
【表紙の説明】　夜の観光を楽しむため、夜
の萩城跡を日没から午後 10 時までライト
アップしています。金色に輝く萩城跡を見
に行きませんか。
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毎年～数十年周期毎年～数十年周期

毎年～数十年周期毎年～数十年周期

数十年～数百年周期数十年～数百年周期
数十年～数千年周期数十年～数千年周期

数万～10万年周期数万～10万年周期

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！ #4
　今回の『ふるさと萩の魅力再発見』は、前号に続き、「萩ジオパーク」をご紹介します。
　萩ジオパークの大地の大半は、過去１億年間にわたる多様なマグマの活動によってできました。日本列島は

「変動帯」と呼ばれ、地震や火山活動が活発な地域です。大地は、さまざまな時間軸で刻一刻と変化しています。
そんな変化する大地で暮らすにはコツがあります。先人たちはどのように付き合ってきたのでしょうか。

変化を続ける大地で暮らすためにはコツがいります。変化を続ける大地で暮らすためにはコツがいります。
人も自然の一部であるという意識が大切です。人も自然の一部であるという意識が大切です。 　火山活動、地震、川の氾らん、地すべり、海面の

上昇・下降など、何干回、何万回と繰り返されて
きた自然の営みが、私たちの暮らす大地をつ
くっています。そんな変化する環境の中で上手
に暮らすために、日頃から周囲の自然を五感で
感じ、楽しんでみてはどうでしょう。

　科学技術が発展し、今までできなかったような 
大規模な開発も可能になりました。しかし、人の便利
さだけを求めた行動は、自然界にしわ寄せがいき、
やがて人にも悪影響となって返ってきます。大地を
生み出す自然の営みや、それに寄りそって文化を 
育んできた先人たちを敬い、時には祈り、そして感謝
する気持ちを忘れずに暮らしていきたいですね。

　大地をつくる自然の活動は、時として人々に大きな被
害をもたらします。だからといってその活動を封じこめ
ようとするのではなく、受け入れ、上手にやり過ごす方法
を考えることが大切かもしれません。山は崩れるもの、
川はあふれるもの、大地は揺れるものであり、そのおかげ
で自然界は成り立っているのです。

　私たちはあらゆる“つながり”の中で暮らしています。そして
それは、絶妙なバランスで保たれているものです。資源を欲望
のままにとり尽くすのではなく、必要な分だけいただくことが 

“つながり”を保つことにつながります。例えば、特産のサザエや
ウニは、漁師さんたちが採ってよい場所や期間を決めています。

川があふれた時の移動
に使う舟（大井）

崩れても戻せるように印を
つけた石垣（大島）

　足を
運んでみよう！
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　３つのマグマがつくった萩の大地は、地域
によって異なる姿をしています。人々はその
特徴と向き合いながら、それぞれの土地に
あった暮らし方を試行錯誤してきました。
　その結果として多様な産業が生まれ、一大
都市である城下町を築くこともできました。

　50 カ所以上に分布する小型火山の集まり「阿武火山群」は
海中にもあり、瀬やグリと呼ばれています。海水の流れが瀬や
グリにぶつかると流れが乱れ、栄養たっぷりの砂や泥がまき 
上げられます。その栄養と太陽の光でプランクトンが良く育ち、 
それを食べに魚が集まってきます。
　また、瀬やグリには海藻がはえ、ウ二やサザエ、アワビなどの
海の生き物たちの住処にもなっています。萩の魚介類は海底に
沈んだ火山で育っているのです。

　阿武火山群の溶岩台地の上は平らで、日当たりと水はけが 
良く、肥沃な火山性土壌が広がり、野菜や穀物、果物の栽培が
盛んです。
　溶岩や火山灰の地層は水を吸い込みやすく、火山の麓から湧
き出すため、稲作も盛んにおこなわれています。萩の多種多様
な農産物は小さな火山が支えているのです。

　約１億年前に超巨大噴火を起こしたマグマ
は冷え固まって岩石（花こう岩）となり、長い
年月をかけて地表に現れました。このマグマ
の活動は非常に大きく、中国地方の広範囲に
同様の岩石が分布しています。
　花こう岩の風化が進むと、やがて粘土にな 
り、これが萩の金

み た け つ ち
峯土、そして防府の大

だいどうつち
道土

といった萩焼の陶土として使われています。
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大地と向き合い、受け入れ、共に生きる意識を育みます。大地と向き合い、受け入れ、共に生きる意識を育みます。
一緒に大地と人の“つながり”を楽しみましょう！一緒に大地と人の“つながり”を楽しみましょう！

　私たちが暮らす日本は、世界の陸地面積のわずか 0.25％
の小さな国。しかし、地球上の７％もの活火山が集中し、
M6.0 以上の地震の 20％が日本周辺で発生しています。
急

きゅうしゅん

峻な地形と豊富な降水量で山は度々くずれ、川は絶え
ず流路を変えます。大地は常に姿を変え続けています。

　私たちが暮らしている大地は、地球の活動が
生み出したもの。萩の雄大な自然景観の中に
は、人の感覚では計り知れない壮大なスケール
の物語が秘められています。さあ、地球の記
憶をめぐる冒険に出かけよう！

　主に萩ジオパークのエリア（萩市、阿武町、
山口市阿東地区）内の市民・町民の皆さんを
対象に、大地（地質や地形）に目を向けること
の大切さを、体験的に知っていただくための
講座やプログラムです。

　日本列島は、世界でも稀にみる変化の激しい環境にある
のです。そんな躍動する自然の中で、先人たちは変化を敏感
に感じ取り、柔軟に対応することで命をつないできました。

こうしてつながれた奇跡のたすきを未来へ引き継ぐため
に、私たちはジオパークに取り組んでいます。

　萩ジオパークは日本ジオパークネットワークの一員とし
て、地質や地形から、揺れる、崩れる、噴火する、流され
る不安定な大地の特徴を学び、歴史や文化から、厳しい自
然の中で生き抜くための繊細な感覚や知恵を習い、今を生
きる日本中の人々の心の中に、大地と向き合い、受け入れ、
共に生きる意識を育みます。

◎次回は、萩の◎次回は、萩の重要伝統的建造物群保存地区を詳しくご紹介します。重要伝統的建造物群保存地区を詳しくご紹介します。
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市長緊急メッセージ 　新型コロナウイルス感染症については、全国的に「第７波」による急
激かつ大規模な感染拡大に直面しており、山口県でも、新規感染者が過

去最多を更新するなど、厳しい状態が続いています。
　萩市においても、感染拡大に歯止めがかからず、連日、多数の新規感染者が確認されているところです。こ
うした感染者の急増により、市内の医療機関では外来診療がひっ迫するなど、保健・医療体制への負荷も大幅
に増加し、大変深刻な状況にあります。
　昼夜を問わず、対応に奮闘されている医療従事者の皆様方には、改めまして深く感謝を申し上げます。
　市民の皆様には、現下の厳しい状況をご理解いただきますとともに、医療現場等で献身的に従事されている
皆様方のためにも、これ以上の医療のひっ迫を回避するため、以下の取組について、ご理解とご協力をお願い
します。
○発熱や咳など、少しでも感染を疑う症状が出た場合には、外出や人との接触は避け、速やかに、かかりつけ
　医や受診・相談センター等に相談してください。
○ 20 歳から 50 歳未満の方で、熱が 37.5℃未満や軽いのどの痛みなど、症状がごく軽く、かつ、高血圧等
　の基礎疾患がない方で検査のみを希望する方が自己検査できるよう、インターネット申込により抗原検査
　キットを県が無料配布していますので、ご活用ください。
○なお、無症状でも感染への不安を感じる方は、県が実施している無料の集中 PCR 検査をご活用ください。
○ワクチン接種は、発症と重症化を予防しますので、ワクチンの効果と副反応等のリスクを理解し、接種をご
　検討ください。特に、接種率が低い若年層の皆様には、ご自身とご家族やご友人など、大切な人を守るため、
　早めの接種のご検討をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  萩市長　田中 文夫

「一日市長室」を開設します！令和４年度
■受付人数
　１日あたり 10 人程度（１人につき 15 分以内）
　※申込みが多い場合は、状況に応じて日程を調整
　します。団体・グループでの申込可（参加人数は
　３人以内とします）。
　※事前予約制（先着順）で申込を受け付けます。
■申込事項　住所、氏名、参加人数、電話番号　
　※申込時にご意見の内容を確認します。
■申し込み　開設日の 3 日前までに各総合事務所、
　支所・出張所または広報課まで電話、FAX、メール
■問い合わせ  広報課　☎︎ 25-3178
　FAX26-5458、メール kouhou@city.hagi.lg.jp

■開設日

※ご意見の内容に応じて、現地確認を予定しています。

地区 月日 時間 会場
吉部 ９月22日㊍ 9:00〜 むつみ総合事務所
明木 ９月29日㊍ ９:00〜 旭総合事務所

10 月以降の日程は決定次第お知らせします。

ヨルダン・ハシェミット王国特命全権大使 リーナ・アンナーブ氏が表敬訪問

　ヨルダンと萩市の関係については、2012 年から 2016 年までヨ
ルダン・ハシェミット王国サルト市で、持続可能な観光開発プロジェ
クトが国際協力機構（JICA）により行われ、このプロジェクトに
萩市から文化資源管理・景観管理の専門家として２人の職員をサル
ト市に派遣するほか、市内で実施された研修の受け入れなどを行っ
てきました。
　「萩まちじゅう博物館」の取り組みを参考にした活動は順調にサ
ルト市で根付いており、2021 年には「サルト ～寛容と都市的ホ
スピタリティの場」が、世界文化遺産に登録されています。
　11 月には交流イベントとして、写真展や映画上映が萩ツインシ
ネマ等で予定されています。

【左から】長岡市議会議長、リーナ特命全権
大使、田中市長、モハマド参事官、石飛副議
長、柴田副市長

８月10日
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山口県立
萩商工高等学校

〒 758-0074　萩市大字平安古町 544 番地
電話（0838）22-0034
FAX（0838）22-2429

　本校では、自ら課題を探し、さまざまな専門技術を
基に地域社会と協働しながら解決できる商業・工業の
スペシャリストの育成に取り組んでいます。昨年度、
宇宙航空研究開発機構 J

ジ ャ ク サ
AXA と連携して取り組んだ

課題研究「KIMONO の船内服」が、第４回県探究学
習成果発表大会において、人文社会科学分野で最優秀
賞を受賞しました。

　地元企業や自治体等と連携し、商品開発や販売実習、
地元産業を活性化するための調査・研究等に取り組ん
でいます。
　また、公共施設の補修活動やベンチ等の木材加工品
の寄贈、小学生へのプログラミング教育や中学校への

「技術・家庭科」の授業支援など、今年度も地域連携
をはじめ、異校種間連携にも力を入れています。

　面接・小論文指導や企業との連携による進路ガイダ
ンスの実施など、希望する進路の実現に向け、きめ細
かな進路指導や多くの資格・検定指導を行っています。
令和３年度の進路実績は、就職が全体の約７割（就職
内定率 100％）、大学・専門学校等への進学が約３割
でした。令和４年度の求人数は、昨年度を超える見込
みです。（令和３年度求人倍率：約 19.5 倍）

　本校には 20 の部があり、熱心に活動しています。
本年度、商業探究（ワープロ）部が全国大会に出場、
ラグビー部（令和４年度強化拠点校に指定）、陸上競
技部、剣道部等が中国大会出場を果たすなど、多くの
部・団体が中国大会以上の上位大会に出場しています。
　また、生徒会を中心として、生徒チャレンジ目標を
掲げ、体育祭・萩商工祭（文化祭）等の学校行事を、
生徒が主体的に企画・運営するなど、自主自律的に行
動する力を培っています。 

■商業・工業のスペシャリストを育成

■特色ある教育活動と地域連携

■きめ細かな進路指導と抜群の実績 ■盛んな部活動と生徒主体の学校行事

○「総合ビジネス科」と「情報デザイン科」
　商業系：将来のビジネスリーダーを育成
○「機械・土木科」と「電気・建築科」
　工業系：ものづくりのプロフェッショナルを育成

設
置
学
科

生徒が情熱を燃やしている部活動や学校行事等

ワープロ部全国大会出場

測量大会中国大会出場

体育祭
ラグビー部中国大会出場

専門的な知識や技術を習得する授業

地域と連携した様々な教育活動

商品開発（課題研究）

小学校プログラミング教室

IoT 技術開発（課題研究）

防災キャンプ

現場見学会

公共施設補修ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

JAXA 連携授業

着物ウイーク in 萩

◯先見性をもち、自ら行動する
◯どんな人に対しても積極的に
　礼儀正しく挨拶をする 
◯自己管理を徹底する

令和４年度　生徒チャレンジ目標

シリーズ　魅力ある高校紹介 No. １

萩商工高等
学校 HP

学校紹介
ムービー
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受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます
全国消防救助技術
大会に出場！

全国大会出場おめでとう！
全日本中学校陸上競技選手権大会

８月18日～21日 福島県

萩西中学校陸上部（4×100ｍリレー）
【左から】伊藤 拓

た く み
海、齊藤 渓

けいだい
大

白神 孝
こ う の す け

之介、山本 祐
ゆうせい

成（以上３年）
田邉 佳

よしゆき
之（２年）

【左上】玉村 知
ち ひ ろ

大（３年）

８月13日・14日 広島県

椿西スポーツ少年団
【前列左から】 山根 龍

りゅうのすけ
之介、井町 朔

さ く や
也、

青木 勇
は や と

人、松田 凰
こ う き

輝、山縣 蓮
れん

、宗
そうらく

楽 佳
よ し き

樹
【後列左から】 石光 直

なおゆき
之、松中 颯

は や た
汰、坂本 巽

たつみ

植山 開
か い り

吏、古谷 光
み つ き

基、細田 昇
しょうご

吾、吉松 優
ゆう

藤永 陽
は る と

斗、烏田 佑
は る と

翔、田村 総
そうたろう

太郎、河村 渚
なぎさ

山口県自治関係功労者表彰

（新川東区町内会長）
山本 憲

け ん じ
二

○県知事表彰

永年自治会活動を通じて
地方自治の発展に貢献

マルちゃん杯
全日本少年柔道大会　

９月18日 東京都

萩柔友スポーツ少年団
【前列左から】弘長 悠

ゆ う と
斗

弘長 唯
ゆ い と

人
【後列左から】霜

しもやま
山 薙

ち ゆ ら
由楽

金子 美
み き

姫、高橋 明
は る と

豊

　８月 26 日、第 50 回
全国消防救助技術大会が
開催され、萩市消防本部
から礒

い そ べ

部雄
ゆ う

太
た

消防士長
（32 歳、写真右）・柴田

萩市総合アプリ「はぎなび」に防災情報機能を拡充

拡
充
し
た
主
な
機
能

避難情報を発令した場合、LINE で情報を
受信できます。※受信設定必要

防災情報をメッセージ配信！１

国土交通省の「重ねるハザードマップ」をはじめ、気象庁（キキクル）
や山口県が公開している防災関連情報にすばやくアクセスできます。

防災情報をより検索しやすく！２

避難所が開設された場合、最寄りの避難所までの経路案内や混雑状況
などを確認することができます。

避難所情報が閲覧可能に！３

　道路施設や観光・文化財施設などの公共施設の不具合を市民の方がスマートフォンで気軽に通報・
連絡できるアプリケーション「はぎなび」を令和 3 年 4 月から運用開始しています。
　このたび、8 月から防災情報機能を拡充し、より便利に使いやすくなりました。

弘
ひ ろ き

樹消防士（28 歳、写真左）がロープ応用登は
んの部に出場しました。
※結果は、広報 10 月号でご報告します。
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　１階は市観光課などの観光関連団体の事務所が入所します。観光起点施設としてのさらなる強化が
図られ、一層のおもてなしで観光客の皆さんをお迎えいたします。２階には市民の方が創作した絵画
や、工芸等の作品を発表できる市民ギャラリーを整備しました。このギャラリーの活用により、芸術
文化の振興と市民の文化活動の充実が期待されます。また、イベント、講習会、会議等で利用できる
交流室もあり、多くの市民の方のご利用をお待ちしています。
　３号館の完成により４棟全てが完成し、中央の渡り廊下で本館から４号館まで移動できます。

■使用料
部屋名 料金

交流室（大） １時間につき 460 円
交流室（小） １時間につき 260 円

部屋名 使用日数 料金（1日つき）

市民ギャラリー
（大展示室）

３日未満 3,000 円
３日以上 7 日未満 2,200 円
７日以上 1,500 円
１時間につき 390 円

市民ギャラリー
（小展示室）

３日未満 2,000 円
３日以上 7 日未満 1,500 円
７日以上 1,000 円
１時間につき 260 円

※部屋の空き状況などについては事前に電話等でお問
　い合わせください。

萩・明倫学舎推進課　☎︎ 25-3569

萩・明倫学舎３号館が開館しました！

※映像設備や音響機器については別途有料にて貸出。
　冷暖房については別途。

オープニング企画！
あなたが主役！
萩市みんなのアート展

９１

　市民の皆さんや市にゆかりのある方が
創作された作品をご覧いただけます。

９月１日㊍～ 29 日㊍　
　10:00 ～ 18:00（最終日 16:00 まで）

市民ギャラリー（大展示室・小展示室、交流室）
絵画、工芸、書、写真

２階

ＥＶ

給給湯湯室室

１階

給給湯湯室室

３号館入口

ＥＥＶＶ
備備品品
倉倉庫庫 準準備備室室

ＥＶ
萩市
観光協会 萩市観光課 会議室 作業室 備品庫wc

萩温泉旅館
協同組合

はぎ温泉配湯
協同組合

（小展示室）
66.2 ㎡

（大展示室）
132.5 ㎡

市民ギャラリー交流室（大）
119.3㎡

交流室（小）
66.2㎡

交流室（小）
66.2㎡

⬆︎４号館へ
南
門
側

有
備
館
側

※萩市観光協会は、年内の入所を予定しています。

３号館
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●令和４年度分
　今年度、新たに住民税非課税となった世帯について、
給付金の給付対象として追加されました。
※既に、令和３年度分の同臨時特別給付金を受けた世
帯は対象外です。
■支給対象となる世帯（どちらかに当てはまる世帯）
　①基準日（令和４年６月１日）において住民基本台
　　帳に登録されている世帯員全員について、令和４
　　年度住民税が課税されていない世帯（世帯員全員
　　が住民税の課税されている家族等に扶養されてい
　　る場合は、支給対象外）
　②新型コロナウイルス感染症の影響で、令和４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）
○支給要件確認書・申請書提出期限  10 月 14 日㊎
　①のうち対象となる世帯へは、７月 15 日に支給要

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯当たり 10 万円）

　件確認書を発送しています。
　なお、令和３年 12 月 11 日以降に萩市へ転入され
　た方や住民税未申告の方を含む世帯等については
　申請が必要です。
○家計急変世帯申請期限　９月 30 日㊎
　②に該当する世帯は申請が必要です。収入が減少し
　たことを証明する給与明細等の添付書類が必要です。
●令和３年度分
■申請書提出期限　９月 30 日㊎
　令和３年度住民税非課税世帯で、令和３年１月２日
〜 12 月 10 日までに萩市へ転入された方や住民税の
未申告者を含む世帯については、申請が必要です。
※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。
※市 HP からダウンロード可

福祉政策課　☎︎ 25-3550

　萩市出会いの場づくり応援事業として、結婚を望む
独身者の出会いのきっかけとなる婚活イベントを開催
します。

10 月 16 日㊐　10:30 ～ 15:30
田万川温泉テラス
婚活に役立つ会話術の指導や脳診断を行う「婚活お

　役立ちセミナー」後に、バーベキューをしながら楽
　しく交流します。

市内に在住もしくは在勤し、または将来萩市に住む
　希望のある 20 歳以上の独身の方

男女各 10 人
2,500 円
10 月 10 日㊊までに、QR コードから申し込み
ふるさと萩・ご縁結びの会（豊田）

　☎︎ 090-3633-2056

バーベキュー婚活 in たまがわ募 集

②秋のスポコン！恋活クラスマッチ in 長門
　スポーツが苦手な人も楽しめるスポーツ婚活です。

9 月 23 日㊎㊗　10:30 ～ 16:30（10:00 受付）
ルネッサ長門「ながと総合体育館」（駐車場あり）
35 歳以上　 男女各 20 人
男性 1,200 円、女性 1,200 円
9 月 19 日㊊　

■参加条件（①・②共通）現在独身で交際相手のいない方。萩市・
　長門市・美祢市に在住の方、または結婚を機に三市のいずれかに
　定住する意思のある方。締切までに定員に達したらキャンセル待ち。

㈱ネクスト・ステージ　☎︎ 083-250-6519

①相性チェックでみつけるＧＯ - ＥＮ♡
　性格診断コン in 美祢
　20 問の質問に答える「性格診断」婚活です。

9 月 19 日㊊㊗　11:00 〜 15:00（10:30 受付）
秋吉台国際芸術村「ラルゴ」（駐車場あり）
20 歳〜 34 歳　 男女各 20 人
男性 3,500 円、女性 2,500 円
9 月 15 日㊍

ＧＯ - ＥＮプロジェクト婚活イベント募 集

「子育ての幸せが実感できるまちづくり」を目指して特集 #4

詳細・申込は
こちらへ→

↑詳細は
こちらへ

有
備
館
側

〜婚活イベントを紹介します〜

詳細はこちらへ→
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　長引く新型コロナウイルス感染症による影響や、原
油価格や物価の高騰が続く中、市民の消費を喚起し、
停滞している経済活動の回復を確かなものとするため
の経済対策として、40％のプレミアム（割増金）が
付いた萩市共通商品券が、10 月から販売されます。
　市内の全世帯が２セットまで購入できるよう、各世
帯に購入引換ハガキを送付します。
■販売価格　１セット 5,000 円
■購入セット数　１世帯２セットまで
■１セット額面　7,000 円（1,000 円券×７枚）

【内訳】すべての加盟店舗で使用可能な「共通券」3,000
円分、市内に本店等のある加盟店限定で使用可能な「専
用券」4,000 円分
■商品券使用可能店舗　市内の小売店、
　飲食店、スーパー、道の駅、農協、
　漁協等、約 270 店舗の萩市共通商
　品券協同組合加盟店
■発行セット数　４万 6,000 セット
■購入方法　９月上旬に市内全世帯に送付される「購
入引換ハガキ」と引換えに、右記の日時・場所で購入。
※紛失等にはご注意ください。
※残ったプレミアム付商品券は、申込制により販売。
※詳細については、「広報はぎ 10 月１日号」に同封
　するチラシ等でお知らせします。
■商品券の使用期間　10 月～令和５年１月 31 日

萩市共通商品券協同組合
　事務局（萩商工会議所内）
　☎︎ 25-3333

がんばろう萩！プレミアム付商品券 10 月から販売・利用開始
5,000 円で 7,000 円分　プレミアム率 40％！

　萩市共通商品券協同組合では、新規加入店舗を
対象とした加入促進キャンペーン（運営協力金相
当の商品券を支給）を実施中です。
　また、プレミアム付商品券の換金については、
通常必要となる手数料が不要です。
　JA（佐々並、阿中、阿北、小川の各支店、見
島事業所）と山口銀行江崎支店から萩山口信用金
庫までの送達支援を
実施します。

販売日時 販売場所

10 月１日㊏・２日㊐　
9:00 ～ 17:00

田町商店街 JOY201
市役所本庁舎ロビー
須佐総合事務所

10 月３日㊊～ 31 日㊊
（平日）9:00 ～ 17:00

商工振興課、各総合事務所、
支所・出張所、萩商工会議所

加盟店舗募集

■対象者
　①市内に住所を有する市内漁協の組合員（個人およ
　　び法人、正組合員および准組合員）である方
　②令和元年から令和３年までのいずれかの年で、収
　　入のうち、漁業収入が最も多い年がある方
　③市税等について、滞納がない方
■対象の漁船用燃油　
　令和 4 年 4 月1日㊎から８月 31日㊌までの間に、漁
船用として購入した燃油（Ａ重油、軽油、ガソリン、混
合油）
※遊漁船業に用いる燃油は対象外。兼業の場合は、漁
　船用に用いる燃油のみ対象となります。
■申請期間　9 月 1 日㊍から令和 5 年 1 月 31 日㊋

■申請に必要なもの
　①萩市漁船用燃油価格高騰対策事業補助金交付申
　　請書兼委任状　
　②令和元年から令和３年までのいずれかの年で、全収入の
　　うち、漁業収入が最も多い年があることが証明できる
　　書類（確定申告書の控えまたは税申告を証明する書類等）
　③燃油購入実績報告書
■申請方法　所属する漁協各支店へ提出
　　　　　　（漁協各支店が取りまとめ、市へ申請）
※申請様式は、漁協各支店または市 HP からダウン
　ロードできます。
※ 9 月から 12 月までの間に購入された燃油高騰分の
　申請受付は、令和 5 年 1 月 4 日㊌からの予定です。

がんばろう萩！漁船用燃油価格高騰対策事業の申請開始
1 回目（令和 4 年 4 〜 8 月購入分）

水産課　☎︎ 25-4195、山口県漁協はぎ統括支店内の各支店

見本

商品券組合 HP

商品券加盟店
キャンペーン
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※令和４年８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接種のお知らせ

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ

ワクチンや副反応に関する専門的なお問い合わせ

■萩市新型コロナワクチンコールセンター　☎︎ 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
■萩市ワクチン接種対策室　☎︎ 21-5925　 hagi-reserve@city.hagi.lg.jp　平日 8:30 ～ 17:15
　○萩市のワクチン接種全般に関すること　　○１～３回目接種の予約に関すること

■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

　新型コロナウイルス感染症については、若い世代を中心に新規感染者が増加している一方で、若年層の
ワクチン接種率は、比較的低い状況です。
　若い世代の方は１～３回目接種を、60 歳以上の方や基礎疾患を有する方等は４回目接種を早めにご検
討ください。

【ワクチン接種は発症と重症化を予防します】
　発症の確率を大きく減らすことができ、仮に発症した場合でも、症状のある期間を短くしたり、重症化
を防ぐ効果が期待できます。
　厚生労働省では、国内外のデータをもとに、発症予防効果などのワクチン接種のメリットが、副反応の
リスクを上回ると評価して接種をお勧めしています。ワクチン接種による効果と副反応等のリスクを理解
し、接種をご検討ください。

【ワクチン接種をすることで自分や大切な人を守りましょう】
　ワクチン接種をすると、仮に感染してもウイルスの量を低く抑える効果があると知られています。ご自
身のため、そして家族や友人など大切な人を守るため、接種をご検討ください。

　全国のセブンイレブン店舗で毎日 6:30 ～ 23:00 の間、新型コロナワクチン
接種証明書が発行できます。
■持参品　①マイナンバーカード、②発行料（１通につき 120 円）

発行方法は
こちら→

早めの接種のご検討をお願いします

＜４回目接種の場合＞
　接種時期が来た方から順に、接種券をご自宅へ郵送しています（※）。接種券が届いたら、個別接種は
医療機関へ、集団接種は市コールセンターへご予約ください。
※ 18 歳以上 60 歳未満で接種対象者に該当し、接種を希望される方は申請手続が必要です。萩市ワクチ
　ン接種対策室へご連絡ください。申請受付後に接種券を発行します。
＜１～３回目接種の場合＞
　萩市ワクチン接種対策室へご予約ください。予約受付後に接種日時・接種医療機関を調整し、接種とな
ります。

接種の予約について

　国ではオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種について検討しています。ワクチン接種事業の実
施期間（今年９月末まで）の延長も調整中です。

オミクロン株対応ワクチン接種と実施期間について

新型コロナワクチン接種証明書 ⇒ コンビニでも受けとれるようになりました



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545812

※ 1 既に申込された方は対象外です。
※ 2 マイナポイント申込後、登録したキャッ
　シュレス決済で買い物やチャージをすると
　利用金額 25％分のマイナポイントが付与
　されます。
※ 3 事前にマイナポータルから、公金口座
　の登録が必要です。

募集職種 募集
人員

受験資格
（すべての条件を満たすこと） 募集期間 試験

第１次 第２次

市民病院
看護師

5人
程度

・昭和47年４月２日以降に生まれた方
（50歳以下）
・看護師の資格を有する方、または資
格取得見込みの方

9 月１日㊍
～ 16 日㊎

10月16日㊐
市民病院
専門試験

　看護師適性検査
　（看護師）
　職場適応性検査
　(薬剤師、診療放射線
　技師)
　個人面接

市民病院
薬剤師

２人
程度

・昭和57年４月２日以降に生まれた方
（40歳以下）
・薬剤師の資格を有する方、または資
格取得見込みの方

市民病院
診療放射線技師 １人

・平成９年４月２日以降に生まれた方
（25 歳以下）
・診療放射線技師免許を有する方、ま
たは資格取得見込みの方

※上記以外に、萩市民病院看護師・薬剤師（有資格者のみ）は随時募
　集しています。
※満年齢は令和５年４月１日現在の年齢です。
※萩市内に居住できる方（特別な事情がある場合を除く）に限ります。
※今後の退職者の状況により、職種・募集人数を追加・変更する場合
　があります。

■採用日：令和５年４月１日㊏

 萩市職員募集・
 採用試験について

市民病院看護
部紹介動画は
こちらから

人事課　☎︎ 25-1239、市民病院事務部　☎︎ 25-1200

萩市民病院職員募集令和４年度
市民病院では、新規採用職員を募集します。多くの方の募集をお待ちしています。
※申し込み方法などの詳細は募集要項をご覧ください。なお、募集要項は募集期間の初日から、
　市 HP または市民病院 HP でダウンロード、または請求により郵送します。

対象の中からお好きなキャッシュレス
サービスで使える
最大 20,000 円分の
マイナポイントがもらえます !!

○商業施設での出張申請
９月 11 日㊐　14:00 〜 18:00
ザ・ビッグエクストラ萩店

○休日窓口（要電話予約）　
９月 11 日㊐・25 日㊐　9:00 〜 12:00

○出張申請受付
　申請を希望している事業所等へ市職員が訪問
　し、一括して申請を受け付けます。

９:30 〜 18:00（平日のみ）
希望者が５人以上の団体

マイナンバーカード申請窓口

マイナンバー
カードの新規
取得で最大

5,000 円分

健康保険証と
しての利用申
込みで

7,500 円分

公金受取口座
の登録で

7,500 円分

←マイナ
ポイント

←マイナ
ポータル

+ +

マイナポイント第２弾の対象となる

マイナンバーカードの申請期限は　　　まで
９30

㊎

市民課　☎︎ 25-3493

↑詳しくは
市 HP へ

※1、2 ※3
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　平成 12 年度から「きれいなまち・萩美化推進制度
（通称：きれいな萩　おまかせいど）」がスタートしま
した。この制度は、道路や公園などを「子ども」に見
立て、市民の皆さんに「親代わり」となっていただき、
道路や公園などの草刈り、清掃などを管理していただ
いています。
■活動内容
　ボランティアで次の美化活動を行います。
　１．清掃（空き缶、ビニールなどの回収）
　２．草刈り、緑化
　３．情報の提供（遊具などの破損の連絡）
■市の支援
　１．清掃に必要なボランティア袋を支給します。
　２．ボランティア活動保険に加入します。
　３．清掃されたあとの処理できないごみは、市が回
　　　収します。
■活動場所　
　市内の道路、公園、河川などの公共の場所
■対象　個人、団体（町内会や企業等）のどなたでも

　まちを美しく保つことは、暮らしに快適さ・豊かさ
をもたらします。
　市内には、そうした快適さ・豊かさの実現に向け、
本制度の趣旨をご理解いただき、清掃美化活動を行っ
ている個人や団体があります。現在、55 人の個人・
105 の団体が本制度に登録されています。
　皆さんもきれいな萩を目指して、一緒に活動しませ
んか？

環境衛生課　☎︎ 25-3146

みんなできれいな萩を目指そう！「きれいな萩 おまかせいど」

　ペットを飼う方はマナーをしっかり守り、近所に迷
惑をかけないように飼育しましょう。
●犬の飼い方
　◦生後 91 日以上を経過した犬は、登録（生涯一回）
　　と狂犬病予防注射（毎年一回）が必要です。
　・散歩のときは必ずリードをつけ、飼い犬を制御で
　　きる程度にリードを短く持ちましょう。
　・散歩中にフンをしたら、飼い主が責任を持って袋
　　などに入れて持ち帰りましょう。
●猫の飼い方
　・飼い猫は、屋内で飼うように努め、他人の敷地に
　　入らないようにさせましょう。
　・不妊・去勢手術などの繁殖制限をしましょう。
　・首輪や名札を付け、飼い猫と分かるようにしましょう。
●無責任なエサやりはやめましょう。
　かわいそうだからといって、野良猫にエサを与える
ことは、地域に定着し、繁殖で数が増え、フン尿で不
衛生になり、地域の方に迷惑をかけることになります。
飼う自覚がない無責任なエサやりはやめましょう。
　不適正な飼養や無責任なえエサやりなどによって、

９月、10月は
動物の飼い方マナーアップ強化期間！

周辺の生活環境が損なわれて
いるときは、原因者に対して、
都道府県が立入検査、指導、
勧告、命令を行うことができ
るようになりました（動物愛
護管理法第 25 条）。原因者が命令に違反した場合
は、50 万円以下の罰金が科せられます（動物愛護
管理法第 46 条の 2）。

環境衛生課　☎︎ 25-3341
　山口県萩環境保健所　☎︎ 25-2665

　犬猫のフン公害に対する飼い主のマナーと空
き缶等投げ捨て防止の意識啓発を行います。

９月 26 日㊊　9:00 ～ 10:00
玉江浦漁協前多目的広場（開会行事）

　県道 64 号線沿い（啓発活動）
■参加団体　沿線町内会（玉江浦、倉江）
　　　　　　萩市快適環境づくり推進協議会

犬猫のフン公害・空き缶等投げ捨て
防止啓発パレード
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人事行政の運営等の状況報告
　市の人事行政の運営等における公正性、透明性を高めるために「地方公務員法」および「萩市人事行政の運営等の
状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件などの状況について、
令和３年度および令和４年度の概要を公表します。

■職員の任免と職員数の状況
採用数（R３.4.2～R４.4.1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

事務 保育士 保健師 土木 学校給食
調理員 消防 医師 看護師 臨床

検査技師 電気 保育園
調理員 合計

14 ２ ３ ２ ２ ４ ３ ６ １ １ １ 39
退職者 40 人

退職数（令和３年度）

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 : 人）
議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農林水 商工 土木 教育 消防 病院 水道 下水道 その他 合計

令和３年 5 144 26 94 37 1 38 33 39 76 91 173 18 14 34 823
令和４年 5 140 26 97 40 1 39 30 37 81 93 166 21 12 36 824
増　減 0 △ 4 0 3 3 0 1 △ 3 △ 2 5 2 △ 7 3 △ 2 2 1

※職員数は一般職に属する職員数。地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、再任用短時間勤務職員および会計年度
任用職員を除いています。《参考》会計年度任用職員の職員数（令和４年４月１日現在）55 人（パートタイムを除く）

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は当初予算上の見込人数のため、令和４年4月1日現在の職員数とは
　異なり、再任用短時間勤務職員を含みます。

■人事評価の状況 全職員を対象に能力評価、業績評価および地域貢献度評価を実施しています。平成 26 年度の評価結果から、
翌年度の昇給への反映を行っています。

■給与の状況
人件費の状況（令和 3 年度 普通会計 決算）

歳出額（A） 実質収支額 人件費（B） 人件費率
（B/A）

320億4,181万円 12億9,740万円 57億7,546万円 18.0%

給与費の状況（令和４年度 普通会計 予算）

職員数 給与費（年額） 1人当たり
給与費給料 職員手当 期末・勤勉手当 計

628人23億8,058万円 5億209万円 9億2,888万円 38億1,155万円 607万円
※人件費には職員給与に加え、退職手当、報酬等を含みます。

平均給料月額および平均年齢の状況（R4.4.1 現在）
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
331,500円 44.8歳 288,100円 49.7歳

初任給の状況（R4.4.1 現在）
区分 初任給

一般行政職 大学卒 182,200円
高校卒 150,600円

技能労務職 高校卒 147,900円

職種 採用
予定数

申込
者数

１次試験 ２次試験 採用
者数受験

者数
合格
者数

受験
者数

合格
者数

上級事務 若干名 19 19 13 13 4 4
上級土木 若干名 1 1 1 1 1 0
初級事務 若干名 6 6 4 4 4 3
初級土木 若干名 1 1 1 1 1 1
社会人経験者（事務職） 若干名 20 20 11 11 7 7
社会人経験者（土木技術職）若干名 2 2 1 1 1 1
電気技術職 １人程度 5 5 2 2 1 0
電気技術職（随時） １人 3 3 2 2 1 1
保育士 若干名 5 5 3 3 2 2
保育士（随時） １人 0 0 0 0 0 0
保健師 １人程度 2 2 1 1 1 1
保健師（随時） ２人 3 3 3 3 3 2
保育園調理員 １人程度 5 5 2 2 1 1
学校給食調理員 １人程度 2 2 2 2 2 2

■競争試験および選考の状況
採用試験実施状況（令和３年度）

選考の状況（令和３年度）：採用試験以外に市民病院・診療所の医師３人を選考により採用しています。

職種 採用
予定数

申込
者数

１次試験 ２次試験 採用
者数受験

者数
合格
者数

受験
者数

合格
者数

初級消防 若干名 14 14 6 6 4 4
見島限定看護師・准看
護師 １人程度 0 0 0 - - 0

休日急患診療センター
看護師（随時） １人 1 1 1 - - 1

文化財専門職 (建築） １人 1 1 1 1 0 0
文化財専門職（発掘） １人 0 0 0 0 0 0
文化財専門職（発掘）

（随時） １人 1 1 0 0 0 0

市民病院臨床検査技師 １人 1 1 1 - - 1
市民病院薬剤師 １人程度 0 0 0 - - 0
市民病院看護師（新卒）10 人程度 2 2 2 - - 2
市民病院看護師（随時）５人程度 1 1 1 - - 1
市民病院看護師（随時) ５人程度 1 1 1 - - 1
市民病院看護師（随時）５人程度 1 1 1 - - 1

（単位：人）

人事課　☎︎ 25-1239
※詳細は市HPに掲載
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手当 萩市 国

期末・
勤勉手当

支給区分 期末手当 勤勉手当

同じ

割合
6 月期 1.2月分 0.95月分
12 月期 1.2月分 0.95月分

計 2.4月分 1.9月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置：有

退職手当

支給区分 自己都合 早期・定年

割合

勤続 20 年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25 年 28.0395月分 33.27075月分
勤続 35 年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置：定年前早期退職特例措置 2％～ 45％加算
扶養手当 配偶者：月6,500円、子：月10,000円、父母等：月6,500円

住居手当
借家（月額）○家賃27,000円以下の場合：家賃-16,000円
○家賃27,000円を超える場合：（家賃-27,000円）÷
2+11,000円（最高限度額28,000円）

通勤手当

①交通機関利用（月額）○運賃55,000円以下の場合:実額
○運賃55,000円を超える場合 55,000円+（運賃-55,000円）
÷2
②交通用具（自家用車等）利用（月額）：距離（2km以上）に応じ
2,000円～50,000円を支給

①交通機関利用（月額）：実額
（支給限度額55,000円）
②交通用具（自家用車等）利用

（月額）：距離（2ｋｍ以上）に
応じ2,000円～31,600円

手当の状況（R４.4.1 現在）

■休業の状況

育児休業
３歳に満たない子を養育するため、３歳に達
する日まで育児休業することができる。
取得状況：令和３年度　10 件

修学部分休業 公務に関する能力の向上に資する修学のため
の部分休業

高齢者部分休業 定年退職前の現役離職準備のための部分休業

自己啓発等休業 公務に関する能力の向上に資する修学または
国際貢献活動を行うための休業

配偶者同行休業 外国で勤務等をする配偶者と外国において生
活を共にするための休業

■分限と懲戒処分の状況（令和３年度）　　（単位：人）

免職 休職 降任 降給 計
0 9 0 0 9

免職 停職 減給 戒告 計
0 0 2 0 2

分限処分者 懲戒処分者

■退職管理の状況
　管理または監督の地位にあった職員は、離職後２年間、営利企業
等の地位に就こうとする場合、もしくは就いた場合には、任命権者
に一定の事項を届け出るものとしています。

■研修の状況
　本市の人材育成として、山口県ひとづくり財団、山口大学等への
派遣研修を行い職員の資質の向上に努めています。
◇令和３年度の研修実績：山口県ひとづくり財団113人、その他の研
修機関10人、他団体への派遣５人、庁内研修（10回）344人

■福祉および利益の保護状況
福利厚生制度に関する状況（令和３年度）
◦市事業
　◇職員健康診断：定期健康診断、B 型肝炎ウイルス検査
　◇共済組合制度：人間ドック助成事業、特定健康診査、特定保健
　　指導事業、生活習慣病検診助成事業、保養所等宿泊助成事業
◦萩市職員共済会事業
　市事業以外に、萩市職員共済会への補助により、職員の福利厚生
　を目的とした事業を実施しています。

公費負担額 会員 1 人あたりの公費負担額 公費負担率
223 万円 2,595 円 18.5%

◇公費負担額（令和３年度）

◇公費負担により実施した福利厚生事業：自己啓発助成（研修、
　通信教育、検定等への受講料助成）、職場用救急薬品設置、文
　化部・運動部助成等

公務災害の認定状況（令和３年度）
加入団体 災害件数 災害の内容

地方公務員災害補償基金山口県支部 5 件 骨折等

■公平委員会に係る業務の状況（令和３年度）
○勤務条件に関する措置の要求の状況：該当なし
○不利益処分に関する審査請求の状況：該当なし

■服務の状況
　地方公務員法の規定により次のような職務上の義務があります。
・法令等および上司の職務上の 
　命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務

・政治的行為等の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限
 （許可状況：令和３年度70件）

特殊勤務手当（令和３年度）
○職員全体に占める支給職員
の割合：20.2%
○支給対象職員 1 人あたり平
均支給年額：189,092円
○代表的な手当の名称：徴収
事務手当、福祉業務手当、清掃
業務手当、消防作業手当
時間外勤務手当（令和３年度）
○支給総額：1億8,298万円
○職員 1 人あたり支給年額：
338,857円

■勤務時間とその他の勤務条件の状況
勤務時間等

休暇制度
年次有給

休暇
1 年につき 20 日間　４月採用職員は 15 日間
◎取得状況：令和３年　9.9 日

病気休暇 負傷または疾病のために療養する必要があり、勤務
しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇

特別休暇 結婚、出産、忌引など特別の事由により、勤務しな
いことが相当である場合の休暇

介護休暇

配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病ま
たは老齢により日常生活を営むのに支障がある者の
介護をするため、勤務しないことが相当であると認
められる場合の休暇
◎取得状況：令和３年度　０件

勤務時間 8:30 ～ 17:15 休憩時間 12:00 ～ 13:00
週休日 土曜日、日曜日
休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
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■着任日　令和元年 9 月 1 日
■退任日　令和４年８月 31 日
■前住所　広島県東広島市
■配属先　産業戦略室
■活動内容とその思い

げ、企画・運営しています。
　活動を通じて、自身の暮らしを作っていくことはも
ちろんですが、「豊かな萩の景色」を次の世代に残す
ための活動になればとも考えています。
■隊員を卒業した後の計画
　世界一周旅行した際に偶然立ち寄ったブルネイとい
う国で、小さくても強い暮らしを見ました。いつか自
分もそんな引力のあるコミュニティを作ってみたいと
思いました。「萩アロマ蒸留所」と「鶴島邸」を運営
する中で、市内外との繋がりを大切にこつこつ地道に
暮らしていけたらいいかなと思って
います。年内には形になると思うの
で、遊びにきてほしいです。

　光ファイバー未整備地域（木間・三見・大井地区、
田万川・須佐地域等）に、高速・大容量の情報通信
を可能とする光ファイバーを整備します。
　サービスを利用するためには、萩テレビへの加入
が必要となります。
■加入している方
○光回線への切替工事　９月以降、整備完了地区よ
　り順次
※今回の光回線切替工事（現状復旧）では、加入者
　に工事費を請求することはありません。
■新規加入を希望される方
　今回整備する地域内で、新規光回線によるイン
ターネット接続サービスに加入を希望される方は、
萩テレビへ直接申し込んでください。
○サービス開始　10月以降、整備完了地区より順次

情報政策課　☎︎ 25-3471

萩市光ファイバー整備事業

　平成 26 年に川上で操業を開始した「トーフレオ
メガフレックス株式会社」（本社：萩市）の新規事
業拡大および生産能力増強のための工場増設に対
し、トーフレ株式会社（本社：大阪）が設備投資す
ることを決定しました。７月 25 日、山口県の立会
いのもと、トーフレオメガフレックス㈱と萩市との
間で、工場増設に関する協定を締結しました。

トーフレオメガフレックス㈱
と協定書を調印

事業拡大で産業振興に寄与！未整備地域の方へ朗報！

ーナーコ活生費消
■定期購入トラブルが急増！

【事例】SNS 上の「お試し〇円」、「初回無料」という
広告を見て１回だけのつもりで注文した。１カ月後に
同商品が複数届き、高額な請求をされた。事業者に連
絡するが、電話がつながらないので解約できない。

【回答】定期購入の販売サイトでは、低価格を強調さ
れている一方、契約条件（期間、回数、総額表示）が
わかりにくいことがあるので、注文前によく確認しま
しょう。電話がつながらない場合は消費生活センター
にご相談ください。

消費生活センター　☎︎ 25-0999

■うそ電話詐欺が依然横行！
【事例】ある企業からの介護施設入居者
募集の勧誘電話を断り、他の人に入居権
を譲ることに承諾した。後日、別の企業から「あなた
の名義で入居契約したが、名義貸しは犯罪」と言われ、
指定口座に数十万円を振り込んだ。

【回答】「施設入居権を譲って」「名義貸し」の言葉は
詐欺です。他にも「未納料金名目」等の不審電話や、「パ
ソコンのウイルス感染」の偽警告による架空請求の相
談も多い状況です。

秋山　光
み つ の り

里

　市内の未活用の農林資源を使った循環型の精油生産
事業「萩アロマ蒸留所」、そして空き家を改修して作
り上げている住み開き宿「鶴島邸」をそれぞれ立ち上

萩市地域おこし協力隊活動紹介
おいでませ、豊かな暮らし応援課　

　☎︎ 25-3360
卒業する隊員紹介

【左から】中野社長、山口県商工労働部【左から】中野社長、山口県商工労働部
縄田企業立地統括監、田中市長縄田企業立地統括監、田中市長
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出張所
600 円（税込）
企画政策課　☎︎ 25-3431

新しい人権擁護委員
　７月１日付けで法務大臣から委嘱
されました。家庭内のもめごと、人
権に関わる相談など、お気軽にご相
談ください。

福祉政策課　☎︎ 25-3634
　山口地方法務局萩支部
　☎︎ 22-0478

秋の全国交通安全運動
　交通ルールとマナーを守り、交通
安全に心がけましょう。
　期間中は、市内各所で交通事故撲
滅を目指す行事が開催されます。

９月 21 日㊌～ 30 日㊎
市民活動推進課　☎︎ 25-3601

◎リサイクル講座
○ア―ト盆栽講座

10 月２日㊐　10:00 ～ 15:00
古布でミニ盆栽を作る
15 人
200 円（材料費別）
９月 1 日㊍～ 15 日㊍　

　16:00 までに電話
※応募者多数の場合は、９月16日㊎
　13:30から公開抽選。参加する方
　は事前に連絡してください。

◎雑貨の販売
９月11日㊐～25日㊐ 16:30まで

☎ 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　ステレオ、編み
機、座布団カバー、ポリタンク（灯油）、
タッチライト、座布団、ノートパソコン、
モニター、冷蔵庫、CD コンポ、テレ
ビ、家具調こたつ
■おゆずりください　電子ピアノ、自
転車、チャイルドシート、みつ鍬

くわ
と平

鍬、50cc バイク
※登録は 3 カ月間。登録者と直接
　交渉していただきます。希望者は、
　エコプラザ ･ 萩へご連絡くださ
　い。成立した場合や登録を取り消
　される場合もご連絡ください。

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　９月11日㊐～18日㊐
12:00まで
■抽選日　９月 18 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）

９月 11 日㊐　10:00 ～ 14:00
　　　　　　　　　　　（最終受付）

ターバンの作成 （数に限りあり）
100円（材料費別）事前予約不要

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。

戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金の請求
　特別弔慰金（第十一回特別弔慰金）
の請求期限は、令和５年３月 31 日
㊎までです。

25 万円、５年償還の記名国債
戦没者死亡当時の三親等内親族の

内、令和２年４月１日（基準日）に
特別弔慰金支給順位が最優先順位の
方（基準日に公務扶助料や遺族年金
等を受ける方がいない場合のみ）

福祉政策課　☎︎ 25-3550
　各総合事務所、支所・出張所

家屋調査
　令和４年中に家屋を新築、増築ま
たは解体された場合には、調査が必
要となりますのでご連絡ください。
 また、未登記の家屋の売買や相続等
をされた場合には届出が必要です。
　なお、固定資産税の賦課期日（毎
年１月１日）後に売買または家屋を
解体された場合でも、賦課期日にお
ける所有者に対して、年税額の全額
が課税されます。

課税課　☎︎ 25-3485

サイレン吹鳴時刻の変更
　10 月から、交通安全および防犯
上の理由により、夕方の吹鳴時刻が
変わります。
■吹鳴時刻  10 月～２月　17:00
■変更対象地域　萩地域
※三見・大島・相島地区に変更はあ
　りません

防災危機管理課　☎︎ 25-3808

最低制限価格制度の適用と低入
札価格調査基準の変更
　10 月から、一部の工事の入札で
最低制限価格制度を適用します。対
象となる工事の入札では、市が設定
する最低制限価格を下回る金額で入
札したものは、失格となります。
　また、これに伴い、現在適用して
いる低入札価格調査制度の基準等が
変わります。
※詳細は、市 HP をご覧ください。

契約監理課　
　☎︎ 25-3317

令和 5 年版 県民手帳の予約
■色　夏みかんオレンジ

企画政策課、各総合事務所、支所・

◀︎インスタ
グラム

◀︎ HP

地域 氏名
川上 梶山 初

は つ え
江（新任）

田万川 岩本 泰
やすあき

晃（再任）
須佐 石田 憲

の り お
雄 （新任）

旭 守永 辰
よ し お

夫 （再任）

福栄 久光 宗
むねひろ

博 （再任）
 岡   泰

ひろとし
俊 （再任）

エコプラザ・萩はインスタグラムや
HP で最新情報を掲載しています。

お知らせ
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令和５年度 就学時健康診断 学校教育課　☎︎ 25-3561、教育委員会各地域事務所

■日程

　小学校に来春入学するお子さんの健康診断を行います。該当する家庭には通知書を郵送します。転居された
方や、市内へ転入された方等で、実施日の 10 日前までに通知書が届かない場合は、お問い合わせください。

学校名 予定人数 実施日 実施時間
明倫小学校 95 10 月 28 日㊎ 13:00 ～椿東小学校 45 11 月 16 日㊌

越ヶ浜小学校 10 10 月 17 日㊊ 13:30 ～椿西小学校 35 10 月   6 日㊍
白水小学校 12 11 月 25 日㊎ 13:20 ～

学校名 予定人数 実施日 実施時間
大島小学校 1 10 月 25 日㊋ 13:30 ～
多磨小学校 3 10 月 20 日㊍ 13:40 ～

むつみ小学校 7 10 月 14 日㊎ 13:20 ～
育英小学校 6 10 月 27 日㊍ 14:00 ～
福栄小学校 5 10 月 18 日㊋ 13:20 ～

飼育届の提出
　みつばち、山

や ぎ
羊、いのしし、鶏、

あひる、うずら、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥、七面鳥を飼育する場合
は、県へ届出が必要です。

農政課　☎︎ 25-4192、県北部家
　畜保健衛生所　☎︎ 22-5677
　
就業構造基本調査の実地調査
　総務省統計局では、10 月１日を
調査期日とし、全国一斉に就業構造
基本調査を実施します。
　準備調査の結果から統計的手法に
より無作為に抽出された世帯へ、９
月 23 日から統計調査員が調査票の
配布に伺いますので、回答にご協力
をお願いします。

調査世帯に住んでいる 15 歳以上
の世帯員全員
■回答方法　インターネット回答、
郵送提出または調査員による回収
■回答期限　10 月 10 日㊊㊗
※回答が確認できない場合は、
　調査員が再度訪問します。

企画政策課　☎︎ 25-3431

9 月、10 月は「自動車点検整
備推進運動」強化月間
　路上での故障等を防ぐため、確実
な点検・整備の実施をお願いします。

山口運輸支局　
　☎︎ 083-922-5398

萩探究部「はぎたんでワクワク
をみつけよう」

　萩を舞台に自身の関心事をテーマ
に探究力を上げるプロジェクトで、
今、教育界で注目の高まる新しい学
習方式です。
　慶應義塾大学生等がサポートメン
バーとなり、探究を進めます。
■第４期発表会

９月 11 日㊐　13:00 ～ 16:00
萩・明倫学舎３号館 交流室（大）

※見学可能（要事前申込）
■第５期入部体験説明会

９月 10 日㊏　14:00 ～ 16:00
萩・明倫学舎 展示映像室
市内高等学校の高校生と保護者

産業戦略室　
　　☎︎ 25-3351

ひきこもり家族教室
９ 月 22 日 ㊍、10 月 20 日 ㊍、

11 月 14 日㊊、12 月 15 日㊍
いずれも 13:30 ～ 16:00

県萩健康福祉センター
市内在住の 6 カ月以上家族以外

の他者と関わらない状態の子ども
（16 歳以上）をお持ちのご家族
※原則すべて参加できる方
※保健師がご家族と事前面談

県萩健康福祉センター ☎︎ 25-2667

「知的書評合戦ビブリオバトル」
発表者＆観戦者

９月 25 日㊐　14:00 ～ 15:00
萩図書館２階

■発表者　5 人（要申込・先着順）
・中学生以上
・参加賞、チャンプには賞品あり
■観戦者　15 人（当日先着順）
・全発表を聞いて投票

９月 18 日㊐までに、萩図書館へ
　☎︎ 25-6355

がんばろう萩！「結エール事業」川柳
■お題 「願い」（1 人各３句まで）
※秀句は10月の「川柳大会表彰式」で発表

ジュニア部（小・中学生）
　一般の部（高校生以上）

10 月７日㊎
市民活動センター「結」

　　☎︎ 24-0161、FAX 24-0162
　　メール sikatu-center@haginet.ne.jp

萩観光小町
　市内外での観光キャンペーン、イ
ベントへ参加等、市の観光振興に活
躍していただく女性を募集します。

①市内在住で、11 月 1 日現在、
満 18 歳以上の女性、②年間 10 回
程度の行事等に参加できる方、③勤
務先の了解が得られる方。
■任期　11 月 1 日から２年間

9 月 30 日㊎までに、
　萩市観光協会へ　
　☎︎ 25-1750

花木・草花の苗の販売
10 月 15 日㊏　9:00 ～ 13:00

お知らせ 募　集
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９月７日㊌～ 28 日㊌
市議会議場市議会９月定例会

日 開議 日程
７日㊌

10:00

会期の決定、諸報告、議案上程
８日㊍ 議案質疑、委員会付託

12日㊊、13日㊋、14日㊌ 一般質問
15日㊍、16日㊎、20日㊋、21日㊌ 各常任委員会

28 日㊌ 委員長報告、質疑・討論・表決
※議会は傍聴することができます。日程は変更になることがあります。

議会事務局　☎︎ 25-3144
◆一般質問の放送日程　萩テレビ、萩市総合情報施設（農村型ケー
ブルテレビ）で生中継（122ch）（一部変更となる場合があります）。
エフエム萩（77.5 ＭＨｚ）で生中継。

　納期限までに忘れずに納めま
しょう
・国民健康保険料（４期）
・介護保険料（4 期）
・後期高齢者保険料（3 期）
※ 9 月 1 日㊍から、スマートフォ
　ン決済のｄ払い、F

フ ァ ミ ペ イ
amiPay でも

　納付できるようになりました。
※便利で確実な口座振替をぜひご
　利用ください。
■納期限　９月 30 日㊎

収納課　☎︎ 25-3575

納期のお知らせ【花木の苗】ヤマボウシ、トサミズキ、キンモ
クセイ、レンギョウ（各500 円、１人４本まで）

【草花の苗】　ハボタン４種類（丸葉・ち
りめんの各紅白、各70 円）、パンジー、ビ
オラ、テルスター、キンギョソウ、キンセ
ンカ、ノースポール、デイジー（各50 円）
※申込多数の場合は、数の調整あり。

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。

9 月 22 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、
花木・草花の種類、本数を記入し、
郵送または持参（FAX 不可）
〒 758-8555　萩市観光課
　☎︎ 25-3160
■萩・花と緑のふれあい広場各教室
○プリザーブドフラワー教室

10 月 15 日㊏　13:30 ～ 15:30
総合福祉センター 大会議室
30 人（先着順）　 1,500 円

○松の剪定教室
10 月 16 日㊐　13:30 ～ 15:30
萩往還梅林園　 15 人（先着順）

【共通事項】
9 月 28 日㊌までに、観光課へ　

　☎︎ 25-3160

シルバーフェスティバル 参加者
10 月 21 日㊎　10:30 ～ 16:00
KDDI 維新ホール（山口市）
基調講演（辛

しんぼう
坊 治

じ ろ う
郎氏）、

作品展示、即売会等
600 人程度（事前申込）
９月15日㊍までに、ハガキに郵便

番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
参加人数を記入のうえ、郵送
〒 753-0079　 山 口 市 糸 米 2-13-
35（公社）山口県シルバー人材
センター連合会  ☎︎ 083-921-6070

子育て支援センター行事
■子育て誕生会

9 月 9 日㊎　10:30 ～ 11:00
日の丸保育園
7 ～ 9 月生まれの未就園児とそ

の保護者
9 月 2 日㊎までに、子育て支援

センターへ　☎︎ 25-4488

外国人のための日本語講座（秋期）
9 月 14 日～ 12 月 7 日（全 12 回）

　毎週水曜日　19:00 ～ 21:00
オンライン（初回のみ総合福祉セ

ンター  多目的ホール）
初級クラス（基礎的な日本語と文化）
市民ボランティア

※市民ボランティアも募集中
1,000 円（別途テキスト代）
日本語クラブ萩（中嶋）

　☎︎ 090-7778-5759

「星の会」特別編　夏の星空と
木星・土星・海王星を見よう

　夏の大三角形や、惑星の木星・土
星・海王星の観望を楽しみます。

9 月 16 日 ㊎　19:30 ～ 21:00
　※時間内自由参加

萩博物館　天体観望室
吉田 恭

きょういち
一・廣兼 哲

てつろう
朗

　（萩博物館天体専門員）
萩博物館　☎︎ 25-6447

暮らしに役立つ図書館講座
9 月 21 日㊌　10:30 ～ 11:30

講演・講座

萩図書館２階
20 人（要申込）

「人生を軽やかに過ごすための部屋作り
～無理のない収活でストレスなく住まう～」

柴田 さちこ（インテリアコーディネーター）
萩図書館　☎︎ 25-6355

至誠館大学 地域公開講座
2022（後期）

どちらも 10:30 ～ 12:00
萩・明倫学舎 展示映像室　

至誠館大学
　　☎︎ 24-4000

第１回 第２回
日時 ９月 26 日㊊ 10 月 12 日㊌

演題 心理学から見
た健康と病気

需要と供給から見え
る経済取引の効用

講師 廣瀬 春
は る じ

次　 山田 聰
としあき

亮
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介護予防市民講座
「人生100年生き支

じたく

度」
　講演会のほか、ご当地健康体操、
口腔ケア相談、介護ロボットの展示
等の体験コーナーもあります。

9 月 25 日㊐　12:00 ～ 16:00
総合福祉センター

「何から始める？初めての『終活』」
佐々木 悦

え つ こ
子（日本エンディング

サポート協会理事長）　 150 人　
9 月 21日㊌までに、地域包括支

援センターへ　☎︎ 25-3521

要約筆記体験講座
10 月１日㊏　13:30 ～ 16:00
総合福祉センター 交流室３・４
聞こえない体験、中途失聴・難聴者理解、

要約筆記体験（手書き・パソコン）等
高校生以上　 20 人
９月 22 日㊍までに、福祉支援課

へ　☎︎ 25-3523

要約筆記奉仕員養成講座
10 月 16 日㊐　9:30 ～　

　全 9 回（10 月～３月の日曜日）開催
総合福祉センター ほか
講義および実技演習

講演・講座 中途失聴・難聴者とのコミュニケー
ション支援に興味のある方、パソコ
ンの文字入力がある程度できる方

無料（テキスト代別途）
10 月 6 日㊍

福祉支援課　☎︎ 25-3523
　　萩要約筆記マーブル（有田）
　　☎︎ 090-1019-9662　

創業・起業機運醸成セミナー
10 月 16 日㊐　10:00 ～ 12:00
萩・明倫学舎 展示映像室
自ら起業した、中小企業診断士に

よる創業セミナー
30 人程度　

10 月 11 日㊋までに、萩市ビ
　　ジネスプランコンテスト協議会
　　（商工振興課）へ　
　　☎︎ 25-3638

介護職員初任者研修　
10 月 1 日㊏～ 12 月 31 日㊏ 
福祉複合施設つばき
面接授業、添削指導（通信講座）

※面接授業の期間は 10 月 1 日～
　12 月 24 日のうち 13 日間

資格取得に向けて意欲がある方
30 人
9 月 16 日㊎までに、萩市社会福

祉事業団かがやき備え付けの申込書
を提出　

萩市社会福祉事業団 かがやき
　☎︎ 24-4111

松陰の道歩行大会
　松陰先生ゆかりの地をめぐり、秋
の風景を満喫しながら、ふるさとの
歴史を学びます。

10 月 15 日㊏　8:30 ～ 12:15
市民館（集合）

■コース　市民館→前
まえばらいっせい

原一誠旧宅→
石碑「明治維新胎動之地」→松陰神
社→松浦松

しょうどう
洞誕生地→藍場川経由

→桂太郎旧宅→山
やまがたありとも

県有朋誕生地→渡
辺蒿

こうぞう
蔵旧宅→市民館

小学生以上（幼児は保護者同伴）

50 人程度
10 月５日㊌までに、住所、氏

名、電話番号を記入し、郵送、FAX
またはメール　〒 758-0061 萩市
椿 3729-2　県教育会萩支部事務局　
椿義憲あて　☎︎ 22-3400（FAX 兼）
メール tubaki.y@wonder.ocn.ne.jp

萩セミナーハウス行事
■Let’s ウォーキング秋 歴史ウォーク 　　
　―毛利敬親と久坂玄瑞が見た風景―

10 月 16 日㊐　9:00 ～ 16:00
萩商港西側駐車場（集合解散）

■コース　鶴江～香川津～新川地区
※詳細は QR コードをご覧ください。

どなたでも（小学生は保護者同伴）
15 人（先着順）
1,600 円（弁当代、保険代ほか）
9 月 30 日㊎

■えがおの広場【後期】
萩セミナーハウス
3,000 円（6 カ月分）

○「笑いヨガ教室」（10 月～ 3 月）
毎月第１土曜日、日曜日

　いずれも 10:00 ～ 11:30
ヨガの呼吸法と笑いを組み合わせ

た「笑いヨガ」とレクリエーション
長
ながたに

谷 英
ひではる

治（笑いヨガティーチャー）
各 15 人

○「絵手紙教室」（10 月～３月）
毎月第３土曜日 10:00 ～ 12:00
身近な物を題材に絵や文字で表現
吉村 孝

たかし
（雑工房・道楽）

20 人
【共通事項】 萩セミナーハウス
☎︎ 21-7501、FAX 21-7666

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

９月９日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁（第４会議室）

■馬
う ま や は ら

屋原 達
た つ や

矢（弁護士）
市民（先着４人、１人 30 分）

※事前予約制（当日受付可）

商工振興課　☎︎ 25-3583

「萩循環まぁーるバス」
運行ルートと時刻が変わります
　新たな運行ルートマップと時刻表
については、広報はぎ 10 月 1 日号
で各世帯に配布します。
■運行開始時期（新ルート）　
　10 月 1 日㊏から
※詳細は QR コードを
　ご覧ください。

相　談
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消費生活センター　☎︎ 25-0999

人権・行政・公証相談
９月 13 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
９月 28 日㊌　10:00 ～ 15:00
相談室（市民活動推進課内）

■山口 正
まさのぶ

之（弁護士）
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（９/1 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
○７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
○14日㊌13:30～骨髄ドナー登録会
○ 22 日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談会
○ 27 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
○ 28 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談　※いずれも予約制

県萩健康福祉センター　
　☎︎ 25-2667

高齢者・障がい者のための弁護
士電話法律相談

萩市バドミントン協会
30 人　
500 円
9 月 16 日㊎までに、市民体育館

備え付けの申込書をスポーツ振興課
へ　☎︎ 25-7311

市長杯赤い羽根チャリティー
グラウンドゴルフ大会（個人戦）

10 月７日㊎　8:30 ～ 12:00　
※雨天の場合、10 月 11 日に延期

萩ウェルネスパーク 多目的広場
老人クラブ会員以外の方（65 歳以上）
50 人（先着順）　 500 円
９月 22 日㊍までに、老人クラブ

連合会へ　☎︎ 25-2488

９月13日・27日、10月11日・25
日、11月８日・22日（いずれも火曜
日）10:00～12:00、13:00～15:00
■相談受付　☎︎ 083-920-8730

県弁護士会　☎︎ 083-922-0087

調停手続相談会（無料）
10 月 1 日㊏　10:00 ～ 15:00 　

　（当日受付）
市民館 講義室
家庭や親族に関する問題、交通事

故・金銭・土地建物等の問題について
※萩調停協会調定委員が相談対応

萩調停協会　☎︎ 22-0047

萩広域はばたき教育相談会
10 月 13 日㊍　9:00 ～ 17:00
総合福祉センター 
子どもの学習や進路・就労につい

て心配な保護者、特別な支援を要す
る子どもの保護者（子どもの同席可）

９月 20 日㊋までに、学校教育課
へ　☎︎ 25-3558

バドミントン教室

９月 26 日㊊～ 10 月 31 日㊊
　（原則毎週月・木曜日）
　19:30 ～ 21:30（全 10 回）

市民体育館
市内在住、在勤の一般男女

■下水道工事（大井）
■工事期間　９月中旬～２月下旬

（予定）　8:30 ～ 17:00
■規制内容　市道：諸車通行止め、
県道：車両片側交互通行
※夜間、工事中止日は解放

下水道建設課　☎ 25-3148
通行規制にご協力を

　9 月 21 日の「世界アルツハイマー
デー」にちなみ、毎年 9 月を「認
知症予防月間」とし、この期間にさ
まざまな取組みを行っています。
◎萩市認知症ガイドブック「地域の中
　で暮らしやすさを見つけよう」の配布
◎家族支援講座

第 1 回 9 月 28 日㊌
　第 2 回 10 月 26 日㊌
※どちらも 13:30 ～ 15:00

総合福祉センター
①介護に役立つお薬の話

　②介護家族の心の健康とストレスケア
ご家族を介護されている方
20人程度　 100円程度（お茶代）
① は 9 月 26 日 ㊊、 ② は 10 月

24 日㊊までに、地域包括支援セン
ターへ　☎︎ 25-3521
◎テーマ展示「地域の中で暮らし
　やすさを見つけよう」

9 月 1 日㊍～ 30 日㊎
市役所本庁ロビー、総合福祉セン

ター１階展示コーナー、１階エレ
ベーター前通路
◎もの忘れ相談会

９月 27 日㊋　10:00 ～ 15:00
総合福祉センター１階
20 人程度　 無料
9 月 20 日㊋までに、地域包括支

援センターへ　☎︎ 25-3521
◎世界アルツハイマーデー
　ライトアップ in 萩
　認知症シンボルカラーのオレンジ
でライトアップします。

９月21日㊌　18:00～19:30
金谷神社
認知症の人と家族の会山口県支部

　☎︎ 083-925-3731

9月は「認知症予防月間」

スポーツ
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９月 保健ガイド セ…センター　※…要予約 健康増進課　☎ 26-0500

◉萩地域
１日㊍ 大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館 
７日㊌ 城東タマちゃん体操会/13:30～/城東会館
９日㊎ 健康相談（あったかマルシェ）/10:30～/総合福祉セ
　　　 三見ソナタ/13:30～/三見公民館
　　　 健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）　　　
　　　 /10:30～/中央公園
12日㊊ 倉江健康教室/10:00～/倉江公会堂
13日㊋ こころの相談（※）/13:30～/萩市保健セ
14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
15日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家
16日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/13:30～/今古萩老人憩
　　　  いの家
27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
　　　  男性健康料理教室/10:00～/萩市保健セ　

◉田万川・須佐地域
１日㊍ エアロビクス教室/10:00～/小川交流セ

２日㊎ 元気もりもり体操会/9:30～/須佐保健セ
７日㊌ 弥富元気クラブ/9:30～/弥富公民館 
８日㊍  みんなの健康運動教室/13:30～/須佐保健セ
13日㊋ 萩市健康体操教室/10:00～/田万川コミュニティセ
14日㊌ 脳トレ楽習会/10:00～/田万川保健セ
15日㊍ エアロビクス教室/10:00～/田万川コミュニティセ
20日㊋ すくすく相談会/10:00～/田万川保健セ
25日㊐ 新・健康ちょ筋教室「体力測定会」/8:30～/田万
　　　  川体育館

◉旭・川上地域
６日㊋  定例乳幼児相談（※）/10:00～/旭マルチメディアセ
16日㊎ 川上健康運動教室/9:30～/川上保健セ
27日㊋ あさひ健康運動教室/10:00～/旭活性化セ

◉むつみ・福栄地域
７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
８日㊍ むつみ福栄健康づくり教室/9:30～/ふくえ～る
15日㊍  定例乳幼児相談（※）/10:00～/ふくえ～る

総合型地域スポーツフェスタ
2022　グラウンドゴルフ大会

10 月 23 日㊐　8:45 ～ 12:30
陶芸の村公園
小学生以上　 80 人（先着順）
中学生以下 500 円

　高校生以上 1,000 円
タオル、飲み物等
9 月 30 日㊎までに、市民体育館

備え付けの用紙に記入のうえ、ス
ポーツ振興課へ　☎︎ 25-7311

いこいね萩クラブ大会
　市内の老人クラブ連合会会員によ
る、工芸作品等の展示会と発表会です。
○作品展

９月 13 日㊋～ 15 日㊍　
　9:00 ～ 17:00

（13日は13:00～、15日は15:00まで）
市民館 小ホール

○表彰式典・発表会
９月 15 日㊍　13:00 ～ 15:30
市民館 大ホール
表彰、舞踊、銭太鼓ほか
高齢者支援課　☎︎ 25-3137

　老人クラブ連合会　☎︎ 25-2488

ハローフレンズ古本市
９月 13 日㊋　13:00 ～ 15:30
ハローフレンズ（土原）

※駐車場はサンリブ萩店 屋上駐車場
古本（コミック本・文庫本等）、

雑貨販売、障がい者の作品展示
福祉支援課　☎︎ 25-3523

　ハローフレンズ（西山・池上）
　☎︎ 22-3175

犯罪被害者等支援ミニパネル展
９月 26 日㊊～ 30 日㊎　

　9:00 ～ 16:00
市役所 ロビー
パネル展示、リーフレット配布等
市民活動推進課　☎︎ 25-3601　

　（公）山口被害者支援センター

○ラブ ライフ　　　　　　9/9 ～
○峠　最後のサムライ　　～９/16
○流浪の月　　　　　　　～９/23
○まわる映写機めぐる人生
　　　　　　　　　　9/3 ～ 9/16
○小さな町の小さな映画館
　　　　　　　　　 9/17 ～ 9/30
○ベイビー・ブロ―カー　 ９/17 ～

萩ツインシネマ　☎︎ 21-5510

ツインシネマ

最新情報は
こちらから⇒

　☎︎ 083-976-5152

萩・阿武女声コーラスの集い
10 月 2 日㊐　14:00 ～ 16:00
市民館 大ホール

■出演者 コールさわらび、コーラス
Tomorrow、女声合唱団鳳翔、フラ
ウエンコール・はぎ

フラウエンコール・はぎ実行委員
（上田）　☎︎ 26-7565

スポーツ

イベント
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※令和４年７月 16 日～８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。

人の動き 人口／43,973人（前月比-49）　男／20,405人（前月比-7） 　女／23,568人（前月比-42）
世帯数／22,935世帯（前月比-5） 　出生／9人　死亡／54人　（令和４年７月末日）

　10 月号の「広報はぎ」から、偶数月の発行（今
年度は 10 月、12 月、２月）は、月２回（１日号・
15 日号）となります。
 ●問い合わせ / 広報課 ☎︎ 25-3178　

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　９月第1・3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

慶 弔 だ よ り

　８月１日、市内５カ所（三見、玉江浦、浜崎、越ケ浜、大井）
で花火が打ち上げられました。夏の夜空に響き渡る花火の
音ときらめきに、拍手と歓声があがっていました。

▲玉江浦 ▲浜崎

来月から「広報はぎ」の
発行日が変わります

お知らせ 萩・花火大会 2022 が
開催されました！



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545824

1木

●夏期特別展「めざせ！貝のトレジャー王国！」/（～19日）/9：00～/萩博物館
●テーマ展「夏の彩り ～近世と益田家の花火～」（～10/10）/9:00～/須佐歴史民俗資料館
●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
●「読書感想文・画」の課題図書展示（～30 日）/9:00 ～/ 萩図書館
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/9:30～/児童館
●子育て応援講座/10:30～/児童館

外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

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

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

3土 ●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/14:30～/子ども図書館 外科
内科

大藤（21-0002）
柳井（22-0748）

4日 ●新型コロナウイルスワクチン集団４回目接種/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）
阿北地区 / 福賀

（08388-5-0863）

5月
外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

6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/9:30～/福栄コミュニティセンター

外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

7水
●市役所ロビーコンサート（ピアノ）/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

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

8木 ●行政相談/10:00～/むつみコミュニティセンター
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

9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！（23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

外科
内科
小児科

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

10土

●蒐集家 浦上敏朗の眼 浮世絵・やきもの名品展（～11/13）/9:00～/山口県立萩美術館・
　浦上記念館
●ザ・卓球（24日）/10:30～/児童館

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

11日
●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●マイナンバーカード出張申請受付/14：00～/ザ・ビッグエクストラ萩店

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

12月
外科
内科

兼田（22-1113）
ふじわら（22-0781）

13火

●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」/10:00～/萩幼稚園
●行政相談/13:30～/川上公民館、14:00～/田万川総合事務所
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

大藤（21-0002）
中嶋（22-2206）

14水
●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

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

15木
●ピヨピヨ「おはなし会」/10:30～/児童館
●人権相談/10:00～/小川交流センター

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

16金 ●行政相談/10:00～/須佐総合事務所 外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

９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。

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談
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17土 ●はぎマルシェ/11：00～/中央公園 外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

18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）

19月 ●プラバン工作/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 / 須佐

（08387-6-2540）

20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/9:30～/小川交流センター

外科
内科
小児科

かわかみ（21-7538）
みやうち（25-2500）
いわたに（24-2100）

21水

●元気なときにかかる医者/10:30～/児童館
●暮らしに役立つ図書館講座/10:30～/萩図書館
●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

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

22木 ●子育て相談/10:30～/児童館 外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

23金

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）

24土 ●みんなでミュージック/13:30～/児童館
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

25日

●新型コロナウイルスワクチン集団４回目接種/9：00～/市民館
●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●レコードコンサート（松任谷由実 特集）/14：00～/萩・明倫学舎
●めざせゲームマスター/13：30～/児童館
●リサイクル雑誌/9:00～/萩図書館
●知的書評合戦ビブリオバトル/14:00～/萩図書館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

26月
外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

27火 ●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター 外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

28水

外科
内科
小児科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）
いわたに（24-2100）

29木
外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

30金
外科
内科

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

★保健ガイドは、22 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。

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談
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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？

種田山頭火生誕140年・山頭火ふるさと
館開館5周年を記念した特別企画展

９月４日㊐～12月５日㊊  10:00～18:00
山頭火ふるさと館　☎︎0835-28-3107

防 府
ライトアップされた五重塔とキャンド
ルが融合した幻想的な雰囲気を演出

９月17日㊏、24日㊏ 18:30～21:00
香山公園( 国宝瑠璃光寺五重塔)

【総合】大路ロビー☎︎083-920-9220

山 口

９月17日㊏～10月１日㊏（制作）
  10月２日㊐～（完成披露＆展覧会）

ショッピングセンター サィサィみとう
秋吉台国際芸術村 ☎︎ 0837-63-0020

美 祢

９月 16 日㊎～ 11 月 27 日㊐
　10:00 ～ 16:00

ときわ湖水ホール アートギャラリー
文化振興課　☎︎ 0836-34-8562

宇 部

９月25日㊐、10月23日㊐、11月６日㊐　
　12:30～15:15 （各回先着10人）

きららガラス未来館
山陽小野田観光協会　☎︎ 0836-82-1313

『旅の絵本/中部ヨーロッパ編』を初公開
９月９日㊎～ 12 月７日㊌

　9:00 ～ 17:00（木曜日休館）
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３期

秋吉台国際芸術村×サィサィ
みとう 壁画プロジェクト

山口ゆらめき回廊

井田勝己彫刻展  時のかたち

世界に一つだけのガラス作品
づくり＆おしゃれなレストラン
でティータイム

特別企画展「山頭火と芭蕉・
良寛～尊敬した先人たち～」

俵山で遊ぶ 里山体験（申込制）

ながと路 美しい自然、豊富な海と山の幸、 そしてロマンあふ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

　山口県央連携都市圏域「山口ゆめ回廊」の７つの市町を舞台にリアル宝探し
ゲームです！観光施設等で参加冊子を入手し、７個（各市町１個）の謎解きに
挑戦。集めた手がかりをもとに宝箱を探し出せた方の中から、抽選で地元の 
特産品などが当たります！

うちら！ななゆめ調査団うちら！ななゆめ調査団
「七つの輝きと夢映す鏡」「七つの輝きと夢映す鏡」

第４弾第４弾

①そば打ち職人とざるそば作り
　俵山の名水で育ったそば粉を
使用するそば打ち体験です。
　最後はざるそばにして打ち立
ての味を満喫できます。

９月17日㊏～12月25日㊐
萩市、山口市、宇部市、防府市、美祢市、山陽小野田市、津和野町

■参加冊子　萩市観光協会、観光課ほかに設置（萩市では市内小中学校でも配布）
観光課　☎︎ 25-3139

【①・②共通】
通年で土曜日・日曜日（体験時間：２時間）　　 里山ステーション俵山
2,000円（税込）　　 ４人以上（最小催行人数）でナガトリップHPから申し込み

◀︎申込・その他
　のコンテンツ

②石窯ピザ作り体験
　生地作りからはじめ、
俵山の採れたての野菜を
トッピングして、石窯で
焼いたピザをお楽しみい
ただけます。

長門市観光コンベンション協会　☎︎ 0837-27-0074

萩市は城下町が宝探しの舞台
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　萩原 朔太郎は、『月に吠える』、『青
あおねこ

猫』、『氷
ひょうとう

島』などの詩集を刊行し、口語自由詩を確立
し日本近代詩史に大きな功績を残した人物です。連載第3回は、「水と緑と詩のまち 前橋」ゆ

萩原朔太郎像

かりの詩人・萩原 朔太郎についてお伝えします。
　朔太郎は、明治 19 年に前橋市の医者の息子として生まれ、従兄である萩原 栄次から短
歌の手ほどきを受けて文学の道へ入り、大正６年に第一詩集の『月に吠える』を刊行しました。
口語の緊迫したリズムで感情の奥底を鮮烈なイメージとして表現し、後の詩壇に大きな影響
を与えました。
　前橋市には朔太郎の足跡を辿ることのできる場所が多く残っています。かつて朔太郎が
数々の作品を残した書斎や、北原 白秋や室

む ろ う
生 犀

さいせい
星などが訪れた離れ座敷は、「萩原朔太郎記

念館」として移築復元されており、見学することができます。
また、その近くにある「前橋文学館」では、朔太郎が残した
自筆原稿やノート、著作等を鑑賞することができます。

　今年は朔太郎の没後80年にあたり、10月1日から朔太郎
を介した企画展「萩原朔太郎大全2022」が、山口市の中原

「萩原朔太郎
 大全 2022」→    

宝くじふるさとワクワク劇場 in 萩宝くじふるさとワクワク劇場 in 萩

※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。

11月27日㊐　14:00～（開場13:30）
市民館大ホール
前売券 2,000円、当日券 2,500円（宝くじの助成

　による特別料金。お一人５枚までの購入）
※当日券はなくなり次第終了です。
■販売開始　９月５日㊊
■販売場所　市民館、各総合事務所、支所・出張所、アトラス萩店、サンリブ萩

チケット販売チケット販売

　宝くじの社会貢献広報事業の一環として、落語家、漫才・コント等による「お笑い 
オンステージ」と、吉本新喜劇メンバーとオーディションで選ばれた地元出演者に
よる「ほのぼのコメディ劇場」の２部構成により開催されます。

　尺八とピアノのコンサートです。
10 月９日㊐　14:00 ～ 16:00

安田安田知知
ともひろともひろ

博博×津室ひとみ×津室ひとみ
ジョイントコンサート Vol.2ジョイントコンサート Vol.2　女性ソロアーティスト「ちひろ」

のコンサートやキッチンカーによる
販売などがあります。

御御
お ふ な ぐ らお ふ な ぐ ら

船倉船倉コンサートコンサート

10月２日㊐  14:00～、18:00～
国指定史跡旧萩藩御船倉（浜崎）

■主催　浜崎しっちょる会
1,500 円

■チケット販売・問い合わせ
　旧山中家住宅　☎︎ 22-0133

　国内外で活躍する音楽家たちが、
着物でジャズコンサートを行います。

10 月 29 日㊏　18:00 ～ 20:30
松陰神社立志殿
前売券5,000 円、当日券6,000 円

■チケット販売：ビレッジ（土原）
　☎︎25-6596

オープンミュージック（権
ごんじょう

上）
　tricrotism0524@gmail.com

着物× JAZZ コンサート in 萩着物× JAZZ コンサート in 萩

市民館大ホール　
2,000 円（当日券+500 円）

※高校生以下は1,000 円
■チケット販売 : 萩楽器店

シアター365萩オフィス（杉山）
　☎︎ 090-4149-3510

文化・生涯学習課　☎︎ 25-3511

■主な出演者
林家三平、ザ・ぼんち、
村上ジョージ、じゅんいち
ダビッドソン、吉本新喜劇
メンバーほか

イベント情報

中也記念館など全国 52 カ所の
文学館や美術館、大学等で開催
されます。朔太郎の世界をぜひ、
体感してください。
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お 出 か け 情 報お 出 か け 情 報

　近世の益田家（萩藩永代家老）では、毛利家に「花火」を見せ、食事を提供し、おも
てなしをしたという饗

きょうおう
応の記録が残っています。本展示では、江戸時代の花火や

益田家家臣に伝わった花火技術について紹介します。
10月 10日㊊㊗まで　9:00～ 16:30（最終入館 16:00）

　※月曜日、祝日の翌日は休館
大人 310 円、子ども 150 円　　 須佐歴史民俗資料館　☎︎ 08387-6-3916

「夏の彩り  ～近世と益田家の花火～」「夏の彩り  ～近世と益田家の花火～」

周遊ガイド、南門特別開門、聖賢堂内部特別公開、
　オリジナルグッズプレゼント、スタンプラリー

　明倫学舎周辺の藩校明倫館記念碑・遺構の周遊
ガイドを無料で行います。

９月 17 日㊏　14:00 ～

藩校明倫館周遊ガイド藩校明倫館周遊ガイド
NPO萩明倫学舎　☎︎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。

９月17日㊏　11:00～14:00　 中央公園
※出店情報など詳細は公式 FaceBook、
　Instagram をご覧ください。

はぎマルシェはぎマルシェ 農政課　☎︎ 25-4192

Facebook

Instagram

市 HP

★出店者、ステージ
出演者を随時募集中！
　開催１カ月前までに
お申し込みください。

　河上 勲さんご寄贈の標本をメインに、約２千種類・約２万点の貝をご覧い
ただける、県内最大の貝類展示会です。
会場入口で配られる「シェリングカード」が子ども達に大好評！会場入口で配られる「シェリングカード」が子ども達に大好評！
　指定された貝を探しながら会場をめぐり、アンケートに
答えると、抽選で缶バッジ（毎週５人）、萩博よりすぐりの
スペシャル貝類標本（１人）が当たる！

完全予約制完全予約制 新型コロナウイルス対策のため、今夏も展示観覧は
完全予約制です。（当日予約・スマホ予約可）

貝のトレジャー王国貝のトレジャー王国めざせ！めざせ！
萩博物館  夏期特別展萩博物館  夏期特別展 ■会期　９月 19 日㊊㊗まで（会期中無休）　会期　９月 19 日㊊㊗まで（会期中無休）　 25-644725-6447

【予告】秋期特別展【予告】秋期特別展
「江戸時代の地図  古地図で探ろう、ふる里や国の姿・形」「江戸時代の地図  古地図で探ろう、ふる里や国の姿・形」

■会期　10月１日㊏～12月11日㊐
江戸時代に作られた地図を中心に展示します。
じっくり見てみると、新たな発見があるかもしれません！

高杉晋作資料室ギャラリートーク高杉晋作資料室ギャラリートーク
テーマ：「奇兵隊の人びと テーマ：「奇兵隊の人びと 赤赤

あ か ねあ か ね

祢祢武武
た け とた け と

人人の謎」の謎」
９月 25 日㊐　13:30 ～（約 40 分）

※予約不要・参加無料。ただし観覧料は必要。

※賞品は 1 人につき１個です。
　また、貝類標本は写真のものとは変わる場合があります。

どなたでも参加無料！どなたでも参加無料！

須佐歴史民俗資料館 テーマ展須佐歴史民俗資料館 テーマ展開催中！開催中！
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※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・石見空港萩・石見空港
利用助成制度利用助成制度

観光課　☎︎ 25-3139

　サイクリングとフルーツ狩りを楽しみませんか？
石川果樹園ぶどう狩り＆多肉植物鑑賞ツアー石川果樹園ぶどう狩り＆多肉植物鑑賞ツアー

９月17日㊏、25日㊐、10月１日㊏
　12:30集合～16:30頃解散予定
■集合　田万川温泉「憩いの湯」

ぶどう狩り、多肉植物の鑑賞
※ 25 日はぶどう狩りのみ

４人（最少催行人数２人）
ぶどう狩りの費用（実費）

吉田農園石窯ピザづくり＆梨収穫体験ツアー吉田農園石窯ピザづくり＆梨収穫体験ツアー
10月８日㊏、29日㊏、11月12日㊏

　9:30集合～15:30頃解散予定
■集合　小川交流センターみのり

ピザ作り体験、梨狩り
４人（最少催行人数２人）
1,600 円
道の駅「ゆとりパークたまがわ」HPから▶

たまがわたまがわレンタサイクルモニターツアーレンタサイクルモニターツアー
田万川総合事務所　☎︎ 08387-2-0300

参加者募集！参加者募集！

お得お得
情報情報

Ｕ -25・夏（アンダー 25）Ｕ -25・夏（アンダー 25）
萩市、阿武町、島根県在住の 25 歳以下の方１人

　につき、同日同便を利用する２人まで対象
■期間　９月 30 日までの期間中に往復利用
■助成金額　１往復…12,000 円／人

「早トク 45」助成額上乗せ「早トク 45」助成額上乗せ
　45 日前までの予約に対して、１往復 5,000 円の
助成金額が 7,000 円に拡大！

萩市、阿武町、益田市、浜田市、津和野町、吉賀町 
　在住の方
■期間　令和５年３月 31 日搭乗分まで
■条件　期間中に搭乗日の 45 日前までに予約し、
　往復搭乗すること。復路は翌月末の搭乗まで対象。

【共通事項】【共通事項】
搭乗月の翌月末まで（当日消印有効）

■申請に必要なもの　①申請書、②申請する搭乗分
　の「ご搭乗案内」（ピンク色）
■申請方法は、萩・石見空港利用拡大
　促進協議会 HP をご確認ください。

「萩・魚まつり」「萩・魚まつり」
巡視艇「はぎなみ」体験航海巡視艇「はぎなみ」体験航海

水産課　☎︎ 25-4195

　3 年ぶりの開催となる、秋のお魚イベント「萩・魚
まつり」では、萩産鮮魚や水産加工品の即売、市内宿
泊券などが当たるガラポン抽選会のほか、体験航海な
どを開催します。

10月９日㊐　９:30～14:00（萩・魚まつり）
県漁協萩地方卸売市場

９月22 日㊍（必着）までに、往復ハガキに
　郵便番号、住所、保護者氏名、電話番号、参加者の氏名、
　年齢を記入し、下記まで郵送（応募多数の場合は抽選）
■宛先　〒758-8555 萩市水産課「体験航海係」
■主催　萩・魚まつり実行委員会

萩海上保安署巡視艇「はぎなみ」体験航海萩海上保安署巡視艇「はぎなみ」体験航海
■出航時間　10:15～、11:15～
※乗船は30分程度、申込時に乗船時間の
　第１・第２希望を記入

どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 各回 20 人

山口県立萩美術館・浦上記念館山口県立萩美術館・浦上記念館
☎ 24-2400

蒐蒐
しゅうしゅうかしゅうしゅうか

集家集家 浦上敏朗の眼 浮世絵・やきもの名品展 浦上敏朗の眼 浮世絵・やきもの名品展

９月10日㊏～11月13日㊐まで
※後期は 10 月 12 日㊌～

〈学芸員による作品解説〉〈学芸員による作品解説〉
いずれも日曜日11:00～12:00

【浮世絵】9 月11 日、25 日
【やきもの】9 月18 日
※要事前予約、観覧券、先着順

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

〈記念講演会〉〈記念講演会〉
10月１日㊏　13:30～15:00
「プロの " 眼 " から見た浦上コレクション」
浦上 満

みつる
 氏 ( 浦上蒼

そうきゅうどう
穹 堂代表、浦上敏朗氏長男 )

講座室
聴講無料、要事前申込
40 人 ( 申込先着順 )

　浦上コレクションの浮世絵とやきものの逸品280
点を展示。（浮世絵は全作品を前期後期で展示替え）

葛飾北斎「風流無くて
なゝくせ 遠眼鏡」
享和期(1801〜1804)頃
[ 前期で展示]

公式 HP 予約ページ

特別展示特別展示

柴柴
しばいぬしばいぬ

犬犬がお出迎えがお出迎え



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545830

着物ウィーク in 萩着物ウィーク in 萩着物ウィーク in 萩着物ウィーク in 萩
　世界遺産の城下町を着物で楽しみませんか？　世界遺産の城下町を着物で楽しみませんか？

■演奏者　神木 涼（ピアノ）
■曲　目
　糸（中島みゆき）、水の戯れ（ラヴェル）、
　人生のメリーゴーランド（久石譲）ほか

第 10 回 ９月７日㊌　12:15～12:45 第 11 回
■演奏者
　来

く る す

栖 由香（歌唱）
　髙木 淳

あ つ こ

子（ピアノ）
■曲　目　
　落

か ら ま つ
葉松、あわて床屋、

　赤とんぼ、箱根八里ほか　

10月５日㊌　12:15～12:45

最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」

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！

着物フォトコンテスト2021着物フォトコンテスト2021
グランプリ「令和の奇兵隊」グランプリ「令和の奇兵隊」

　　コスモス、コスモス、リス、うさぎ３種類を練り切りで作りませんか。リス、うさぎ３種類を練り切りで作りませんか。
10月２日㊐　10:30～、13:30～、15:00～10月２日㊐　10:30～、13:30～、15:00～
萩・明倫学舎　復元教室萩・明倫学舎　復元教室

酒酒
さ こ うさ こ う

向向  淳淳
じゅんこじゅんこ

子子先生（山口市LAWAKU）先生（山口市LAWAKU）
2,000 円（材料費込み）2,000 円（材料費込み）
９月17 日㊏ 9:30 ～24 日㊏までにNPO 萩明倫学舎へ☎︎９月17 日㊏ 9:30 ～24 日㊏までにNPO 萩明倫学舎へ☎︎21-030421-0304各回 15 人ずつ各回 15 人ずつ

萩・竹灯路物語萩・竹灯路物語萩・竹灯路物語萩・竹灯路物語

和菓子作り体験 in 萩・明倫学舎和菓子作り体験 in 萩・明倫学舎和菓子作り体験 in 萩・明倫学舎和菓子作り体験 in 萩・明倫学舎 着物着用で500円割引！着物着用で500円割引！

　城下町周辺に立ち並ぶ竹灯籠が演出するほのかな灯りに加えて、今年は　城下町周辺に立ち並ぶ竹灯籠が演出するほのかな灯りに加えて、今年は
プロジェクションマッピングで歴史の町並みを彩ります。プロジェクションマッピングで歴史の町並みを彩ります。

萩・明倫学舎（着物レンタル・着付け会場、総合案萩・明倫学舎（着物レンタル・着付け会場、総合案
　内所）、城下町周辺（和の学び舎、写真撮影＆プレ　内所）、城下町周辺（和の学び舎、写真撮影＆プレ
　ゼント）ほか市内各所にて　ゼント）ほか市内各所にて

和の学び舎（和小物づくりなどの体験教室）、和の学び舎（和小物づくりなどの体験教室）、着物着物
　フォトコンテストなど　フォトコンテストなど

着物ウィークin萩実行委員会着物ウィークin萩実行委員会
　（萩市観光協会内）　☎︎25-1750　（萩市観光協会内）　☎︎25-1750

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 演奏者を随時募集中！ 詳細はこちら▶

10月８日㊏～10日㊊㊗　18:00～21:0010月８日㊏～10日㊊㊗　18:00～21:00
萩城城下町周辺（プロジェクションマッピング：萩城城下町周辺（プロジェクションマッピング：

竹あかりin萩・明倫学舎竹あかりin萩・明倫学舎竹あかりin萩・明倫学舎竹あかりin萩・明倫学舎

10 月１日㊏～10 日㊊㊗　10:00 ～17:0010 月１日㊏～10 日㊊㊗　10:00 ～17:00
オープニングセレモニー　９月 30日㊎ 17:00～オープニングセレモニー　９月 30日㊎ 17:00～

萩・明倫学舎を竹あかりで彩ります。萩・明倫学舎を竹あかりで彩ります。
９月30日㊎～10月10日㊊㊗９月30日㊎～10月10日㊊㊗

　18:00～21:00（荒天時は中止）　18:00～21:00（荒天時は中止）
萩・明倫学舎正面玄関付近萩・明倫学舎正面玄関付近
萩・明倫学舎推進課　☎︎21-2018萩・明倫学舎推進課　☎︎21-2018

県内で活躍中のピアニストによる演奏

　菊屋家住宅南庭、菊屋横町、　菊屋家住宅南庭、菊屋横町、
　晋作広場、御成道ほか）　晋作広場、御成道ほか）

萩・竹灯路物語実行委員会萩・竹灯路物語実行委員会
　事務局（観光課内）　事務局（観光課内）
　☎︎ 25-3139　☎︎ 25-3139

※着色料不使用※着色料不使用


