶ松陰先生
８月５日㊎　9:00 ～ 12:00
松陰神社 立志殿
松陰神社、伊藤博文旧宅・別邸の

見学、解説
小学３～６年生（保護者の参加可）
40 人程度
①は７月 27 日㊌まで、②は７月

29 日㊎までに、住所、氏名、電話
番号（②は学校名、学年、保護者名、
参加人数）を記入し、郵送、FAX
またはメールで申し込み　〒 758-
0061 萩市椿 3729-2　山口県教育
会萩支部事務局（椿）電話兼 FAX 
☎︎ 22-3400　 メ ー ル：tubaki.y@
wonder.ocn.ne.jp

自衛官候補生・一般曹候補生・
航空学生
○自衛官候補生
■応募資格　18 歳以上 33 歳未満

（現在 32 歳の方は要連絡）
■受付期間　年間を通じて受付
■試験期日　毎月開催、受付時にお
知らせ
○一般曹候補生
■応募資格　18 歳以上 33 歳未満

（現在 32 歳の方は要連絡）
■受付期間　７月１日㊎～９月５日
㊊（締切日必着）
■試験期日　１次：９月 15 日㊍～
18 日㊐の指定する１日、２次：10
月８日㊏～ 23 日㊐の指定する１日
○航空学生
■応募資格　空：18 歳以上 21 歳

未満、海：18 歳以上 23 歳未満
※いずれも高卒（見込含む）または、
高専３年次修了者（見込含む）
■受付期間　７月１日㊎～９月８日
㊍（締切日必着）
■試験期日　１次：９月 19 日㊊㊗、
２ 次：10 月 15 日 ㊏ ～ 20 日 ㊍、
３次：（空）11 月 12 日㊏～ 12 月
15 日㊍、（海）11 月 18 日㊎～ 12
月 14 日㊌

自衛隊萩地域事務所　
　☎︎ 22-2409

排水設備工事責任技術者
11 月 27 日㊐　14:00 ～ 16:00

（受付：13:00 ～ 13:40）
県セミナーパーク（山口市）
８月 29 日㊊～９月 15 日㊍に下

水道建設課、各総合事務所産業振興
部門へ
※詳細は、山口県下水道
協会 HP をご覧ください。

下水道建設課　☎︎ 25-4651

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

７月８日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁（第４会議室）

■山口 正之（弁護士）
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
７月 12 日㊋　10:00 ～ 12:00

　※事前予約制（前日まで）
相談室（市民活動推進課内） 
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

無料法律相談
７月 27 日㊌　10:00 ～ 15:00
相談室（市民活動推進課内）

■小林亨
とおる

（弁護士）
市民（先着 12 人、１人 20 分）

相　談

※事前予約制（7/1 から受付開始）
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

萩健康福祉センター行事
○６日㊌ 13:00 ～風しん抗体検査、
13:30 ～ HTLV- １抗体検査、C 型・
B 型肝炎ウイルス検査、14:00 ～
エイズ即日検査
○ 13 日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登
録会
○ 26 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
○ 27 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談
○ 28 日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談会
※いずれも予約制

県萩健康福祉センター　
　☎︎ 25-2667

空き家セミナー・相談会＆住宅
耐震相談会

7 月 9 日㊏
総合福祉センター 多目的ホール
○空き家セミナー　9:30 ～10:30

　○個別相談会　10:30 ～ 12:00
　○木造住宅耐震相談会　

10:30 ～ 12:00
建築課　☎︎ 25-2314

高齢者・障がい者のための弁護
士電話法律相談

7 月 12・26 日、8 月 9 日・23 日、
9 月 13 日・27 日（いずれも火曜日）
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
■相談受付　☎︎ 083-920-8730

山口県弁護士会　☎︎083-922-0087

司法書士による全国一斉「遺言・
相続」相談会

８月７日㊐　10:00 ～ 16:00
KDDI 維新ホール（山口市）
18 組（要予約・予約先着順）
遺言の方法、相続手続き、成年後

見、空き家問題等に関する相談
山口県司法書士会事務局

☎︎ 083-924-5220

試　験
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７月 保健ガイド セ…センター　※…要予約 健康増進課　☎︎ 26-0500

◉萩地域
６日㊌ 城東タマちゃん体操会/13:30～/城東会館
７日㊍ 大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館
８日㊎ 三見ソナタ/13:30～/三見公民館
8日、22日㊎ 健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）　　　
　　　　　　/10:30～/萩市保健セ
11日㊊ 倉江健康教室/10:00～/倉江公会堂
12日㊋ こころの相談（※）/10:00～/萩市保健セ
13日㊌ 白水健康教室/10:00～/白水会館
　　　  越ヶ浜グッドヘルス/13:30～/越ヶ浜介護予防セ
21日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家
22日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/13:30～/今古萩老人
　　　  憩いの家　　
26日㊋ こころの相談（※）/10:00～/萩市保健セ
　　　  江向体操教室/13:30～/江向１区公会堂

◉田万川・須佐地域
1日㊎ 元気もりもり体操会/9:30～/須佐保健セ
4日㊊ 平山台体操/11:00～/平山台駐車場

6日㊌ 弥富元気クラブ/9:30～/弥富公民館
7日㊍ エアロビクス教室/10:00～/小川交流セ
12日㊋ 萩市健康体操教室/10:00～/田万川コミュニティセ
13日㊌ 脳トレ楽習会/10:00～/田万川保健セ
14日㊍ みんなの健康運動教室/13:30～/須佐保健セ
19日㊋ すくすく相談・育児学級/10:00～/田万川保健セ
21日㊍ エアロビクス教室/10:00～/田万川コミュニティセ
26日㊋ 新・健康ちょ筋教室/9:30～/田万川コミュニティセ

◉旭・川上地域
5日㊋ 定例乳幼児相談（※）/10:00～/旭マルチメディアセ
15日㊎ 川上健康運動教室/9:30～/川上保健セ
26日㊋ あさひ健康運動教室/10:00～/旭活性化セ

◉むつみ・福栄地域
６日㊌ むつみ楽しく体を動かす会/13:30～/むつみ農　　
　　    村環境改善セ
14日㊍ 定例乳幼児相談（※）/10:00～/ふくえ～る
　　　  福栄楽しく体を動かす会/13:30～/ふくえ～る

○名探偵コナン ハロウィンの花嫁
　　　　　　　　　　　　～ 8/16
○クレヨンしんちゃん
　もののけ忍者珍風伝　　7/23 ～
○テアトルクラシックス 
　　　　　　　ミュージカル作品
　・紳士は金髪がお好き　～ 7/8
　・上流階段　　　　　　～ 7/15
　・ビクター・ビクトリア　　

萩ツインシネマ　
　☎︎ 21-5510

ツインシネマ

吉田松陰顕彰吟詠コンクール
全国大会

8 月７日㊐　9:30 ～ 16:00
市民館 大ホール
吉田松陰の漢詩・和歌の中から課

題 10 題の競
きょうぎん

吟（幼少年の部、一般
３部）

吉田松陰顕彰吟詠実行委員会事務
局（木原） 　☎︎ 083-925-4304

萩高校合唱部定期演奏会
７月 24 日㊐　14:00 ～ 16:30
市民館 大ホール

■曲目　コンクール曲「無音が聴こ
える」や創作ミュージカル「SING」他

一般 700 円、学生 300 円
萩高等学校　☎︎ 22-0076

最新情報は
こちらから⇒

■下水道工事（椿地区）
■工事期間 
　７月上旬～ 12 月下旬（予定）　
　8:30 ～ 17:00
■規制内容　車両片側交互通行
※夜間、工事中止日は解放

通行規制にご協力を
下水道建設課　☎︎ 25-3148

松元ヒロ ソロライブ 2022 
in 萩
　こんなご時世だから、大きな声で
は笑えないけど、心の中でガハッと
笑って、ストレス発散しませんか？

７月３日㊐　19:00 ～ 21:00
サンライフ萩 多目的ホール
前売り 2,000 円（当日は 2,500

円）
松元ヒロ実行委員会 （有田）

　☎︎ 090-1019-9662

イベント

 7/2～15
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慶 弔 だ よ り

人の動き 人口／44,091人（前月比-54）　男／20,447人（前月比-26） 　女／23,644人（前月比-28）
世帯数／22,958世帯（前月比+18） 　出生／17人　死亡／87人　（令和４年５月末日）

　10 月号の「広報はぎ」から、偶数月の発行は月２
回（１日号・15 日号）になります。
 ●問い合わせ / 広報課 ☎︎ 25-3178　FAX 26-5458
　メール kouhou@city.hagi.lg.jp　

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　７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

市民課　☎ 25-3400
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７月 情報カレンダー
※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。

1金

●萩の瀬つきあじフェア！（～31日）/9:30～/道の駅「萩しーまーと」
●企画展「海外の絵入り新聞に見る幕末維新」（～11/27）/9:00～/萩・明倫学舎
●萩八景遊覧船運航（～11/30）/9:00～/指月橋そば
●萩八景遊覧船運航 夕陽観賞コース（～８/31）/日没の30分前～/指月橋そば
●「読書感想文・画」の課題図書展示( ～9/30)/9:00 ～/ 萩図書館
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/11:00～/子ども図書館

外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

2土

●特別展示「日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸ー伝統工芸のチカラ展」
（～８/28）/9:00 ～ / 山口県立萩美術館・浦上記念館
●「社会を明るくする運動」街頭パレード/10:00～/須佐総合事務所
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/9:30～/児童館
●あいぶらりDEライぶらり/13:30～/萩図書館
●おはなし会おひさま（16日、23日）/14:30～/子ども図書館

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
柳井（22-0748）
花宮（25-8738）

3日
●河川海岸一斉清掃等/早朝/市内各所
●松元ヒロ ソロライブ in萩/19:00～/サンライフ萩

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）

4月

外科
内科
小児科

大藤（21-0002）
全眞会（22-4106）
いわたに（24-2100）

5火
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/10:00～/からふる
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

かわかみ （21-7538）
中嶋 （22-2206）

6水 ●ちっちゃなおはなし会（毎週水曜日）/10:30～/明木図書館 外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

7木

●「社会を明るくする運動」街頭パレード/9:30～/道の駅「ゆとりパークたまがわ」
●ピヨピヨ「夏の飾り物作り」/10:30～/児童館
●ほっこり癒しの筆文字展（～8/31）/9:30～/明木図書館

外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

8金

●あったかマルシェ/10:30～/総合福祉センター
●だんすダンス！（22日）/19:00～/児童館
●行政相談/9:00～/福栄コミュニティセンター、10:00～/旭マルチメディアセンター
●人権相談/10:00～/旭マルチメディアセンター

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

9土

●参議院議員通常選挙 前日繰上投票日（大島・相島・見島）
●マイナンバーカード 臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●夏期特別展「めざせ！貝のトレジャー王国！」/（～9/19）/9：00～/萩博物館
●ザ・卓球（23日）/10:00～/児童館
●七夕会/14:00～/萩図書館

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

10日
●参議院議員通常選挙
●萩おさんぽまーけっと/10：00～/中央公園

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）

11月
外科
内科

田町（24-1234）
柳井（22-0748）

12火
●心配ごと相談/9:30～/旭マルチメディアセンター
●行政相談/13:30～/川上公民館、14:00～/小川交流センター

外科
内科

萩むらた （25-9170）
中嶋 （22-2206）

13水

●萩市役所ロビーコンサート（ハーモニカ演奏）/12:15～/市役所ロビー
●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」/10:00～/萩光塩学院幼稚園
●ベビーマッサージ教室/10:00～/児童館
●おはなし・あそびの会/15:30～/明木図書館

外科
内科
小児科

かわかみ（21-7538）
全眞会（22-4106）
いわたに（24-2100）

14木 ●行政相談/10:00～/むつみコミュニティセンター 外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

15金 ●行政相談/10:00～/弥富公民館 外科
内科

兼田（22-1113）
わたぬき（25-2020）

16土

●菊ヶ浜海水浴場海開き（～８/28）/9：00～/菊ヶ浜海水浴場
●萩八景遊覧船運航 日本海観賞コース（～８/28）/9：00～/指月橋そば
●むつみ昆虫王国（～８月中旬）/9:00～/むつみ昆虫王国
●はぎマルシェ /16:00～/中央公園

外科
内科

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談
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※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。

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談

17日

●たまおんフェス/11:20～/田万川温泉憩いの湯
●郷土史・維新史レファレンス専門員と図書館職員による「夏の歴史館」（24日）/13:30
～、14:20～/萩図書館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

18月

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

19火
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/11:00～/からふる
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

田町 （24-1234）
中嶋 （22-2206）

20水
●子育て応援講座/10:30～/児童館
●国際交流員の英語で読み聞かせと遊び/16:00～/子ども図書館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
みやうち（25-2500）

21木 ●ピヨピヨ「水遊び」/10:30～/児童館
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

22金

外科
内科
小児科

兼田（22-1113）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

23土
●おはなしの日/10:00～/須佐図書館
●みんなでミュージック/13:30～/児童館

外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

24日

●マイナンバーカード 臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●萩ヨットレース /10:00～/菊ヶ浜沖
●萩高校合唱部定期演奏会 /14:00～/市民館 大ホール
●リサイクル雑誌/９:00～/萩図書館
●世界のおはなしを楽しむ会～ストーリーテリング～/10:00～/萩図書館
●めざせゲームマスター/13：30～/児童館

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）

25月
外科
内科

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

26火 ●心配ごと相談/13:30～/むつみ地域世代交流拠点施設 外科
内科

玉木（22-0030）
柳井（22-0748）

27水
外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

28木
●児童館がゆく！（三見）/8：30～/児童館
●子育て相談/10:30～/児童館

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

29金 ●人権相談/10:00～/福栄コミュニティセンター 外科
内科

兼田（22-1113）
ふじわら（22-0781）

30土
●図書館きてねの日/10:00～/須佐図書館
●おはなしの森～夏休み スペシャル読み聞かせ～/14:30～/子ども図書館

外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

31日 ●新型コロナウイルスワクチン集団接種（４回目）/9：00～/総合福祉センター
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
(26-1397)

★保健ガイドは、24 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
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家族でめぐる身近な旅で、新たな魅力発見プロジェクト

　夏休み期間中、山口県央連携都市圏域「山口ゆめ
回廊」の７つの市町を家族で巡ってみませんか？
　各市町イチオシの観光スポットを、圏域在住の 
中学生以下限定でお得にご利用いただけます。
※利用は保護者同伴に限ります。子どものみでの
利用はできません。

観光課
　☎︎ 25-3139

キッズサマーパスで、
山口ゆめ回廊を散策しよう！

観光列車「○○のはなし」

■期間　７月 20 日㊌～８月 31 日㊌
　　　　※８月 13 日㊏～ 16 日㊋を除く

７月 30 日㊏　12:45 ～ 14:15
東萩駅　

★萩市では市内小中学校へ
専用チラシを配布します！

（観光課でも受け取り可能）

第
１
回

「
友
好
都
市
提
携
20
周
年
！

　
群
馬
県
前
橋
市
か
ら
担
当
者
が

お
届
け
し
ま
す
！
」

臨江閣

楽歩堂前橋公園

　前橋市は、東京から北西約 100㎞に位置し、総面積 311.6㎢、人口約 33 万人の
群馬県の県都です。明治期に生糸の一大生産地として栄えたことを物語るレンガ造り
の建物、前橋市出身の詩人・萩

はぎわら
原 朔

さ く た ろ う
太郎がまちを歩いた痕跡などが市内に点在する 

歴史文化薫る都市です。
　そんな前橋市と萩市は、県庁誘致を決定づけ、経済・教育振興などに貢献した初代群馬
県令・楫

か と り
取 素

もとひこ
彦の出身地が萩市であった縁から、平成14 年12 月18 日に友好都市提携

を結び、今年で 20 周年の節目を迎えます。両市の交流は、これまで市民が主体となっ
て行われ、平成15 年には、総勢200 名を超える前橋市民が、萩広域ふるさとまつりで、

「八木節・前橋だんべえ踊り」を披露しました。

　平成20 年に友好の証として寄贈いただいたナツミカン
とツバキの苗木は、臨

りんこうかく
江閣そばの楽

ら く ほ ど う
歩堂前橋公園で元気

に育っています。平成 26 年には NHK大河ドラマ「花燃
ゆ」が放映され、両市に大河ドラマ館が設置されるなど、
全国の皆様に両市の友好をPRする機会となりました。

　今年は、20 周年を記念した交流企画として、今月号
から12月号までの全６回、前橋市の情報を連載でお伝え
していきます。美味しい食べ物や美しい自然などの前橋
市の魅力はもちろん、他の交流イベント等の耳寄りな 
情報も掲載予定ですので、ぜひご覧ください！

運行開始　　周年記念イベント５

会場では夏みかん
ジュースをおふるまい

　到着（12:52）、出発（14:13）にあわせて、 
「萩にゃん。」や奇兵隊士がお客様のおもてなし
をします。会場でお配りする５周年記念うちわ
を手に、おもてなしに参加しませんか？

観光課　☎︎ 25-3139

※圏域…山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山陽小野田市、津和野町

◀詳細はこちら
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萩八景遊覧船　☎︎ 21-7708

日本海観賞コース 夕陽観賞コース

期間 ７月16日㊏～８月28日㊐
9:00～16:00

７月１日㊎～８月31日㊌
日没の30分前～

※当日の16時までに要予約
時間 約 50 分 約 30 分

料金
・大人1,200円
・中・高校生1,000円
・小学生以下500円
・３歳未満無料

・大人、中・高校生1,000円
・小学生以下500円
・３歳未満無料

■日本海観賞コース
　通常コースより 10 分延長し、箱めがね 
　で日本海の水中観察などを楽しめます。
■夕陽観賞コース
　美しい夕陽を菊ヶ浜沖から楽しめます。

萩八景遊覧船萩八景遊覧船２つの特別コースがスタート！２つの特別コースがスタート！

【共通】
■発着場所：指月橋そば（萩城跡入口付近）
■定員：12 人／隻

夏だ！夏だ！
海へ行こう！
海へ行こう！

イベント盛沢山！イベント盛沢山！　14カ所のポイントを電動アシスト自転車（有料）
で巡り、スタンプを集めると温泉入浴券、道の駅 
商品券などをプレゼント！

7 月１日㊎～８月 31 日㊌（温泉定休日を除く）
田万川温泉憩いの湯 ( レンタサイクル貸出受付 )

※自転車の数に限りがあるため要予約となります。
田万川温泉憩いの湯　☎︎ 08387-2-0370

たまがわスタンプラリーたまがわスタンプラリー

　徳
とくぞういん

蔵院、願
がんぎょうじ

行寺、平蕨台、大板山たたら遺跡などのお宝を巡り、
ブルーベリー狩り（持ち帰り有料）も楽しめます。

７月 24 日㊐　9:00 ～ 16:00（ハピネスふくえに 8:40 集合）
30人（先着順）　 1,500円　 マスク、動きやすい服装・靴
７月１日㊎から 13 日㊌までに紫福支所へ☎︎ 53-0211

福栄お宝発見ツアー福栄お宝発見ツアー大地の恵みに祈りを込めて

※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。

　菊ヶ浜沖で島々をめぐる２つのコースで競われます。
萩の美しい海に浮かぶ色とりどりのセールをお楽しみください。

萩ヨットレース実行委員会（観光課内）　☎︎25-3139萩ヨットレース 2022萩ヨットレース 2022

７月 24 日㊐　10:00 スタート
■コース
〇レーシングクラス：菊ヶ浜沖～尾島～櫃島～肥島～菊ヶ浜沖
〇クルージングクラス：菊ヶ浜沖～肥島～ツバ瀬（灯台）～菊ヶ浜沖
■出航時間　9:30（約 60 分）

　美しい海と迫力あるレースの
スタートを間近で観覧できます。

萩八景遊覧船乗船場
20 人（要予約・先着順）

※空席があれば当日受付可

無料観覧船  参加者募集！無料観覧船  参加者募集！

　「食」と「音楽」を掛け合わせた
屋外イベントを開催します。

７月17日㊐  11:20～16:30
田万川温泉憩いの湯

　多目的テラス
たまおんフェス

　実行委員会
　☎︎ 090-3609-3806

「たまおんフェス」「たまおんフェス」
田万川温泉夏祭り

お出かけ情報お出かけ情報

　「快
かいすい

水浴場百選」に選ばれている菊ヶ浜で、
海水浴をお楽しみください。

７月16 日㊏～８月28 日㊐　9:00 ～17:00
菊ヶ浜海水浴場

※海開き期間中、駐車場は有料(1,000 円) です。
観光課　☎︎ 25-3139

菊ヶ浜海水浴場海開き菊ヶ浜海水浴場海開き
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　市内外約25 店舗のキッチンカーや雑貨屋などが集
まり、マルシェを開催します。

７月 10 日㊐　10:00 ～ 16:00
中央公園
萩まちじゅう博物館推進課　☎︎ 25-3290

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎ 24-2400休館日  7月11日㊊・19日㊋・25日㊊

展示やイベントに関する
詳細は、公式 HP から⇒

公式
Twitter ⇒

▼岡田 泰《淡青釉鉢》2019年 個人蔵《特別展示》
〇日本工芸会陶芸部会 50 周年記念展  未来へつなぐ陶芸－伝統工芸のチカラ展
　歴代人間国宝から若手陶芸家137 人の名品139 点を展示し、伝統陶芸の歩み
と未来へとつなぐ陶芸の技と美を紹介します。

７月 2 日㊏～８月 28 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。トーク・講演会・特別対談は
　　予約と観覧券が必要です

◆ガウスの加速器 ～３回転に挑戦しよう～◆ガウスの加速器 ～３回転に挑戦しよう～
磁石の磁力を使って鉄球を加速させよう！
あまりにも速いので回転している鉄球が見えません。

７月 30 日㊏　10:30 ～
小学４年生～小学６年生
14 人　　 200 円（材料費含む）
松田 光一先生（サイエンスレンジャー）

7月は夕方開催！7月は夕方開催！7月は夕方開催！

はぎマルシェはぎマルシェはぎマルシェ

◆ディンプルアート
ステンドグラス調の絵を描こう！

７月 31 日㊐　① 10:30 ～、② 13:30 ～
①小学１～３年生、②小学４～６年生
各回 15 人　　 500 円（材料費含む）
重岡 知恵美先生（chieri chalkart 工房）

◆３D 工作 ～３Ｄの世界を楽しもう～
３Ｄめがねと３Ｄボックスを親子で協力して作ろう！

８月７日㊐　① 10:30 ～、② 13:00 ～
小学1～3年生（1人に付き保護者1人要同伴）
各回９人　　 100 円（材料費含む）
松田 光一先生（サイエンスレンジャー）

◆水風船スタンプのホワイトボード作り
８月６日㊏　① 10:30 ～、② 13:30 ～
小学１～６年生
各回 15 人　　 300 円（材料費含む）
絵の具セット、ハサミ、カッター、飾り付けたい物

◆申し込み（先着順）７月10日㊐9：30～24日㊐までに
　NPO 萩明倫学舎へ☎︎ 21-0304

　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。その
ほかにも、市内飲食店やキッチンカー、ワークショップ
などの出店もあります。

７月16日㊏16:00～19:00　 中央公園
★出店店舗などの詳細は、FaceBook、
　Instagramをご覧ください。

＼出店者・ステージイベント出場者 募集／
　はぎマルシェに出店し、自慢の商品を販売・宣伝、
また、ステージイベントに出場し、はぎマルシェを盛り
上げてみませんか？
★毎回、約30店舗の出店、約700人が来場されます。

出店月の前月末までに市HPから申し込み
※その他、詳細や出店条件は
　市HPをご確認ください。

農政課
　☎︎25-4192

サマースクールサマースクールサマースクールサマースクール
萩・明倫学舎萩・明倫学舎萩・明倫学舎

萩おさんぽまーけっと萩おさんぽまーけっと萩おさんぽまーけっと

〈出品作家によるトーク〉
いずれも11:00～12:00　 20人
7 月 3 日 大和 保男 氏
     10 日 波多野 善蔵 氏
     17 日 岡田 裕 氏
     24 日 十三代 三輪 休雪 氏
     31 日 十五代 坂倉 新兵衛 氏

７月２日㊏　　 「日本の伝統陶芸の歴史的展開と未来への展望」
唐澤 昌宏 氏(国立工芸館館長、本展監修者)
７月30日㊏　  「陶芸で私が行ってきたこと」
前田 昭

あきひろ
博 氏(陶芸家、重要無形文化財「白磁」の保持者)

８月６日㊏　　 「非対称性へのまなざし」
中野 信

の ぶ こ
子 氏(脳科学者)×唐澤 昌宏 氏

〈記念講演会＆特別対談〉　いずれも 13:30 ～ 15:00　　 40人　

夏休みの宿題に最適！
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　アートや宝石のように、いつの世も人々を魅了する「貝」。
河上 勲さん（萩市在住）からご寄贈いただいた多数の標本と、萩博物館所蔵
の標本をあわせて、世界から日本、そして萩の貝約 2,000 種類を展示！
ミッションをクリアしながら会場を巡る、体験型の展示会です。

関連イベントも要チェック！関連イベントも要チェック！

　いろいろな貝殻を飾り付けたフォトフレーム
やストラップなどを作ります。

７月25日㊊  10:00～16:00
※材料がなくなり次第終了

萩博物館講座室
材料費100～350円
申込不要 ( 上記時間内にお越しください。)

キレイな貝でインテリアづくりキレイな貝でインテリアづくり

※土日祝やお盆は混雑が予想されます。平日のご来館がおすすめです。

【完全予約制】７月１日㊎から予約開始！（当日予約・スマホ予約可）
　新型コロナウイルス対策のもと、今夏も展示観覧は完全予約制です。

■■開館時間  9:00～17:00（入館16:30まで）
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　☎︎25-6447

９月４日㊐　12:30 ～13:30( 予定)　※荒天時は９月11 日㊐
江崎漁港（現地集合）
小学生以上（小学生は保護者同伴、保護者１人につき２人まで）
20 組程度

※応募者多数の場合は抽選
大人2,800円、小人1,800円（予定）
萩博物館 HP 内の専用ページより、８月 21 日㊐までに応募　　

■協力　江崎定置網、山口県漁協江崎支店

　江崎漁港で水揚げされたシュモクザメやマンボウなど、めったに見る
ことができない、ホンモノ・ナマの珍魚・怪魚を観察・撮影・タッチング！

貴重体験！萩の珍魚・怪魚リサーチ貴重体験！萩の珍魚・怪魚リサーチ

「日本三名宝」の一つとして珍重される宝貝  
テラマチダカラ▼（萩博物館蔵）

▲アオイガイ（河上勲氏寄贈）
萩にも漂着する、幸福を呼ぶ「海のゆりかご」

巻貝の帝王…深海に潜む「生きた化石」
▼リュウグウオキナエビス（河上勲氏寄贈）

　事前に送付するキット（キレイな貝、標本ケース、手引き等）
を使い、オンラインでカッコいいコレクションづくりに挑戦！
　アイディアを追加すれば夏休みの自由研究もバッチリ！？

８月６日㊏　18:00 ～ 19:00 頃 ( 予定 )
推奨年齢小学１～３年生
30組程度

※応募多数の場合は抽選
2,800円（予定）　
萩博物館 HP 内の

　専用ページより、
　７月 23 日㊏まで
　に応募

とっておきの貝殻コレクションづくりとっておきの貝殻コレクションづくり

めざせ !!めざせ !!めざせ !!めざせ !!

のののののの トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国貝貝貝貝貝貝
■■ 会期：７月９日㊏～９月 19 日㊊㊗（会期中無休）会期：７月９日㊏～９月 19 日㊊㊗（会期中無休）

萩博物館 夏期特別展萩博物館 夏期特別展

オンラインで！オンラインで！

※あわせて特別展をご覧になる場合は、別途展示
　観覧予約と観覧料が必要です。
■主催 :NPO 萩まちじゅう博物館
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最新の情報を随時お届けします！
公式Facebook「山口県萩市」

むつみむつみむつみむつみむつみむつみ ひまわりロードフェスタひまわりロードフェスタひまわりロードフェスタひまわりロードフェスタひまわりロードフェスタひまわりロードフェスタ

むつみ総合事務所　☎ 08388-6-0211

　４haの広大なほ場に 25万本のひまわりが咲き　４haの広大なほ場に 25万本のひまわりが咲き
誇ります。ひまわりのスケッチ体験、ひまわり巨大誇ります。ひまわりのスケッチ体験、ひまわり巨大
迷路、地元の新鮮野菜などの販売をします。迷路、地元の新鮮野菜などの販売をします。

８月７日㊐　10:00 ～ 15:00８月７日㊐　10:00 ～ 15:00
むつみ物産販売交流施設（高佐下ひまわりローむつみ物産販売交流施設（高佐下ひまわりロー

ドそば、むつみ昆虫王国入口、萩・むつみの恵前）ドそば、むつみ昆虫王国入口、萩・むつみの恵前）
■ひまわり写真コンテストひまわり写真コンテスト
むつみのひまわりをむつみのひまわりをモチーフとしたコンテストモチーフとしたコンテストです。です。

８月 31 日㊌８月 31 日㊌
会場、むつみ総合事務所に備え付けの会場、むつみ総合事務所に備え付けの応募用紙応募用紙

（（市HPでも市HPでもダウンロードダウンロード可）をむつみ総合事務所へ可）をむつみ総合事務所へ

昆虫王国昆虫王国昆虫王国昆虫王国昆虫王国昆虫王国
　　カブトムシカブトムシに触れることができる「かぶと虫ドーム」と、に触れることができる「かぶと虫ドーム」と、
昆虫採取ができる「昆虫の森」で夏の思い出を作ろう！昆虫採取ができる「昆虫の森」で夏の思い出を作ろう！

７月 16 日㊏～８月中旬　9:00 ～ 17:00７月 16 日㊏～８月中旬　9:00 ～ 17:00
むつみ昆虫王国むつみ昆虫王国

※※かぶと虫ドームかぶと虫ドームは入場者数を制限する場合があります。は入場者数を制限する場合があります。
かぶと虫ドームのみ３歳以上 500 円 ( 再入場不可 )かぶと虫ドームのみ３歳以上 500 円 ( 再入場不可 )

◆学校の部（応募21件）
【金賞】明木小・旭中、多磨小　
【銀賞】椿東小、明倫小
【銅賞】越ケ浜中、田万川中、
　　　椿西小、福栄小中

◆個人の部（応募８件）
【金賞】福塲 勝子（上田万）
【銀賞】柴田 静江（須佐）
【銅賞】堀 誠七郎（大井）

【金賞】白水会館・しらみずクラブ
◆地域・職域団体の部（応募10件）

【銀賞】大島地区環境衛生組合、萩市教
育委員会、八幡ふるさと花壇（上田万）

【銅賞】川上地域子ども会育成連絡協議
会、木間地域ふれあい花壇、須佐公民館
放課後子ども教室

6 月 11 日㊏に表彰式が行われました。
※金賞のみ写真掲載

受賞者決定！

市役所ロビーコンサート市役所ロビーコンサート市役所ロビーコンサート市役所ロビーコンサート

各地域・地区のゴミの
分別と出し方はこちらから→

ゴミは収集日の朝８時半までに出しましょう！

の 花いっぱい運動

明木小・旭中 多磨小

春

■演奏者　椙本 博
ひろあき

昭（ハーモニカ）
■曲　目　・男はつらいよ
　　　　　・荒城の月（幻想的変奏曲）ほか

第８回 ７月13日㊌ 12:15～12:45
第９回

ポップスボーカルとピアノのコラボレーション
■演奏者　津室 ひとみ（ピアノ）
　　　　　秋山 紗希（ボーカル）
■曲　目　Everything、
　　　　　美空ひばり
　　　　　メドレーほか

８月３日㊌ 12:15～12:45

新しく「津波フラッグ」「津波フラッグ」が追加されました。

　津波警報等を知る手段として、テレビやラジオ、
携帯電話等に加え、

海岸で見かけたら、速やかに避難しましょう！
※津波警報等とは、大津波警報・津波警報・津波注意報の総称です。

※原則第１水曜日の開催ですが、期日前投票のため、
日程を変更しています。


