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川上地域はどんなところ？川上地域はどんなところ？

川上地域のおすすめスポット川上地域のおすすめスポット

川上川上 須佐 旭 福栄田万川 むつみ

長門峡長門峡

阿武川ダム阿武川ダム

　萩市から山口市にまたがる総延長約 12㎞の阿武川沿いの渓谷。 

　山口県が管理する、昭和50年（1975年）３月に完成した堤高 
95.0m の重力式アーチダム。都道府県営ダムとしては全国第３位の規模で、 
中国地方（国土交通省直轄ダムを含む）では最大です。
　萩市の市街地を形成している三角州は、低湿地で、年々の洪水により浸水し、

萩阿武川温泉公園萩阿武川温泉公園 山々に囲まれ、阿武川の景色を 

■電話　54-2619
■料金　１泊 中学生以上310 円、小学生150 円（日帰り無料）

大正９年（1920年）に南宋画家であり、地質学者の高島 北
ほっかい

海によって名付けら
れ、大正 12 年（1923年）に国の名勝に指定されました。奇岩や滝、深淵など、
美しい渓谷が印象的で、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々に変化す
る自然は見ものです。なかでも秋の紅葉は有名で、11 月上旬から中旬にかけ、
色鮮やかな紅葉が水面も真っ赤に染め、１年で最も美しい季節に変化します。

慢性的な水害地となっていました。そのため、
ダムを建設して、洪水の調節、不特定用水の確
保、さらに発電といった多目的ダムとして建設
されました。また、ダム近くの阿武川歴史民俗
資料館では、ダム建設時に水没した地区から移
設した建物や生活用具などを展示しています。

　足
を運んでみよう！

　今月号から各地域を６回にわたり特集します。今回は川上地域川上地域をご紹介！

　川上地域は、阿武川の豊かな水と美しい山々に恵まれた自然豊かなところです。
面積の約 90％が山林で、平坦な土地が少なく、中心部を流れる阿武川沿いに
集落が点在しています。
　そして、自然が造りだした国の名勝「長門峡」を上流に持ち、平家の落人伝
説が古くから残る山里です。中国地方最大規模を誇る阿武川ダム、その流れに
住むアユやホタルなど、四季折々の風物詩に触れることができます。
　また、ゆずの産地としても知られており、直売所で販売されているゆず味噌
は地元の人だけではなく、県外にも多くのファンがいます。

川上川上

旭旭

福栄福栄
むつみむつみ

田万川田万川須佐須佐

満喫できるフラットな芝の公園です。公園内には、温泉施設や
トイレ、炊事場も整備されており、キャンプ場として利用する
こともできます。

地域の彩りはこれ！地域の彩りはこれ！ 種類種類
場所場所

４月中旬４月中旬
萩阿武川温泉公園入口付近萩阿武川温泉公園入口付近

見頃見頃シバザクラシバザクラ
【地域彩り交流促進事業】
花の植栽で地域活性化を図ります。

川上総合事務所　☎ 54-2121

川上川上
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TOPICTOPIC

※施設工事を 12 月から予定しています。

萩阿武川温泉ふれあい会館萩阿武川温泉ふれあい会館

川上のゆず川上のゆず

カヌーカヌー

イタリアンバール・サルーテイタリアンバール・サルーテ

豊かな水と美しい自然に

■電話　54-2619
■料金　中学生以上 410 円、小学生 210 円、小学生未満 100 円
　　　　※リニューアルオープン後は料金を変更予定
■時間　10:00 ～ 20:00（受付 19:30 まで）
■定休　火曜日（祝日は除く）

　萩阿武川温泉公園内に

　川上の遠谷金山地区は、「ゆず」の自生地として、昭和16年

　阿武川ダムの豊富な水量を利用し、ダムの直下に設営された特設カ

阿武川カヌースクール阿武川カヌースクール
■電話　090-9749-3035（高橋）　　■時間　9:00 ～11:00、14:00 ～16:00
■料金　１回/２時間　小学生以上3,000円、小学生未満1,500円（保護者同伴）　

川上地域の特産品やアクティビティ川上地域の特産品やアクティビティ

■電話　54-2428
■時間　11:00～16:00（ランチは
　　　　14:00ラストオーダー）
■定休　毎週月曜日、木曜日

（1941年）に国の天然記念物に指定され、地域の産業振興の一つとしてゆずの栽培
が始まりました。芳醇な香りと日持ちすることが、川上のゆずの特徴です。

ヌー競技場は、ジャパンカップや日本選手権大会等が開催されるほか、イギリスのオリ
ンピックメダリストや日本のナショナルチームの選手たちも訪れ、練習をしています。
　そんなコンディション抜群の阿武川でカヌー体験も可能です。山口県カヌー協会
の皆さんが、丁寧に教えてくれるので、初めての方でも楽しく体験できます。

囲まれた阿武川沿いにある日帰り温泉施設です。お湯は地下 1,000
ｍより湧き出る湯を利用。泉質は柔らかく、美人の湯として親しま
れています。広く取られた露天風呂やサウナ、家族風呂もご利用い
ただけます。また、敷地内奥側には、宿泊できるバンガローも３棟
あります。

川上農林産物直売所川上農林産物直売所　地元産の新鮮野菜や加工品などを

■電話　54-2755
■時間　9:00～18:00（4～10月）
　　　　9：00～17:00（11～3月）
■定休　火曜日（祝日は除く）

バーベキューコンロ、アウトドア
チェアのレンタルもあります！

はじめ、季節折々の山菜や山野草、バーベキュー用のお肉やソーセー
ジ、野菜セット（要予約）、炭も販
売しています。

あるイタリア料理のお店。阿武川の流れる絶景を眺めながら食事を
楽しめるほか、店内にはキッズルームや駄菓子コーナー、交流スペー
スがあります。また、屋根付きのテラス席では、解放感を味わいな
がらイタリアンを堪能できます。

今年５月にグランドオープン！今年５月にグランドオープン！

令和５年４月１日令和５年４月１日
リニューアルオープン予定！リニューアルオープン予定！

■改修内容　サウナ等（工事中は休館）
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　「第18回萩市美術展」を開催し、162点の入賞作品が決まりました。

※出品総数は、招待作家の31点を加えて930点

「３年ぶりの思い出」
河村 ひな子（萩東中学校３年）

【小・中学生の部】市長賞

【高校生・一般の部】市長賞、議長賞、教育長賞、美術協会長賞作品
11月１日㊋～６日㊐ 9:00～16:00　 須佐公民館
11月20日㊐ 9:00～15:00　 旭活性化センター（佐々並公民館）

《地域巡回展を開催！》《地域巡回展を開催！》

萩市美術展萩市美術展 文化・生涯学習課　☎ 25-3511

部門 応募数 入賞数
高校生・一般の部（平面、立体、書、写真） 90 36
小・中学生の部（絵画、書） 809 126

11月12日㊏～15日㊋　神奈川県

【前列左から】阿部 基
も と お

夫（65歳・明木）、秋尾 
護
まもる

（83歳・椿東）、梅地 宰
ただふみ

史（60歳・下田万）
【後列左から】村田 彰（70歳・椿東）、正

しょうじ

司 修
（64歳・椿）、原田 明（75歳・椿東）

樋口 武雄（71歳・大井）

■ラグビーフットボール

■ダンススポーツ

第34回全国健康福祉祭　神奈川・横浜・川崎・相模原大会第34回全国健康福祉祭　神奈川・横浜・川崎・相模原大会
「ねんりんピックかながわ2022」「ねんりんピックかながわ2022」

全国大会出場おめでとう！全国大会出場おめでとう！

山本 隆
た か し

志（51 歳・金谷）

第 39 回全日本シニア第 39 回全日本シニア
バドミントン選手権大会バドミントン選手権大会
11月18日㊎～21日㊊　香川県

カラーでの
作品紹介は

こちら▶

　価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）を支援する給付金です。

①②ともに、確認書または申請書を市で受理・審査後、要件を満たす世帯は、約20 日程度で
指定口座へ振り込みます。支給（振込）時期支給（振込）時期

支給額支給額 １世帯あたり現金５万円　１世帯１回限り。上記①と②の重複受給はできません。

支給対象支給対象
※①②のいずれか※①②のいずれか
　に該当する世帯　に該当する世帯

①基準日（令和４年９月30 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、 
　令和４年度（令和３年分）住民税が課税されていない世帯（住民税が課税されている家族 
　等に世帯員全員が扶養されている場合は支給対象外）
②令和４年１月～12 月の間に、予期せず収入が減少し、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）

住民税非課税世帯臨時特別給付金を受給した世帯も要件を満たす場合は支給対象となります。また、家計急変の対象要件が、
従来は新型コロナウイルス感染症の影響による減収のみでしたが、 緩和されています。詳しくは福祉政策課へご相談ください。

①の世帯…11月中旬頃に送付される確認書の内容を確認および必要事項を記載のうえ、同封
　　　　　の返信用封筒で、市へ返送が必要です。返送期限は令和５年１月 31 日㊋返送が必要です。返送期限は令和５年１月 31 日㊋です。
②の世帯…申請が必要です。申請期限は令和５年１月 31 日㊋申請が必要です。申請期限は令和５年１月 31 日㊋です。
　　　　　※申請様式等は、福祉政策課や各総合事務所、支所・出張所に備え
　　　　　　付けてあるほか、市 HP からダウンロードいただけます。

具体的な手続き具体的な手続き

住民税非課税世帯であっても、世帯内に令和４年１月２日以降の転入者や未申告者がいる場合は、原則、市から確認書の
発送は行わず、申請が必要になります。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 福祉政策課
　☎ 25-3550
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「一日市長室」令和４年度 開設 ■受付人数
　１日あたり 10 人程度（１人につき 15 分以内）
　※申し込みが多い場合は、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
小川 11月14日㊊ 13:00〜 小川交流センター
須佐 11月15日㊋ 13:00〜 須佐総合事務所
高俣 11月21日㊊   9:00〜 むつみコミュニティセンター
江崎 11月22日㊋   9:00〜 田万川総合事務所
弥富 11月24日㊍   9:00〜 弥富交流促進センター
紫福 11月25日㊎   9:00〜福栄農業担い手育成センター

■一日市長室でいただいた主なご意見
【10 月６日㊍　川上総合事務所】
○野良猫対策をしてほしい。
○総合事務所に女性職員がいないので配置してほしい。
○川上農林産物直売施設の看板を設置してほしい。

※紙面の都合上、一部のご意見のみ掲載して
　います。詳しくは市 HP をご覧ください。

「一日市長室」の
様子（川上）

白線が薄くなって
いることを確認

（三見）

道路のひび割れを
確認（大井）

多目的広場を確認
（相島）

【10 月 17 日㊊　大井公民館】
○世界遺産の取り組みを進めてほしい。
○道がひび割れ、陥没しているので修復してほしい。
○山陰線の利用を促進してほしい。

【10 月 18 日㊋　三見公民館】
○ぐるっとバスの運転手を確保してほしい。
○ハギカを継続して実施してほしい。
○三見地区での行事等に対して助成・補助してほしい。

【10 月 19 日㊌　相島小中学校】
○多目的広場を舗装してほしい。
○学校の保健室で診療させてほしい。
○相島待合所に雨よけと駐輪場を設置してほしい。

市長コラム 　秋のおまつりの時期となりました。市内では、11 月３日のむつみ地域と福栄地域のふ
るさとまつりを皮切りに、各地域で関係者の皆様のご尽力により開催されます。
　萩ふるさとまつりは、コロナ禍の影響により、２年連続で市民限定による１日開催と規
模の縮小を余儀なくされておりましたが、今年度は３年ぶりに市内外の方に２日間楽しん
でいただくこととし、40 を超える出店により、市役所前庭、市民館、総合福祉センター、
明倫学舎、田町商店街の５会場で、皆様をお迎えいたします。感染防止対策に十分留意し
つつ実施するため、各会場での基本的な感染対策にご理解ご協力をお願いいたします。
　なお、来場された方が受付で検温されると、検温済を示すリストバンドをお渡しします。
これを着用されることにより、他の会場受付では検温をせずに入場ができるようにしてお
ります。リストバンドをご着用の上、５会場を周遊しながらお楽しみください。

　未だ新型コロナウイルス感染症の収束には至りませんが、地域のおまつりを通じて、市民の皆様や事業者の
皆様の笑顔と元気を取り戻すことができるよう、明るく元気な萩市を目指し取り組んでいるところです。皆様、
是非、各地域のおまつりに足を運んでいただきますようお願い申し上げます。　　　　　  萩市長　田中 文夫
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令和３年度
決算状況

財政課　☎ 25-3349

市の予算がどのように使われたか、財政状況がどうなっているかをお知らせします。

一般会計の決算概要

◎決算額が前年度（歳入351億8,665万円、歳出342億5,610万円）と比べ、減少した
　主な理由は、前年度に実施された特別定額給付金事業の終了によるものです。

■歳入 ■歳出
区分 主な内容 決算額 構成比

自
主
財
源

市税 市民税など 51億509万円 15.2％
分担金
および負担金

受益者負担金
など 2億5,175万円 0.7％

使用料
および手数料

施設使用料
など 4億6,629万円 1.4％

繰入金 基金からの繰入 1億8,356万円 0.5％
諸収入ほか 預金利子など 21億5,027万円 6.5％

小　　計 81億5,696万円 24.3％

依
存
財
源

地方交付税 国からの交付金 127億1,756万円 37.9％

国・県支出金 国・県からの負担
金、補助金など 81億3,068万円 24.3％

市債 市の借入金 26億9,350万円 8.0％
地方譲与税
ほか

自動車重量贈与
税など 18億2,286万円 5.5％

小　　計 253億6,460万円 75.7％

合　　計 335億2,156万円 100.0％

区分 主な使い道 決算額 構成比

総務費 税金の管理、支所の運
営など 54億2,354万円 16.9％

民生費 子育て支援、高齢者医
療の充実など 98億9,247万円 30.9％

衛生費 健康づくり、ごみ処理
など 27億6,931万円 8.7％

農林水産業費 農林水産業の振興、
基盤整備など 19億9,309万円 6.2％

商工費 商工業、観光の振興
など 27億2,896万円 8.5％

土木費 道路、住宅の整備など 16億7,604万円 5.2％
消防費 救急、消防活動 14億9,639万円 4.7％
教育費 小中学校の運営など 24億2,236万円 7.6％
災害復旧費 災害復旧 8,140万円 0.3％

公債費 市債の元金、利子の
償還 33億1,985万円 10.4％

議会費ほか 2億333万円 0.6％
合　　計 320億674万円 100.0％

市債・基金残高の状況 会計名 市債現在高 基金現在高
一般会計 239億3,503万円 122億6,887万円
土地取得事業 ー　円 12億9,377万円
国民健康保険事業

（事業勘定） ー　円 8億8,858万円

国民健康保険事業
（直診勘定） 1億9,967万円 ー　円

介護保険事業 ー　円 5億6,616円
合　計 241億3,470万円 150億1,738万円

　市債残高の合計額は、令和３年度末で 241 億 3,470
万円となり、前年度に比べ約５億円減少しています。
　一方、全会計の基金残高（現物含む）は、令和３年
度末で 150 億 1,738 万円となり、平成 16 年度末に
比べ約 39 億円増加しています。

特別会計の決算状況
会計名 歳入決算額 歳出決算額うち一般会計繰入金

土地取得事業 66万円 0万円 66万円
国民健康保険事業

（事業勘定） 67億1,420万円 5億5,241万円 67億1,096万円

国民健康保険事業
（直診勘定） 6億6,676万円 1億2,143万円 6億6,676万円

休日急患診療事業 9,648万円 6,207万円 9,648万円
後期高齢者医療事業 9億6,791万円 2億9,925万円 9億5,346万円
介護保険事業 60億4,235万円 10億8,502万円 59億7,901万円

合　計 144億8,836万円 21億2,018万円 144億733万円

　６つの特別会計の収支は、いずれも
「０」または黒字となりました。
　各特別会計においては、事業実施に
必要な経費を主に、保険料や使用料等
の収入でまかなって、住民サービスを
提供するものですが、収入不足などの
ため、一般会計から多額の繰入れを
行っています。

令和４年５月 31 日現在

　一般会計決算額は、歳入が 335 億 2,156 万円、歳出が 320 億 674 万円でした。
歳入歳出差引額の 15 億 1,482 万円のうち、２億 1,742 万円を繰越財源とし、実
質収支は 12 億 9,740 万円の黒字となりました。
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主な実施事業
がんばろう萩！新型コロナウイルス対策事業がんばろう萩！新型コロナウイルス対策事業
　新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、市
民生活や市内経済へのさまざまな対策を実施しました。

大島複合施設整備事業大島複合施設整備事業
　老朽化した大島公民館・出張所および診療所の建て
替えにあわせ、介護予防コーナーを一体的に整備する

子育て世帯応援誕生祝金事業子育て世帯応援誕生祝金事業
　次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、経済的支
援を図り、子育てにやさしいまちづくりを推進するた
め、令和３年４月１日以降に出生する子育て世帯に対
し、市内共通商品券（10 万円分）を支給しました。

愛称「ゆうあい館」

コワーキングスペース

健全化判断比率 比率の説明 R4年度 R3年度 R2年度 R元年度 早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率 一般会計の赤字の割合
（赤字の場合に表示） ― ― ― ― 12.59%以上 20.00%以上

②連結実質赤字比率 すべての会計を合わせた赤字
の割合（赤字の場合に表示） ― ― ― ― 17.59%以上 30.00%以上

③実質公債費比率 借入金返済額の大きさの財政
規模に対する割合 5.6% 5.7% 6.3% 7.1% 25.0%以上 35.0%以上

④将来負担比率 借入金など現在の負債規模の
財政規模に対する割合 ― 1.8% ― ― 350.0%以上

小中学校 LED 照明設置事業小中学校 LED 照明設置事業
　小中学校施設の照明設備を LED 照明へ交換するこ
とにより、省エネルギー化するとともに、長寿命化に
よるメンテナンス費用の削減を図りました。

旧明倫小学校３・４号棟整備事業旧明倫小学校３・４号棟整備事業
　「産業・ひとづくり・交流」をコンセプトとした拠点施
設として旧明倫小学校４号棟を整備し、起業・創業や企
業誘致の推進、若者を中心とした雇用機会の創出、萩の
未来を支えるひとづくり、交流人口拡大による賑わい
の創出を図りました。

萩田万川温泉センター改修事業萩田万川温泉センター改修事業
　地域の方や観光客に憩いの場等として親しまれてい
る「萩田万川温泉センター」の施設の全面リニューア
ルを実施するとともに、隣接するキャンプ場との関連
施設として屋外テラスを整備しました。

新防災行政無線整備事業新防災行政無線整備事業
阿武川ダム湖活用地域活性化事業阿武川ダム湖活用地域活性化事業

　大雨、地震、津波等の自然災害やテロ、国民保護等の緊
急情報を配信するため、むつみ地域の防災行政無線を整
備しました。

　川上地域の地域資源である阿武川ダム湖を釣りやカ
ヌーなどのアクアレジャーフィールドとして開放し、
都市部からの交流人口増加による地域活性化を図るた
め、ダム湖への進入路を整備しました。

財政の健全化に関する比率の公表
　いずれの数値とも早期健全化基準を下回っています。「資金不足比率」についても、公営企業の各会計とも
資金不足は生じていません。

※各年度の比率は、公表年度の前年度決
　算に基づく数値、「―」は赤字または
　将来負担額がないことを示します。

■詳細は、市役所本庁の市政情報コーナー、各総合
　事務所地域振興部門または市 HP で見ることがで
　きます。

ことで、住民が安心して生活できる
サービスの提供体制を整えました。
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令和３年度
決算状況（企業会計）

収
入

水道料金 6億9,007万円 61.3%
他会計負担金等 2億3,375万円 20.8%
その他 2億194万円 17.9%

収入合計 11億2,576万円 100.0%

支
出

施設維持管理費等 5億1,016万円 49.7%
支払利息 5,608万円 5.5%
減価償却費 4億5,989万円 44.8%

支出合計 10億2,613万円 100.0%
収支 9,963万円

■収益的収支 ■資本的収支

生活環境の向上と公共用水域の水質保全に資するため、各施設の維持管理と施設整備を行います。

※消費税等の影響額を除いた純利益は 7,363 万円。

収
入

企業債 2 億 3,810 万円 60.5%
県支出金等 3,052 万円 7.8%
出資金等 １億 2,486 万円 31.7%

収入合計 3 億 9,348 万円 100.0%
支
出

建設改良費 3 億 2,969 万円 50.5%
企業債償還金 3 億 2,285 万円 49.5%

支出合計 6 億 5,254 万円 100.0%
収支 ▲ 2 億 5,906 万円

※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

主な事業 ・管きょ布設工事（椿東、椿地区）
・小郡萩道路整備に伴う排水管路移設工事

■収益的収支 ■資本的収支

収
入

下水道使用料 5億6,663万円 28.8%
国庫支出金 1,216万円 0.6%
県支出金 300万円 0.2%
他会計負担金等 7億27万円 35.6%
その他 6億8,504万円 34.8%

収入合計 19億6,710万円 100.0%

支
出

施設維持管理費等 6億5,591万円 33.9%
支払利息 1億3,913万円 7.2%
減価償却費 11億3,790万円 58.9%

支出合計 19億3,294万円 100.0%
収支 3,416万円

※消費税等の影響額を除いた純損益の計上はありません。

収
入

企業債 4億2,710万円 41.2%
国庫支出金 2億3,655万円 22.8%
県支出金 2,877万円 2.8%
他会計出資金等 3億2,442万円 31.2%
受益者負担金等 2,084万円 2.0%

収入合計 10億3,768万円 100.0%
支
出

建設改良費 7億1,566万円 46.6%
企業債償還金 8億2,061万円 53.4%

支出合計 15億3,627万円 100.0%
収支 ▲４億9,859万円

※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

山口県の日本海側唯一の公立病院として地域の健康を守ります。
病院事業会計 萩市民病院　☎ 25-1200

主な事業
・入院患者数　　2 万 5,903 人（対前年度比 1,911 人減）
・外来患者数　　５万 5,327 人（対前年度比 5,174 人増）
・ 救急車による搬送患者数　1,048 人（対前年度比 65 人増）
・超音波画像診断装置やマンモグラフィ撮影装置などの更新

収
入

診療収入等 19億8,930万円 74.2％
補助金・負担金 6億6,404万円 24.7％
その他 2,886万円 1.1％
　　収入合計 26億8,220万円 100.0％

支
出

診療材料・機器等 25億2,539万円 93.3％
支払利息 3,678万円 1.4％
減価償却費 1億4,308万円 5.3％
　　支出合計 27億525万円 100.0％

収　　　支 ▲2,305万円

■収益的収支

■資本的収支
収
入

企業債 2億5,390万円 58.3％
出資金等 1億8,188万円 41.7％
　　収入合計 4億3,578万円 100.0％

支
出

建設改良費 2億7,085万円 48.3％
企業債償還金 2億8,991万円 51.7％
　　支出合計 5億6,076万円 100.0％
収　　　支 ▲1億2,498万円

※消費税等の影響額を除いた純損失は 2,533 万円 ※不足額は損益勘定留保資金等で補填

マンモグラフィ撮影装置マンモグラフィ撮影装置

・排水管路布設工事（大井浦地区）
・排水管路改修工事（江崎地区）

水道は、私たちの暮らしに欠くことのできない大切な施設です。

主な事業 ・細工町地区等で配水管等の整備・改良工事　　・むつみ、須佐、福栄地域の機械・監視設備等の更新

水道事業会計 上下水道局総務課　☎25-3390

下水道事業会計 上下水道局総務課　☎25-3152

１年間の経営活動に伴って発生した収入と支出を表します。
◎収益的収支とは…？

建物や設備等の整備・改良に伴う収入と支出を表します。
◎資本的収支とは…？
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令和４年度　上半期
財政状況の公表

財政課　☎ 25-3349

　市では、毎年度、上半期と下半期の年２回、予算の
執行状況など財政状況を公表しています。

一般会計の執行状況 特別会計の執行状況
　一般会計予算額は、当初予算に 298 億 8,000 万
円を計上し、その後の６回の予算補正（17 億 4,251
万円）と令和３年度からの繰越明許費（16 億 9,972
万円）を加えると、９月末現在で総額 333 億 2,223
万円となっています。
　９月末現在における収支状況は、収入済額 205
億 7,100 万円で執行率 42.8％、支出済額 175 億
4,749 万円で執行率 36.5％です。

国民健康保険事業など特定の目的をもって事業を
行う場合に、その収支を明確にするための独立し
た会計のこと。

　６の特別会計の当初予算総額は 146 億 2,380 万
円で、その後の予算補正（8,725 万円）を加えると、
９月末現在で総額147億1,105万円となっています。

◎特別会計とは…？

会計名 予算現額 歳入 歳出
収入済額 収入率 支出済額 支出率

一般会計 333億2,223万円 152億9,172万円 45.9％ 118億4,744万円 35.6％
土地取得事業 80万円 43万円 53.8％ 24万円 30.0％
国民健康保険事業（事業勘定） 67億61万円 24億7,105万円 36.9％ 26億7,766万円 40.0％
国民健康保険事業（直診勘定） 7億881万円 1億1,922万円 16.8％ 2億4,999万円 35.3％
休日急患診療事業 1億656万円 1,535万円 14.4％ 3,739万円 35.1％
後期高齢者医療事業 10億645万円 3億1,287万円 31.1％ 3億742万円 30.5％
介護保険事業 61億8,783万円 23億6,036万円 38.1％ 24億2,735万円 39.2％

合　　　　　計 480億3,329万円 205億7,100万円 42.8％ 175億4,749万円 36.5％

市債の状況
　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際、一時的に
多くの資金を必要とする場合に認められる長期借入金のことで
す。その借入金を元利償還という形で長期間（１～ 40 年）に
わたって返済することにより、世代間の住民負担を公平にする
役割を果たしています。

会　　計　　名 現在高 構成比
一般会計 223億4,936万円 99.1%
国民健康保険事業

（直診勘定） 1億9,190万円 0.9%

合　　　　　計 225億4,126万円 100.0%

市有財産の状況
　市では遊休財産のうち不要となった財産について、維持管理
経費の削減と財源確保の観点から積極的に処分または貸付を
行っています。
※水道事業会計、下水道事業会計および病院事業会計に属する
　財産は含んでいません。

一時借入金の状況
　一時借入金とは、一時的に資金が不足する場合に短期間借入 
するものです。令和４年９月末現在、一時借入金はありません。

区　　分 面積・金額
土　地 4,874,360㎡
建　物 414,099㎡
山　林 138,421,958㎡
有価証券 8,870万円
出資による権利 5億4,938万円
債　権 7億8,200万円

基　金
現金 148億2,931万円
土地 1億9,062万円
現物 74万円
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　　市では良好な景観を形成し、風致を維持するとともに公衆に対する危害を防止するため、平成 20 年に 
「萩市屋外広告物等に関する条例」を制定し、屋外広告物等の設置について、次のとおり規制を行っています。
■規制の対象　　　常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの
■規制対象地域　　市全域を「禁止地域」と「許可地域」に指定しています。
■許可基準　　　　禁止地域は４種類、許可地域は３種類の地域ごとに許可基準を定めています。
■申請手続き　　　屋外広告物等を設置する場合は、市に許可申請が必要です。
　　　　　　　　　ただし、小規模等の場合は許可申請が不要となるものもあります。
■許可手数料　　　店舗や事務所等以外に設置する広告物は手数料が必要です。

屋外広告物（看板等）の設置には許可申請が必要です屋外広告物（看板等）の設置には許可申請が必要です

インボイス制度説明会を開催インボイス制度説明会を開催
　令和５年 10 月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が
始まります。インボイスを交付することができる「適格請求書発行事業者」の登録を令和５年 10 月１日から
受けるためには、原則として令和５年３月 31 日までに登録申請手続を行う必要があります。
　この機会に、ぜひご参加ください。

開催日 内　容 場所 定員
11 月 15 日㊋ ①導入編　14:00 ～ 15:00

②基礎編　15:00 ～ 16:00
萩税務署

２階会議室
①・②

各 10 人12 月 15 日㊍

事前登録制事前登録制

萩税務署総合窓口　☎ 22-1273

※ YouTube 国税庁動画チャンネルでは、
インボイス制度説明会と
同様の内容を動画で無料
公開しています。

詳しくは都市政策課にお問い合わせください。 都市政策課　☎ 25-3647

　萩・明倫学舎幕末ミュージアムの展示資料を含む、国内屈指の近世科学技
術史資料群を萩市に寄贈された、萩市幕末史料専門員の小川 忠文さんが、
10 月２日にご逝去されました。82 歳でした。
　ここに謹んで哀悼の意を表し、心からご冥福をお祈りいたします。

萩市幕末史料専門員 さん ご逝去小
お が わ

川 忠
た だ ふ み

文

　小川さんは、下関市在住で、日本でも有数の収集家であり、53 年間か
けて幕末期の資料の収集をされてきました。
　そして、収集された時の想いを込めて資料を「おがわ是

これくしゅう
苦集」と名付け、

「日本の近代化の礎となった萩市において、幕末維新期の科学技術や歴史遺
産の研究、次代への継承に活用してほしい」と、平成26 年から令和３年に
かけて累計6,455 点を寄贈されました。そのうち約620 点を「小川コレク
ション」として、萩・明倫学舎２号館「幕末ミュージアム」に展示しています。
　2015 年に世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」を構成する 23 資産
のうち、萩の５資産が登録されましたが、小川コレクションはこの事実を実
証する貴重な資料とされています。
　萩市幕末史料専門員として、また、日本有数の収集家として、小川氏は、 
こうした貴重な資料を通し、幕末期の科学技術等の素晴らしさを次代に継
承するため、ご尽力されておりました。
　これらの功績を称え、市では萩市合併 10 周年記念特別功労および萩市
教育文化奨励賞特別賞を授与しております。
　改めて、小川さんの多大なるご貢献に対し、敬愛と感謝の意を捧げると
ともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。
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※令和４年 10 月 21 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

【対　  象　 者】
【接  種  回  数】

オミクロン株対応ワクチン接種に関するお知らせ

　接種券は対象の方へ 11 月７日の週以降、順次発送します。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。
○接種方法は医療機関での個別接種で、使用ワクチンはファイザー社製の乳幼児用
○接種回数は３回（２回目接種は１回目接種から３週間後、３回目接種は２回目接種から８週間後

生後６カ月以上５歳未満の方も１～３回目接種の対象となりました

【使用ワクチン】

【 接 種 時 期 】
※ 12 ～ 17 歳の方は、ファイザー社製ワクチンのみ接種可能

【接種券の発送】 前回接種完了日 送付時期
～７月 30 日 ご自宅へ送付済
７月 31 日～８月６日 11 月７日の週に送付
８月７日～ 20 日 11 月 14 日の週に送付
８月 21 日～ 接種時期が到達するまでに送付

接種を２回以上終えた 12 歳以上の方

ファイザー社製ワクチンまたはモデルナ社製ワクチン

前回の接種から３カ月後（接種間隔がこれまでの５カ月から短縮されました）
○重症化リスクの高い高齢者などの方はもとより、若い方にもオミクロン株対応
　ワクチンの早期接種が推奨されています。
○ワクチンは希望する全ての方が接種するのに十分な量が国から供給されます。
　一時的に予約が取れなくても、安心してお待ちください。

【 接 種 方 法 】

個別接種（かかりつけ医等の医療機関で予約し、接種）
※原則、ファイザー社製ワクチンを使用

集団接種（コールセンター・専用サイト・はぎなびで予約し、接種）
※ 11 月１日㊋ 9:00 から予約受付開始

これまでの接種回数にかかわらず 1 人１回

◀詳細は
　こちら

萩市のワクチン接種に
関するお問い合わせ

萩市ワクチン接種対策室　☎ 21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）
萩市コールセンター　　　☎ 21-5672（毎日 9:00 ～ 17:00）

接種日程 接種時間 ワクチン 接種場所
11月20日㊐、12月18日㊐ 9:00～12:00、14:00～17:00

モデルナ
総合福祉センター11月27日㊐ 9:00～13:00

12月25日㊐ 9:00～12:00、14:00～17:00 ファイザー
12月３日㊏ 10:00～13:00 ファイザー 相島小中学校
11月19日㊏ 9:00～12:00、13:30～16:30 モデルナ 須佐文化センター
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　昨年度の全国児童虐待件数は 207,659 件にの
ぼり、年々増加傾向にあります。内容別で最も多
かったのは、暴言をはいたり、子どもの目の前で
家族に暴力を振るう「心理的虐待」124,722 件（全
体の 60.1％）、次いで「身体的虐待」49,238 件

（23.7％）、「ネグレクト」31,452 件（15.1％）、「性
的虐待」2,247 件（1.1％）となっています。
　市での令和 3 年度虐待対応件数は 7 件ですが、
潜在している可能性もあります。子育てに悩んだ
ときは、ひとりで抱え込まず、相談してください。

　夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、
セクハラ、ストーカー行為等女性に対する暴力は、
女性の人権を著しく侵害するものです。
　また、新型コロナウイルス感染症に伴い、配偶
者等からの暴力の増加や深刻化が懸念されていま
す。不安を感じたら、ひとりで悩まず相談してく
ださい。

　児童面前の DV は、児童への心理的虐待です。
　この事案で、警察から児童相談所への通告が増
加しています。また、DV が起きている家庭では、
子どもに対する暴力が同時に行われ、加害者への
恐怖心から子どもを守ることができないことがあ
ります。

　パープルリボンは、女性に対するあらゆる暴力
の根絶を広く呼びかけ、被害者に対し、「ひとり
で悩まず、まずは相談してください。」というメッ
セージが込められています。

11月は児童虐待防止推進月間です

女性に対する暴力をなくす運動

　オレンジ色は、「子どもたちの明るい未来」、オ
レンジリボンのシンボルマークは、「子どもへの
虐待をなくしたい」というメッセージが込められ
ています。

◆萩市家庭児童相談室
　（子育て支援課内）　☎ 25-3536

◆萩市女性相談窓口専用ダイヤル　☎ 25-3366　
　時間：平日 8:30 ～ 17:15

【11月12日㊏～25日㊎】

運動期間の取り組み

「虐待かな」と思ったら…

◆児童相談所
　虐待対応ダイヤル

※通報者の秘密は守られます。

「１
いちはやく

８９」
※ 24 時間対応、通話料無料

「児童虐待防止推進月間」のオレンジ色

「女性に対する暴力をなくす運動」のパープル色

〈いずれも女性相談員が対応、秘密厳守（相談無料）〉

◆DV ホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238-122

※面接相談の予約は、メール（市 HP）でも可
※予約があれば休日や時間外でも相談可

相談窓口

◆萩児童相談所　☎ 22-1150

相談窓口

◉出前講座
　DV、デート DV、ハラスメント、LGBT 等に
ついて、講師の派遣を行っています。

市民活動推進課　☎ 25-3227

◆子育て世代包括支援センター HAGU（はぐ )　
　☎ 25-2022

妊娠から出産・子育ての悩み相談や質問は

○オレンジ＆パープルライトアップ
11 月１日㊋～30 日㊌　22:00 まで
総合福祉センター正面

○オレンジ＆パープルリボンツリーの設置
11 月１日㊋～30 日㊌
児童館

詳しくは
こちらへ→

子ども虐待防止
オレンジリボン運動
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施設名 開所時間 保育サービス
延長 一時 乳児 障がい 休日 24時間

公
立

椿　東 7:00～19:00 ○ ○

○

○

越ヶ浜、越ヶ浜大井分園、椿、三見
7:30～18:30山田、川上、田万川、田万川小川分園

むつみ、須佐、あさひ、福川、紫福 ○

見　島 8:30～16:30

私
立

日の丸 7:00～20:00 ○ ○

○

○
住の江 7:00～19:00 ○ ○
大　島 7:30～18:30
春　日 7:00～19:00 ○

認定こども園 萩幼稚園
7:30～18:30萩光塩学院幼稚園

事業所内保育所 くすのき保育園

■入園対象となる児童
　０歳（おおむね生後６カ月）から小学校就学前までの
児童で、保護者が次のいずれかの事由に該当する場合。
①就労（月 48 時間以上）、②妊娠・出産（出産の前
後各２カ月間）、③保護者の疾病・障がい、④介護・
看護、⑤災害復旧、⑥求職活動（年度３カ月間）、⑦就学、
⑧虐待や DV、⑨育児休業取得時（既に保育園を利用
している子どもがいて継続利用が必要であること）
■保育時間　月～土曜日

（日曜日、祝日、12 月 29 日～１月３日は休み）
■給食　昼食、おやつ（乳児には離乳食とミルク）
■保育料
①３～５歳児クラス⇒ 無償
②０～２歳児クラス⇒８月分までの保育料は令和４年
度の世帯の市民税額、９月分以降の保育料は令和５年
度の世帯の市民税額により決定。ただし、市民税非課
税世帯は無償。
■副食費
①３～５歳児クラス⇒保護者負担。
※年収 360 万円未満相当世帯の場合は無償
②０～２歳児クラス⇒市民税非課税世帯の場合は無償。

■申請方法
　 子育て支援課、各総合事務所市民窓口部門、各支所・
出張所に備え付けの申請書に必要書類を添えて提出。
※申請書等は HP からもダウンロード可。ただし、提
　出は窓口に直接提出とする。
■その他
○出生前でも申込可。令和５年度中の入所を希望され
る方は必ず申し込みをしてください。
○申請内容と就労証明書（自営業含む）の内容が、事
実と異なっている場合、入園決定を取り消します。ま
た職場に就労状況を確認することがあります。
○保育料を滞納している場合や、同居の親族が保育で
きる場合等は、利用優先度を調整する場合があります。
○勤務時間等によって保育必要量（利用時間）が異な
ります。
○令和５年４月１日時点で、64 歳以下の同居の祖父
母がいる場合、祖父母の「保育を必要とする事由」も
必要となります。

子育て支援課　☎25-3536
　各総合事務所市民窓口部門

＜市内保育園一覧＞

令和５年度 保育園新入園児募集 申請書配布・受付期間
11月14日㊊～12月16日㊎

↑詳しくは
こちらへ

※休日保育、24 時間保育の
利用は、市内の保育園等に
通園中の児童が対象です。
※くすのき保育園（都志見
病院）は、０～２歳児クラ
スのみです。
※見島保育園は原則２歳児
クラスからの入所です。
※認定こども園の「教育認
定（１号）」を希望する方は、
各園にお問い合わせくださ
い。

　男女別セミナー後、室内で交流をおこなったあと、
自然を満喫しながら、アクティブに恋活しませんか。

11 月 20 日㊐ 10:30 ～ 16:30（10:00 受付）
油谷青少年自然の家　 ※駐車場有り

■参加条件　22 歳～ 35 歳（現在独身で交際相手の
いない方に限ります）
※萩市・長門市・美祢市に在住の方、または結婚を機に、
萩市・長門市・美祢市へのお引っ越しを考えられる方。

セミナー「運気をプラスに変える行動」＋イベント「油谷湾をバックにアウトドアクッキング恋活」
ＧＯ－ＥＮ婚活イベント・婚活セミナー参加者

セミナーは無料
　イベントは男性 1,500 円、女性 1,000 円

20 ～ 30 人程度
11月13日㊐ （締め切りまでに定員に達したらキャ

ンセル待ちの受付となります）　
※詳細やお申し込みは HP へ
　https://nstage.net/

㈱ネクスト・ステージ　
　☎ 083-250-6519

募 集！
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ーナーコ活生費消 消費生活センター　☎ 25-0999

■国税庁や宅配業者を装った偽 SNS に注意 !!
【事例１】国税庁から「未払い税金のお知らせ」が SMS やメールで届いた！
【事例２】宅配業者から「不在通知」が SMS で届いた！
［回答］いずれも国税庁や宅配業者を装った詐欺です。SNS やメール本文には
URL が記載されています。URL にアクセスすると偽サイトにアクセスして不
正なアプリがインストールされ、自身のスマートフォンの電話番号が偽業者に
利用されたり、スマートフォン内の情報が流出する恐れがあります。
　URL に決してアクセスしないようにしましょう。アクセスした場合でも、
提供元不明のアプリをインストールしたり、ID・パスワード等を入力しない
ようにしないようにしましょう。不安に思ったらご相談ください。

「萩ふるさと合同企業説明会」に
参加する企業を募集！

　今年も市内事業所の人材確保と、雇用機会の拡大を
図るため、令和６年３月新規学卒者（大学・高校）等
を対象とした合同企業説明会を開催します。人材の確
保や自社 PR を積極的に行う事業者を募集します。
　また、企業ガイドブックに情報を掲載する事業者も
12 月まで引き続き募集しています。

令和５年３月 17 日㊎　10:30 ～ 12:45
市内に事業所のある企業や事業者　
無料
12 月９日㊎までに、市 HP または商工振興課備え

付けの申込書を提出。
■その他　説明会に参加する事業所は企業ガイドブッ
クへの掲載が必須となります。また、ガイドブックの
掲載のみの参加も可能です。

商工振興課　☎ 25-3638

県内初！メタバースを活用した
「ふるさと納税」をスタート！

　市では、県内で初めてメタバースを活用した「ふる
さと納税キャンペーン」を実施します。メタバース上
に「ふるさと納税の返礼品」を展示し、アバターで触
れると萩市にふるさと納税することができる HP に移
る仕組みです。
　「メタバース」とは一言で表すと仮想空間のことで、
全世界の人々との交流がゲームのような感覚で体験で
きる空間となっています。パソコンとインターネット
接続環境があれば参加できます（スマートフォンでは
できません）。

11 月１日㊋〜令和５年１月 31 日㊋（予定）
■キャンペーン名　「萩市×S

ス ペ ク ト ラ ム
PECTRUM メタバースふ

　るさと納税キャンペーン」
　https://play.decentraland.
　org/?position=-54,112 

DX 推進室　☎ 21-5477

萩・明倫学舎
市民ギャラリーの愛称

「ふれ愛ギャラリー 萩ぶらっと」に決定!!

　市民の皆さんから 89 作品の応募があり、愛称が決
定しました。
■応募者　福永 ひろ子さん（堀内）
　　　　　坂本 恵子さん（山田）
■愛称の説明　福永さんの市民に親しまれ愛されるよ
うにという「萩ふれ愛ギャラリー」と、坂本さんの気
軽に足を運んでもらいたいという「はぎぶらっと」の
組み合わせとなっています。

文化・生涯学習課　☎ 25-3511

３
号
館

コワーキングスペースの
愛称「Mei Link」（メイリンク）に決定!!

　県内外から 154 作品の応募があり、愛称が決定し
ました。
■応募者　利

としみつ
光 美和さん（大阪府）

　　　　　内
うちかわ

河 裕
ゆきのぶ

信さん（神奈川県）
■愛称の説明　明倫の響きをいかす形
をとり、結びつきや繋がりを意味する
英語の「リンク」を組み合わせ、利用者が互いにアイデ
アや情報を交換する場所という特徴を表現しました。

萩・明倫学舎推進課　☎ 25-3569

ロゴマーク

４
号
館
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社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の発行

　令和４年１月１日～９月 30 日ま
でに国民年金保険料を納付された方
には、11 月上旬に日本年金機構から

「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が送付されます。年末調整
や確定申告時にご使用ください。

萩年金事務所　☎ 24-2158

市有地等の
一般競争入札による売却
■入札関係書類、物件説明書の配布、
物件の事前確認、入札参加申請書の
提出期間　11 月１日㊋～ 11 日㊎
■入札参加者の決定　11 月 21 日㊊
■入札期間（郵便入札による）
　11 月 24 日㊍～ 12 月７日㊌
※詳しくは 11 月１日から財産管理
　課でも配布する入札説明書、申請
　書（市 HP からダウンロード可）
　をご覧ください。
■物件　物件番号：１
物件名　旧白水保育園跡地（雑種地）
所在地　山田字西奥玉江 4543 番 1

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。

地　籍　1046㎡
財産管理課（物件関係）　☎ 25-3143

　契約監理課（入札関係）　☎25-3474

R
ら ん
UN 伴

とも
2022 in 萩

　今まで認知症の人と接点がなかっ
た地域住民と、認知症の人や家族、医
療福祉関係者や地域の人が一緒にタ
スキをつなぎ、認知症の理解を呼び
かける全国縦断のリレーを行います。

11 月 13 日㊐　10:00 ～ 12:00
総合福祉センター周辺
地域包括支援センター

　☎ 25-3521

里親制度説明会
11 月 19 日㊏　10:00 ～ 11:00
総合福祉センター 交流室 1・２
里親養育に関心のある人
里親制度の説明、里親からの体験

談の発表等（要予約）
里親養育サポートセンターれ

りーふ　☎ 0835-28-8776
県萩児童相談所　☎ 22-1150

令和５年度県民手帳 販売中
■色　夏みかんオレンジ
※裏返して別デザインに着せ替え可

600 円（税込）
■販売所　企画政策課、各総合事務
所地域振興部門、支所・出張所

企画政策課　☎ 25-3431

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
　職場等での各種ハラスメントなど、
女性をめぐるさまざまな人権問題へ
の相談に応じる専用相談電話を設置
しています。強化週間中は、受付時
間を拡大して相談をお受けします。

11 月 18 日㊎～ 24 日㊍
　平日　8:30 ～ 19:00
　土・日・祝　10:00 ～ 17:00
■専用電話窓口　☎ 0570-070-810

山口地方法務局　☎ 083-922-2295

「歯・口腔の健康づくり推進週間」
～無料歯科健康診断～

　県歯科医師会に所属している歯科
医院で、無料の歯科健康診断を行い
ます。

【無料歯科健康診断・歯科相談日】
11 月 8 日㊋～ 14 日㊊
県歯科医師会所属の歯科医院（要申込）

（公社）山口県歯科医師会　　　
　☎ 083-928-8020

お知らせ

　
　

▲ HP

12 月４日㊐　10:00 ～ 15:00
古布で輪飾り作り
15 人　 200 円（材料費別）
11 月 1 日㊋～ 14 日㊊　16:00

までに電話
※応募者多数の場合は、11月15日㊋
　10:00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

11月13日㊐～27日㊐ 16:30まで
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　11月13日㊐～20日㊐
12:00まで
■抽選日　11 月 20 日㊐ 13:00 ～

☎ 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　冷蔵庫、CD コンポ、
家具調こたつ、五月人形、石油ファン
ヒーター、女児用自転車、左官道具一
式
■おゆずりください　50cc バイク、自
転車、デジカメのバッテリー充電器
※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。
◎リサイクル講座
○お正月小物作り講座

◎お楽しみ企画
ワークショップ開催

（毎月雑貨の販売・抽選応募開始日）
11 月 13 日㊐　10:00 ～ 14:00

　　　　　　　　　　　（最終受付）
エコバッグ作り ※数に限りあり
100円（材料費別）※事前予約不要

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。

▲インスタグラム
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ブックレットシリーズ
「萩ものがたり」秋の新刊
○ 75号「大村益次郎　近代的学知
の受容と実践（下）維新編」
　竹本 知行（安田女子大学准教授）
下巻維新編では、大村の後半生に迫る。

660 円（税込）A5 版 60 Ｐ
○ 76号「渋沢栄一と萩−つながる
松陰、木戸、伊藤、井上そして論語」
　関 厚夫（産経新聞東京本社 編集
局編集委員）
　渋沢栄一と吉田松陰や木戸孝允、
伊藤博文、井上馨ら時代を担った人
物とのつながりが説き明かされる。

550 円（税込）A5 版 58 Ｐ
（一社）萩ものがたり　☎ 25-3233

寄付
○マックスバリュ西日本㈱より、企業
版ふるさと納税として
現金43万9,550円
○㈱ショウインより、
吉田松陰銅像１体

「熱中小学校 萩明倫館」第５期生
11月から３月までの毎月第３また

は第４土曜日（全５回）13:00 ～ 15:30
萩・明倫学舎３号館　交流室（大）
各界の第一線で活躍する講師陣によ

る個性的な授業（現地聴講とオンライ
ンを組み合わせたハイブリッド方式）

50 人程度（先着順）
※定員に達し次第、募集終了

5,000 円（全５回分）
※大学生以下無料。夫婦での参加は
　お一人分について半額。

11 月 20 日㊐までに、氏名・住所・
PC メールアドレスを記載のうえ、
市 HP の申込フォーム、QR コード
またはメール

産業戦略室　
　☎ 25-3351
　メール sangyou@city.hagi.lg.jp

親子のふれあい交流会・
クリスマス会

12 月 18 日㊐ 10:00 ～ 12:00
総合福祉センター 団体会議室　
折り紙でクリスマス飾り作り

市内在住のひとり親家庭、または
これに準ずる家庭の親子

１世帯 500 円
12 月９日㊎までに、母子寡婦福

祉連合会（社会福祉協議会内）
☎ 22-2289、または各事務所へ

地域おこし協力隊活動報告会
　隊員たちによる、トークセッショ
ンのほか色々な企画を行います。

12 月３日㊏　
　 9:30 ～ 16:30

有備館（江向）
おいでませ、豊かな暮らし応援課

　☎ 25-3360

募　集

市営住宅入居者
■募集団地

 
※間取り等詳細は、窓口に設置
■入居可能時期　翌年１月中旬以降
■応募資格　次の要件をすべて満た
している方
①住宅困窮者、②同居親族がある（住
宅によっては、高齢者など一定の要
件を備えている場合、単身入居も可）
③収入基準に該当している、④市税

を完納している、⑤申込者、同居しよ
うとする親族が暴力団員でない
■受付期間・時間　11 月１日㊋～
９日㊌　8:30 ～ 17:15（土・日曜日、
祝日は除く）
・募集期間中に応募のなかった住宅
については、12 月末まで日毎の先
着順で受け付けます。また、地域の
実状に応じて、単身での入居が可能
になることがあります。
・多数回落選者の方はご相談ください。
・公営・シルバー＝政令月収15万8千
円以下、特公賃＝政令月収15万８千
円以上、一般＝所得制限なし

建築課および各総合事務所産業振
興部門備え付けの入居申請書を提出

建築課、☎ 25-2314、
　各総合事務所産業振興
　部門

募集

お知らせ

プレミアム付商品券２次販売
11月から応募開始

　10 月１日より販売している「が
んばろう萩！プレミアム付商品券」
の２次販売を行います。
※応募多数の場合、購入枚数を調整
　する場合があります
■応募期限　11 月 1 日㊋～ 21 日㊊

（当日消印有効） 
市の住民基本台帳に登録がある世帯

※世帯主名が重複した場合は無効
■応募限度数　1 世帯６セットまで
■販売価格　1 セット 5,000 円
■引換券発送日　11 月下旬 （購入
可能数を通知します）
■購入方法　購入引換券と交換
■引換販売期間　12 月 1 日 ㊍ ～
28 日㊌　平日の 9:00 ～ 17:00
■引換販売場所　商工振興課、各総合
事務所、支所・出張所、萩商工会議所

官製の往復はがき、もしくは引換
場所に備え付けの専用はがきの往信
欄の表に、住所、世帯主名、電話番号、
希望購入数・場所を記入のうえ、往信
欄が表になるように折って郵送
〒 758-0047 萩市東田町 19 番地４
萩市共通商品券協同組合

萩市共通商品券協同
　組合事務局（萩市商工
　会議所内 ☎ 25-3333

地域 団地名  ※（ ）内は戸数

萩 堀内城南（１）、平安古南（１）
雑式町第2（１）

川上 堂河内（３）
田万川 おそ吹原（５）
むつみ 平草第３（２）、鈴倉（１）
須佐 本町上（３）、山根丁東第2（１）
旭 沖ノ原（２）、佐々並（２）
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納期限までに忘れずに納めましょう
・国民健康保険料（６期）
・介護保険料（６期）
・後期高齢者保険料（５期）
※便利で確実な口座振替をぜひご
　利用ください。
※コンビニやスマートフォン決済で
　も納付できます（納期限まで）。
■納期限　11 月 30 日㊌

収納課　☎ 25-3575

納期のお知らせ

秋季全国火災予防運動（11月9日～15日）
市内では、今年 10 月中旬までに 20 件の火災が発生し、最も多い出火原因は、火入れ（枯草焼き）で６件発生しています。

消防本部予防課　☎ 25-2798

■住宅防火 いのちを守る 10 のポイント
○４つの習慣
１. 寝たばこは絶対にしない、させない
２. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
３. こんろを使うときは火のそばを離れない
４. コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
○６つの対策
１. 火災発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装
　  置の付いた機器を使用する。
２. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的
　  に点検し、10 年を目安に交換する。
３. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、　
　  衣類およびカーテンは、防炎品を　使用する。
４. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、
　 使い方を確認しておく。

５. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方　
　法を常に確保し、備えておく。
６. 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
　ぐるみの防火対策を行う。

○住宅用火災警報器の取り付け支援
　住宅用火災警報器を購入したが、取付
け・取換えが困難な方に対して、消防職
員がご自宅に伺い、無償で取付け・取換
えを支援します。

○消防団員による高齢者宅への調査訪問
　市内の高齢者宅へ、各地域の消防団員が住宅用火災警
報器の設置調査に伺います。ご協力をお願いします。
※消防団員が物品を販売したり、料金を請求することは
　ありません。

県営住宅入居者
■募集団地　中津江、第二無田ヶ原、
東萩、金谷
※今回募集で申込者が募集戸数を下
　回った団地については、再募集を
　行う予定です。
■入居可能時期　令和 5 年 1 月下旬頃
■応募資格　次の要件をすべて満た
している方　①住宅困窮者、②同居
親族がある（住宅によっては、高齢
者など一定の要件を備えている場
合、単身入居も可）、③収入基準に
該当している、④申込者、同居しよ
うとする親族が暴力団員でない
■受付期間　11 月 20 日㊐～ 30
日㊌ （消印有効）

県施設管理財団山口支所、萩立寄
所（萩総合庁舎 2 階）、市建築課備
え付けの申込書を、県施設管理財団
山口支所へ　
☎ 083-934-2004

第 4 回 佐々並小学校と住まい
の見学会

11 月 20 日㊐　13:30 ～ 16:00
佐々並小学校
「魅力ある学校や住まいを紹介」

小学校の公開授業、住まいの見学・
相談会、交流会

小学生以下の子どもが
いる子育て世帯

５世帯程度 ( 先着順・要申込 )
11 月 15 日㊋までに、佐々並小

学校へ　☎ 56-0009

赤
あかませきがいどうなかみちすじ

間関街道中道筋リレーウォーク
　幕末に松陰先生、高杉晋作ら多く
の志士たちが歩き、駆け抜けた歴史
街道をガイドと一緒に歩きます。

12 月４日㊐　8:00 ～ 15:00
一ツ橋（美祢市）～明木市（乳母の茶屋）
500 円　 昼食、飲み物等
11 月 24 日㊍までに、赤間関街

道中道筋連絡協議会へ電話、FAX
☎ 55-0817（FAX 兼用）

林業サポーター養成研修
11 月 29 日 ㊋、12 月 2 日 ㊎、6

日㊋～ 8 日㊍　9:00 ～ 17:15
阿武萩森林組合（福栄本所）
造林・保育作業に関する講義、刈

払機・チェーンソーの資格講習
林業の造林・保育作業に従事する

意思のある方で、５日間すべて受講
できる方

10人程度（応募多数の場合、抽選）
6,000 円程度 
11 月 10 日㊍までに、

県萩農林水産事務所へ　
☎ 22-3366

萩往還語り部 新人研修
12 月 9 日㊎　13:30 ～ 16:30
山口観光コンベンション協会（山口市）
座学と実地研修として、萩往還

53km を４回に分けて歩きます。
※研修後に新規会員になることも可

若干名
11 月 30 日㊌までに、やまぐち

萩往還語り部の会へ電話、FAX
☎ 083-920-3323（FAX 兼用）
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交通事故被害者の方への支援
○萩市交通遺児等支援金

10 月１日現在、市内に住所があ
り、今年度末で 19 歳未満の交通遺
児等を監護する保護者
■支給額　年額 5,000 円（対象児
童１人につき）

11 月 30 日㊌までに、市役所市
民総合窓口、各総合事務所市民窓口
部門備え付けの申請書を子育て支援
課へ（重度後遺障がいとなられた方
は要証明書）　☎ 25-3259
○自動車事故対策機構が行う交通遺
児等育成資金の貸付・重度後遺障害
者介護料の支給
■交通遺児等育成資金の貸付

■重度後遺障害者介護料の支給

独立行政法人自動車事故対策機構
山口支所　☎ 083-924-5419

萩海運の委託職員
①乗船券の販売、貨物の受付等
②荷物の仕分、船舶の綱取放し等
■募集人員　①２人、②３人

萩海運本社（東浜崎町）、萩海運
大島待合所
■待遇　委託料等は会社規定による
■選考方法　面接（随時）

市販の履歴書（写真貼付）を郵送
または持参（随時受付）
〒 758-0024 萩市東浜崎町 139-1
萩海運　☎ 25-2040

秋芳洞 de アドベンチャー恋活
11 月 13 日㊐　10:30 ～ 15:30
秋吉公民館 （美祢市）

■参加条件　35 歳以上
（現在独身で交際相手のいない方）

40 人　※空きがあれば募集を延長
男性 3,000 円、女性 2,000 円
11月10日㊍までに、QRコードから
㈱ネクスト・ステージ　

　☎ 083-250-6519

暮らしに役立つ図書館講座
12 月 14 日㊌　10:30 ～ 11:30

萩図書館２階
『声を出して脳をイキイキ - 歌舞

伎十八番団十郎の「ういろう売り」
をテキストにして -』

藤原 由
ゆ か

佳（笑いヨガ認定講師・
終活カウンセラー）

20 人（要申込・先着順）
11 月 14 日㊊から萩図書館で受

付開始　☎ 25-6335

バリアフリー映画上映会
　どなたでも楽しめる、字幕つきの
映画です。

12月4日㊐　14:00～（約65分）
萩図書館２階
20 人（要申込・先着順）

■上映作品　「すみっコぐらし～と
びだす絵本とひみつのコ～」

11 月 4 日㊎から萩図書館で受付
開始　☎ 25-6335

古本市
　古本、雑誌、雑誌付録などを販売
します。雑誌付録を購入される方は、
事前に整理券（1 枚 100 円）の購
入が必要です。

11 月 13 日㊐　10:00 ～ 14:00
萩図書館（公園側入口付近）

■雑誌付録販売時間
　10:30 ～（整理券販売 10:00 ～）
　13:30 ～（整理券販売 13:00 ～）

令和 3 年度　
河川水質調査結果

　公害防止と生活環境保全を目的
に、阿武川・佐々連川・田万川にお
いて水質調査を行いました。
◎阿武川（5 地点　明木川合流点下
流・立野川合流点下流・目代水源地
上流・萩橋・玉江橋）
▽水質調査　年 2 回（5 月・10 月）
▽底質調査　年 1 回（10 月）
◎佐々連川（蕪根川合流点）
　水質調査　年 1 回（10 月）
◎田万川（8 地点）
　水質調査　年 1 回（8 月）

■水質調査
○生活環境の保全に関する項目
　【水素イオン濃度・生物化学的酸素
要求量・浮遊物質量・溶存酸素量・大
腸菌群数】
　明木川合流点下流・立野川合流点
下流・萩橋の大腸菌群数が基準超過
していました。それ以外の項目はす
べての地点で環境基準に適合してい
ました。
　また、過去 5 年間において阿武川、
佐々連川では、河川水質の代表的な
汚染脂質である生物化学的酸素要求
量は、基準値に適合していました。

○人の健康の保護に関する項目
　【カドミウム・砒素・ふっ素ほか
24 項目】（阿武川・佐々連川で実施）
　玉江橋のほう素が基準超過。
■阿武川底質調査
○土壌汚染の保全項目
　すべての項目で環境基準に適合。
※調査結果については、環境衛生課、
　田万川総合事務所、市 HP でご覧
　いただけます。

環境衛生課　☎ 25-3341
　田万川市民窓口部門
　☎ 08387-2-0300

講演・講座

募　集

内容
自動車事故により死亡や重度後
遺障がいを持つ親の児童（中学
生まで）に対し、無利子貸付

貸付
額

初回一時金 15 万 5,000 円、毎
月 1 万円または 2 万円（選択
制）、入学支度金 4 万 4,000 円

（対象児童 1 人につき）
貸付
期間 貸付決定月から中学校卒業月まで

対象者
自動車事故により、頭部、脊髄
などを損傷し、重度の後遺障が
いが残り、介護が必要な方

介護料 月額 3 万 6,500 円～ 21 万
1,530 円　※介護度による
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萩図書館　☎ 25-6335

萩ものしり博士の会 手作り講座
11 月 27 日㊐　13:00 ～ 16:00
萩博物館講座室
「元治の内乱の直接的原因を探

る」、「花
は な な り

南理の庭の美山水画Ⅰ」、「萩
藩三の丸の人々のルーツ」

萩ものしり博士の会会員
20 人（先着順）
300 円（資料と茶菓子代）
11 月 15 日㊋までに、萩ものし

り博士の会事務局（まちじゅう博物
館推進課内）へ　☎ 25-3290

「星の会」特別編
　皆既月食によって月が「赤

しゃくどういろ
銅色」

と呼ばれる赤黒い色に変化していく
様子を観望します。

11 月 8 日 ㊋　18:00 ～ 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

男女共同参画セミナー
11 月 23 日㊌㊗　13:30 ～ 15:00
総合福祉センター 多目的ホール
「男女共同参画の進展と裁判所の

在り方」
植野 賢

け ん た ろ う
太郎（裁判官、山口地方

裁判所萩支部・山口家庭裁判所萩支
部支部長）

50 人程度（先着順）
11 月 21 日㊊までに、

市民活動推進課へ　☎ 25-3227

たこづくり教室
　令和５年１月７日開催の「萩市子ど
も会たこあげ大会」にむけて、オリジ
ナルのたこを作ってみませんか。

11 月 26 日㊏　13:30 ～ 16:30
萩セミナーハウス
市内在住の幼児（保護者同伴）、 

小・中学生　 50 人

11 月 18 日㊎までに、文化・生
涯学習課へ　☎ 25-3590

至誠館大学 地域公開講座2022
（後期）

いずれも 10:30 ～ 12:00
萩・明倫学舎本館 展示映像室

至誠館大学　
　　☎ 24-4000

至誠館大学公開講座
①体幹トレーニングを始めよう

11 月 15 日㊋　13:30 ～
大島公民館　☎ 28-0595

②転倒予防のトレーニング
11 月 22 日㊋　10:00 ～

大井公民館　☎ 28-0213
【共通】

井川 貴
たかひろ

裕（講師）
至誠館大学　☎ 24-4000

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

11 月 11 日㊎　10:00 ～ 12:00
相談室（市民活動推進課内） 

■長谷 義
よしあき

明（弁護士）
市民（先着４人、１人 30 分）

※事前予約制（随時受付可）
消費生活センター　☎ 25-0999

人権・行政・公証相談
11 月 8 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
11 月 24 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）

※事前予約制（11/1 から受付開始）
市民活動推進課　☎ 25-3373

相　談

第５回 第６回
日時 11月21日㊊ 12月7日㊌

演題 「ＡＩ」って
何でしょう

コロナ禍でも
「ながら運動」で
活動量アップ 

講師 金子 壽
としかず

一
（准教授）

井川 貴
たかひろ

裕
（講師）

明倫小学校（受付・スタート・ゴール）、萩城城下町周辺
■種目　男子の部（中学・高校）、女子の部、一般の部（A・B 部門）
　※一般の部は、A部門 50チーム、B部門 25チームの計75チーム（先着順）

1 チーム 6,000 円（高校生以下は無料）
11月4日㊎～12月14日㊌までに、市民体育館備え付けの申込用紙（市 HP 

からダウンロード可）に参加料を添えてスポーツ振興課へ　☎25-7311

旧児玉家長屋門
中央公園

堀
外

堀内

春若町

萩博物館

萩城城下町

明倫小
グラウンド

明倫小入口

萩・明倫学舎

萩市役所
総合庁舎

＝１、４、５区コース
　１区：３.１㎞、４・５区：３㎞
　※1区のみ明倫小入口前からスタート

＝２、３区コース（２.２㎞）
　

１区スタート地点

・２～５区スタート地点
・ゴール地点（共通）

令和５年１月 15 日㊐ 10:00 スタート ※今大会よりコースが変わります
第 72 回萩市駅伝競走大会　
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萩健康福祉センター行事
○２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
○９日㊌13:30～骨髄ドナー登録会
○ 22 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
○ 24 日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談会
○ 30 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

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

萩商工会議所のナンデモ相談会
　融資、不動産・登記、経営計画・改善
等、創業や経営に関する相談会です。

11 月 17 日㊍　10:00 ～ 16:00
萩商工会議所
創業希望者・市内事業者
専門家による個別面談方式（要予約）
11 月 14 日㊊までに、萩商工会

議所へ　☎ 25-3333

ジュニア バドミントン教室
12月17日㊏・24日㊏  9:30～11:30
市民体育館
市内の小中学生　 30人（先着順）
11 月 30 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

萩ジオ友の会展覧会
 ジオパーク巡りを通して生まれた
アート作品を展示します。

11 月 10 日㊍～ 16 日㊌
　9:00 ～ 16:00

萩・明倫学舎３号館 市民ギャラリー
萩ジオ友の会（中西）

　☎ 080-8747-9383

中央公民館 合同作品発表会・萩中
央高齢者教室作品展（同時開催）

11 月 18 日㊎～ 20 日㊐
　9:00 ～ 17:00（最終日 16:00）

市民館 小ホール・ロビー
中央公民館で活動する社会教育関

係団体・高齢者教室の作品発表会
（書画、写真、ちぎり絵、編物、園芸等）

中央公民館　☎ 25-3590

萩美術協会展 
　協会員の作品 55 点を展示します。

11 月 19 日㊏～ 23 日㊌㊗
　10:00 ～ 18:00

萩・明倫学舎３号館 市民ギャラリー
萩美術協会会長（藤﨑）

　☎ 26-0605

至誠館大学 大学祭「至誠祭」
　３年ぶりとなる大学祭を開催しま
す。豪華賞品が当たるビンゴ大会、
e スポーツ大会など、お子様も楽し
めます。

11 月 20 日㊐　10:00 ～
至誠館大学　☎ 24-4000

リル・レイ・ダンススタジオライブ
11 月 23 日㊌㊗　18:00 ～ 20:00
市民館 大ホール
「MOONGLOW ～てらされてか

がやく」shine in the light of… 
一般 2,500 円、高校生以下 1,500

円　※当日 500 円増
Studio Ray/ リル・レイダンスス

タジオ　☎ 083-923-1816

花の輪・人の輪 みんなの花展
「花ひととき」

11月26日㊏、27日㊐ 10:00～16:00
有備館（江向）
小原流山口支部（斉藤） 　　　

　☎ 0835-32-3388

押し花作品展示会
12月2日㊎～4日㊐ 12:00～16:00
萩・明倫学舎３号館 市民ギャラリー
ふしぎな花倶楽部（刀祢）

　☎ 22-1290

冬のあったかコンサート
12 月 18 日㊐　14:00 ～ 15:30
萩図書館
サックスとピアノ（キーボード）、

映像のコンサート。職員による朗読
との即興コラボ
■演奏者　福光 恒

こうせい
星（サックス）、

伊藤 憲
のりたか

孝（ピアノ）
30 人（要申込・先着順）
11 月 18 日㊎から萩図書館で受

付開始　☎ 25-6355

萩八景遊覧船 特別企画
「遊覧船で 1

い い
1/2

ふうふ
2」

11月22日㊋　10:00～、15:00～
■所要時間　約 60 分（通常より
20 分程度延長）

指月橋そば（堀内）
各 24 人（12 組）※要予約
１組 3,000 円（記念品付き）
11 月 15 日㊋までに、萩八景遊

覧船へ　☎ 21-7708

スポーツ

イベント

相　談
○ラブ ライフ　　　　  ～ 11/4　
○アプローズ・アプローズ
　　　　　　　　　　　～ 11/4　
○呪い返し師 塩子誕生  ～ 11/17
○長崎の郵便配達　　　 ～ 11/18
○百花　　 　　　　　  ～ 11/18
○沈黙のパレード　　   11/19 ～

ツインシネマ

最新情報は
こちらから⇒

萩ツインシネマ　☎ 21-5510
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画や貸しスペースとしての運営を行ってきました。
　また、空き家活用のワークショップを開催し、空き
家問題に対応できる人材育成や、自身の空き家購入か
ら改修までのノウハウをまとめた冊子を作るなど、空
き家の利活用促進に努めました。
■隊員を卒業した後の計画
　地域内外を結ぶ拠点には何が必要かを模索してきた
結果、人との繋がりや地域で暮らすための土台作りが
出来たと思っております。焦らず着実に現在取りか
かっている事業も形にしていければと考えています。
今後も三見に残り活動していきますので、
どうか温かい目で見守っていただければと
思います。

11月 保健ガイド セ…センター　※…要予約 健康増進課　☎ 26-0500

◉萩地域
２日㊌ 城東タマちゃん体操会/13:00～/城東会館
９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
10日㊍ 大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館
11日㊎ 健康・栄養相談/10:30～/総合福祉セ
　　　  三見ソナタ/13:30～/三見公民館
11日㊎、25日㊎ 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㊏ 朝ごはんメニューコンテスト表彰式/10:00～/総合福祉セ
14日㊊ 倉江健康教室/10:00～/倉江公会堂
15日㊋、29日㊋ こころの相談日（※）/13:30～/萩市保健セ
17日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家
22日㊋ 江向健康教室/13:30～/江向１区公会堂
25日㊎今古萩タマちゃん体操会/13:30～/今古萩老人憩いの家

◉田万川・須佐地域
２日㊌ 弥富元気クラブ /9:30 ～ / 弥富公民館
４日㊎ エアロビクス教室 /10:00 ～ / 小川交流セ

　　　 元気もりもり体操会 /9:30 ～ / 須佐保健セ
７日㊊ 平山台体操/11:00～/平山台駐車場
11日㊎ 健康体操 /10:00 ～ / 田万川体育館
15日㊋ すくすく相談会・学級 /10:00 ～ / 田万川保健セ
16日㊌ 脳トレ楽習会 /10:00 ～ / 田万川保健セ
17日㊍ エアロビクス教室 /10:00 ～ / 田万川体育館
21日㊊ 新・健康ちょ筋教室 /9:30 ～ / 田万川グラウンド
24日㊍ みんなの健康運動教室/13:30～/須佐保健セ

◉旭・川上地域
１日㊋ 定例乳幼児相談（※）/10:00 ～ / 旭マルチメディアセ
18日㊎ 川上健康運動教室/9:30～/川上保健セ
29日㊋ あさひ健康運動教室/10:00～/旭マルチメディアセ

◉むつみ・福栄地域
２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
24日㊍ 乳幼児相談（※）/10:00～/ふくえ～る
　　　  健康づくり教室/13:30～/ふくえ～る

■着任日　令和元年 11 月 1 日
■退任日　令和４年 10 月 31 日
■前住所　山口県下関市
■配属先　三見公民館
■活動内容とその思い

　これまで、空き家を活用した地域の交流拠点づくり
を主軸とし、さまざまな活動をしてきました。実際に
空き家を取得し、リノベーションした物件「古

こ さ ん ど う
三堂」

を三見地区にオープンし、そこを拠点にイベントの企

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

廣瀬　耕
こう

10 月１日、藤田伝三郎誕生の地・香雪園のオープニ
ングセレモニーが行われました。岡山市藤田町から「ふ
じた伝三郎太鼓」が駆けつけ、演奏しました。

香雪園には、藤棚を整備、萩博物館から三石組を移設、
来年３月までに、芝の植栽、植木の移植が行われます。

　10 月13 日・14 日の 2 日間、日本ジオパーク委員会によ
る日本ジオパーク再認定審査の現地調査が行われました。
2 人の調査員に対し、活動に関わる皆さんが笠山などの現
地で認定後 4 年間の取組みの状況を紹介しました。可否は
12 月16日開催予定の日本ジオパーク委員会で決定します。

香雪園のオープニングセレモニー 萩ジオパークの再認定審査
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1火

●蒐集家 浦上敏朗の眼 浮世絵・やきもの名品展（～13日）/9:00～/山口県立萩美術館・浦上記念館
●前橋市友好都市締結20周年パネル展（～20日）/萩・明倫学舎 本館
●企画展「海外の絵入り新聞に見る幕末維新」（～27日）/9:00～/萩・明倫学舎
●萩の世界遺産スタンプラリー&SNS投稿キャンペーン（～30日）/世界遺産構成５資産ほか
●萩八景遊覧船運航（～30日）/9:00～/指月橋そば
●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」（～12/11）/9:00～/萩博物館
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/10:00～/からふる
●図書館でクイズ2022 この１冊！（～9日）/9:00～/明木図書館
●先生のおすすめの本～須佐中学校編～（～9日）/9:30～/須佐図書館
●ものづくりを楽しもう-図書館の本を参考にして-作品展示（～19日）/9:00～/萩図書館
●しかけ絵本の世界（～30日）/9:30～/須佐図書館
●ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと（～12/25）/9:00～/萩図書館
●心配ごと相談/9:30～/弥富公民館

外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

2水

●市役所ロビーコンサート（チェロとピアノ）/12:15～/市役所ロビー
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/9:30～/児童館
●ちっちゃなおはなし会/10:30～/明木図書館

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

3木
●むつみふるさとまつり/9：30～/むつみB&G海洋センター
●福栄ふるさとまつり/9：30～/ハピネスふくえ

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

4金
●森井先生のあみぐるみ展/9:00～/明木図書館
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/11:00～/子ども図書館

外科
内科

兼田（22-1113）
山本（26-0077）

5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
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

6日

●かわかみふるさとまつり/9：30～/川上公民館
●須佐地域元気もりもり祭り/9：30～/須佐総合事務所
●たまがわ夢まつり/10：00～/ゆとりパークたまがわ
●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）

7月 ●ヨルダン映画・写真展×萩まちじゅう博物館 写真展（～18日）/8:30～/市役所ロビー 外科
内科

かわかみ（21-7538）
ふじわら（22-0781）

8火

●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」（22日）/10:00～/萩幼稚園
●行政相談/13:30～/川上公民館、14:00～/小川交流センター
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

9水

●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

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

10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）

11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！（25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～/福栄農業担い手育成センター

外科
内科

田町（24-1234）
中嶋（22-2206）

12土

●～学舎維新祭～姉妹都市・友好都市ご当地フェア/9:00～/萩・明倫学舎本館
●萩ふるさとまつり（～13日）/10：00～/萩市役所周辺
●ザ・卓球（26日）/10:30～/児童館
●みんなの図書館シネマ「シンドラーのリスト」/10:00～/萩図書館

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

13日
●萩時代まつり/8：00～/市内各所
●古本市/10:00～/萩図書館

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）

14月
外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

15火

●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/11:00～/からふる
●人権相談/10:00～/田万川保健センター
●心配ごと相談/13:30～/川上総合事務所

外科
内科

萩むらた（25-9170）
ふじわら（22-0781）

11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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※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。

16水
●元気なときにかかる医者/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
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

17木 ●ピヨピヨ「秋のお散歩」/10:30～/萩わんぱーく 外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

18金
●人権相談/10:00～/弥富公民館
●行政相談/10:00～/弥富公民館

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

19土

●はぎ文化財アート回遊ウィーク（～12/21）/青木周弼旧宅、旧山村家住宅、旧山中家住宅
●ヨルダン映画・写真展×萩まちじゅう博物館 写真展（～25日）/10:00～/萩ツインシネマ
●はぎマルシェ/11：00～/中央公園
●ふろくプレゼントSaturday/９:30～/明木図書館
●アロマキャンドル&プレート作り/13:30～/児童館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

20日

●大井ふるさとまつり/9：00～/大井小中学校
●明木地区文化祭/9：30～/旭マルチメディアセンター
●ヨルダン映画・写真展×萩まちじゅう博物館 特別映画上映会/14:00～/萩ツインシネマ
●古本市/9:30～/旭マルチメディアセンター

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

21月 ●ヨルダン映画・写真展×萩まちじゅう博物館 映画上映会（～25日）/14:00～/萩ツインシネマ 外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

22火
外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

23水

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）

24木 ●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）

25金
外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

26土 ●みんなでミュージック/13:30～/児童館 外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

27日
●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●リサイクル雑誌/９:00～/萩図書館

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）

28月
外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

29火
外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

30水
外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

★保健ガイドは、21 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

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談
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市民課　☎ 25-3400慶 弔 だ よ り

※令和４年９月 16 日～ 10 月 15 日の期間で、広報はぎ慶弔欄記載申込書に記入された内容で、掲載しています。

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　11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

人口／43,877人（前月比-44）　男／20,368人（前月比-16） 　女／23,509人（前月比-28）
世帯数／22,922世帯（前月比-3） 　出生／14人　死亡／70人　（令和４年９月末日）人の動き

　「広報はぎ」偶数月の発行（今年度は
12 月、２月）は、月２回となります。
 ●問い合わせ / 広報課 ☎ 25-3178　

「広報はぎ」は、偶数月の
発行が月２回になりました

お知らせ

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？

11月19日㊏・20日㊐10:00～15:00
防府天満宮、周防国分寺他
防府観光コンベンション協会

　☎ 0835-25-2148

防 府

11 月 27 日㊐まで
　9:30～16:30

重源の郷
　☎ 0835-52-1250

山 口

11月3日㊍㊗ 13:40～（開場13：00～）
無料　※先着100人

秋吉台国際芸術村 ☎0837-63-0020

美 祢

11 月 6 日㊐　10:30 ～ 17:00
常盤通り・平和通り一帯
宇部まつり実行委員会 ☎ 0836-34-2050

宇 部

11 月 26 日㊏ 9:00 ～ ※荒天中止
ドライブインみちしお集合
山陽小野田市観光協会事務局

　☎ 0836-82-1313

11 月 3 日㊍㊗～ 30 日㊌
　日没～ 22:00

旧堀氏庭園 ☎ 0856-72-0010

津和野 幻想的な景色を楽しむ
紅葉ライトアップ 秋吉台映画村

重源の郷　紅葉びより

第 71 回宇部まつり

スマイルコースト・ウィーク
～美しい海岸線と夕日を楽しむ～

すごいぞ！防府
秋の大イベント
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第
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　前橋市は、上
じょうもう

毛かるたで「県都まえばし糸のまち」と詠まれるほど、かつては養蚕・製糸
業の最先端都市でした。明治期には養蚕・製糸業で栄え、好景気を呼んだことで、市内には
ハイカラな西洋料理店が数多く軒を並べました。カツライスやポークカレーは当時の人々に
はお洒落で贅沢な料理。そのなごりか、今でも豚肉料理をメニューにするお店がたくさんあ
るのです。
　加えて、雄大な自然に囲まれた赤

あ か ぎ
城南

なんろく
麓地域では養豚が盛んで、前橋市の豚肉産出額は全

国トップクラス。平成 21 年からは、前橋の豚肉料理 No.1 を決めるコンテスト、「Ｔ－１
グランプリ」も開催され、毎年個性豊かな豚肉料理が大会を盛り上げています。「ＴＯＮＴ

ソースカツ丼

ＯＮのまち前橋」とも呼ばれる前橋市では、ぶたを
モチーフにした愛らしいゆるキャラ「ころとん」も
活躍しています。
　11 月 12 日㊏から萩・明倫学舎にて開催される

「姉妹都市・友好都市ご当地フェア」では、前橋市
の物産品販売も予定しています。「ころとん」のグッ
ズをはじめ、上州銘菓や、ここでしか買えない物産
品も販売予定です。ぜひお楽しみください。

　前橋市とは、初代群馬県令・楫
かとりもとひこ

取素彦の出身地が萩
市であったご縁から、友好都市提携を 2002 年に結
びました。今年 20 周年を迎えることから、さまざま
な記念イベントを開催します。

●萩市×前橋市友好都市提携 20 周年記念 パネル展
11 月 1 日㊋～ 20 日㊐　9:00 ～ 17:00
萩・明倫学舎本館 復元校長室

●楫取素彦ゆかりの地を巡るガイドウォーク
11 月 19 日㊏　10:00 ～ 12:00

■集合場所　市役所駐車場
20 人　 無料（施設利用料：300 円は実費）
11 月 11 日㊎までに、企画政策課へ電話
企画政策課　☎ 25-3342　

⃝姉妹都市・友好都市ご当地フェア
11 月 12 日㊏〜 20 日㊐　9:00 〜 17:00
萩・明倫学舎本館 多目的復元教室ほか
静岡県下田市、石川県輪島市、東京都世田谷区、群

馬県前橋市、山口県周南市、鹿児島県鹿児島市、宮城
県石巻市、ご当地お勧めの多数の特産品の販売。
■各市の PR 動画・ゆるキャラの紹介
※ 1,000 円以上購入された方は、
　ガラポン大抽選会に参加できます！

萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018
●秋の音楽祭（時間 11:00 〜、13:30 〜）

萩・明倫学舎 本館インフォメーションセンター
◦ピアノ演奏（神木 涼

りょう
）　 11 月 20 日㊐　

◦ソレイユトリオ with ハタス　 11 月 23 日㊌㊗
NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

　萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018

群馬県前橋市
友好都市提携 20 周年記念イベント

萩・明倫学舎　～学舎維新祭～

焼きまんじゅう
マフィン箱

ヨルダン映画・写真展×萩まちじゅう博物館
　「萩まちじゅう博物館」の取り組みを参考に、まちづくりを行っているヨルダン。そのヨルダンと萩市
の交流イベントとして映画上映と写真展を開催します。難民をテーマとしたヨルダンのドキュメンタリー
映画「タイニー・ソウルズ」の上映とヨルダンのまちなみや風景などを紹介する写真の展示を行います。
　11 月 20 日㊐には、特別映画上映として、映画上映の他、ヨルダン大使の講演も行われるほか、萩市
とヨルダンのまちづくりの取り組みも紹介されます。

【特別映画上映】

日　時 11 月 20 日㊐
14:00 ～ 16:00

会 場 萩ツインシネマ
料　金 無料

内　容
1. ヨルダンの紹介
2. ヨルダンと“萩まちじゅう博物館”
3. ヨルダン大使の講演
4. 映画「タイニーソウルズ」上映

【映画上映】

日　時 11 月 21 日㊊～ 25 日㊎
10:00 ～ 11:20

会 場 萩ツインシネマ
料　金 無料

【写真展】

日　時
11 月 7 日㊊～ 25 日㊎
8:30 ～ 17:15（7 日～ 18 日）
10:00 ～ 21:30（19 日～ 25 日）

会 場 市役所本庁ロビー（7 日～ 18 日）
萩ツインシネマ（19 日～ 25 日）

料　金 無料

まちじゅう博物館推進課　☎ 25-3290
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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。

　萩のさまざまな店舗が出店するほか、福祉イベン
ト、文化振興イベントなどの催しが行われます。
　また、会場周遊キャンペーンを予定しています。
受付で検温・消毒の実施後、リストバンドを受取り、
各会場を周遊しシールを集めると田町アーケード会
場、萩・明倫学舎にて特典を受けることができます。
　詳しくは、広報はぎ 11 月号に同封のチラシをご
覧ください。

11 月 12 日㊏・13 日㊐　10:00 ～ 15:00
市役所前庭駐車場と周辺
商工振興課　☎ 25-3638

●かわかみふるさとまつり
11 月６日㊐　9:30 ～ 15:25
川上公民館とその周辺
スギ丸太早切り競争、大豆の早つまみ競争、鮎・

鰻のつかみどり大会、新米・飴すくいどり（各店舗
500 円購入毎に、すくいどり券１枚配付）、生涯学
習発表会など

鮎・鰻のつかみどり大会 中学生以上 500 円
川上総合事務所地域振興部門　☎ 54-2121

萩ふるさとまつり

萩阿武川
温泉 民俗資料館 長門峡

温泉
長門峡
竜宮淵

行き
9:50

→
9:54

→
10:15

→
10:20

14:00 14:04 14:25 14:30

帰り
11:10

←
11:06

←
10:45

←
10:40

15:50 15:46 15:25 15:20

　紅葉シーズン限定で、萩阿武川温泉から長門峡竜
宮淵間の無料シャトル便を運行します。なお、萩バ
スセンターから萩阿武川温泉までは、路線バス等を
ご利用ください。
■運行日　11 月３日～ 23 日の土・日曜日・祝日
※大雨等の荒天時は運休の場合あり。

川上総合事務所産業振興部門　☎ 54-2121

紅葉を楽しむ長門峡
無料シャトル便運行

　劇団四季、12 年ぶりの萩公演。この機会にぜひ、
ミュージカルの世界をお楽しみください。

1 月 22 日㊐　14:00 ～（13:15 開場）
市民館　大ホール
魔法によって人間の姿に変えられた、猫のライオ

ネル。人間の素晴らしさや命、仲間の大切さがテー
マの舞台。

S 席 5,500 円　A 席 4,000 円（全席指定）
■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、ローソンチケットぴあ、
萩楽器店、SHIKI ON-LINE TICKE

文化・生涯学習課　☎ 25-3511

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

　萩産農水産物を使った加工品の販売、市内飲食店
やキッチンカーなどの出店もあります。

11月19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。

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。

はぎマルシェ

ピアノと室内楽アンサンブル ブラス・クインテット
　国内オーケストラのトップクラスの演奏家が一同に集います。また、お得な親子
ペア券も発売しています。

11 月 6 日㊐　15:00 ～（開場 14:30）　 市民館 大ホール
一般 3,000 円、学生 1,500 円（未就学児の入場不可、全席指定）

　親子ペア券（一般と高校生以下の子ども各１人）　特別価格 3,000 円（事前予約）
■販売場所　市民館、アトラス萩店、サンリブ萩、萩楽器店

文化・生涯学習課　☎ 25-3511
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◆展示の見どころ「吉田松陰と日本地図」
　安永 9 年（1780）長久保赤水はわが国初の経緯線入
りの日本図（赤水図）を出版、実用性の高さから広く普
及し、吉田松陰はそれを諸国遊歴の際に携行しました。

12 月 11 日㊐まで（会期中無休）
　9:00 〜 17:00（入館は 16:30 まで）

大人520円、高校・大学生310 円、小・中学生100 円
【関連イベント】○ギャラリートーク＆まち歩き
　担当学芸員解説の後、NPO 萩まちじゅう博物館ガ
イドスタッフの案内で周辺を散策します。

12 月 3 日㊏　14:00 ～
萩博物館企画展示室（集合）
先着 20 人（先着順）　 500 円
萩博物館 HP の専用フォームから申し込み

◆高杉晋作資料室
■ギャラリートーク　テーマ：「吉田松陰と高杉晋作」

11 月 23 日㊌㊗　13:30 ～（約 40 分）

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

☎ 25-6447

　市内各文化財施設で 3 人の作家たちによる作品
展を開催します。また、オープニングイベントとし
てアーティストトークを行います。

11 月 19 日㊏～ 12 月 11 日㊐

　椿の金谷神社大祭において、江戸時代から神社に
奉納されてきた奉納行列「萩大名行列」を中心とし
た秋の一大イベント「萩時代まつり」を 3 年振り
に開催します。

11 月 13 日㊐　8:00 ～ 16:00
市内各所

■萩大名行列（平安古備組）
■民謡「男なら」披露（13:00 頃　金谷神社付近）
■萩時代パレード（13:00　御許町交差点出発）
　※出発時間が変更となりました。

　（変更前）12:00 →（変更後）13:00
　※長府藩鉄砲隊実演は、中止となりました。
■車両通行止め

10:00 ～ 17:00　橋本橋～市民体育館前交差点
11:30 ～ 17:00　御許町交差点～市民体育館前交差点
観光課内萩時代まつり実行委員会事務局

　☎ 25-3139
　萩市観光協会　☎ 25-1750 萩 博 物 館

はぎ文化財アート回遊ウィーク萩時代まつり

◆オープニングトークイベント
11 月 18 日㊎　18:00 〜 19:00
萩・明倫学舎本館 2 階 展示映像室
文化財保護課　☎ 25-3835

☎ 24-2400

蒐
しゅうしゅうか

集家 浦上敏朗の眼
浮世絵・やきもの名品展

　浦上コレクションの逸品を紹介しています。
11 月 13 日㊐まで
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
●イベント
・教育・文化週間

11 月 1 日㊋～ 11 月 7 日㊊
　期間中は普通展示を無料で公開します。「名品から
の挑戦状！浮世絵まちがいさがし」も開催。参加、正
解者にはオリジナルポストカードをプレゼント。
・ミュージアムコンサート
　豪華メンバー 9 人による弦楽アンサンブル。

11 月 6 日㊐ 11:00 ～ ※予約満席となりました。
・学芸員よる普通展示作品解説
　浮世絵に見る影の表現―写実と幻想

11 月 26 日㊐ 11:00 ～　 10 人
要予約、要観覧券

◎休館日（11 月）
　14日㊊～18日㊎、21日㊊、28日㊊ 公式 HP

特別展示

予約ページ

山口県立美術館・浦上記念館

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川
沖浪裏」天保 2 〜 5 年 (1831 〜
1834)【後期で展示】

江戸後期に最
も普及した日
本図「赤水図」

（萩博物館蔵）

詳細 QR コード→

作　家 会　場 料金・休館日
安藤 圭汰
（画家）

青木周弼旧宅
（呉服町） 入館料：100円

江口 翔英
（メディア作家）

旧山村家住宅
（浜崎町）

入館料：無料
水曜日休館

戸嶋 由香
（版画作家）

旧山中家住宅
（浜崎町）

入館料：無料
水曜日休館
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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」

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！

【12 月クリスマスコンサート】
■演奏者　長岡 あゆみ
　ベルクワイヤ、内山 望美
　サンタクロース
■曲　目　ジングルベル
　きよしこの夜ほか

■演奏者
　藤

ふ じ み

見 清
さ や か

加（チェロ）
　小野 敦

あ つ こ

子（ピアノ）
■曲　目
　サンサーンス白鳥、世界の
　車窓から、星に願いをほか

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▶

第 13 回第 12 回 12月21日㊌  12:15～12:4511月２日㊌　12:15～12:45

【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）

　　　八幡ふるさと花壇

◆学校の部（応募20件）
【金賞】福栄小中
【銀賞】越ケ浜中、椿西小
　　　多磨小

【銅賞】明木小・旭中、育英小
　　　大島小中、田万川中
　　　椿東小 福栄小中

◆個人の部（応募４件）
【金賞】柴田 静江（須佐）
【銀賞】福塲 勝子（上田万）
【銅賞】佐々木 輝雄（今古萩）
　　　堀 誠七郎（大井）

柴田静江邸

白水会館・しらみずクラブ

八幡ふるさと花壇

９月に審査し、受賞者が決まりました。
※金賞のみ写真掲載

受賞者決定！
の 花いっぱい運動秋

11 月７日㊊　※予約受付は行いません。
■枚数　２万枚（無くなり次第終了）　■価格　1 枚 63 円
■販売所　観光課（萩・明倫学舎３号館）、各総合事務所地域振興部門、
　支所・出張所、萩市観光協会
　◎デザインデータをダウンロードして、ご自身で印刷もできます。

観光課　☎ 25-3139

萩市オリジナル年賀はがき発売！
見本
図柄

【銀賞】木間地域ふれあい花壇
　　　萩市教育委員会

【銅賞】大島地区環境衛生組合
　　　吉部福寿会




