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先頭に多くの市民の方に見守られながら、金先頭に多くの市民の方に見守られながら、金
谷神社を目指しました。谷神社を目指しました。
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ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ #8

田万川地域はどんなところ？

田万川地域のおすすめスポット

川上 須佐 旭 福栄田万川 むつみ

各地域を６回にわたり特集します。今回は田万川地域をご紹介！

田万川地域は、島根県益田市および津和野町、須佐地域に隣接し、北方一帯
は日本海に面しています。須佐地域弥富地区に源を発する「田万川（二級河川）」
が中央部を北流、諸河川と合流して日本海に注いでいます。川に沿って平地が
開けており、これらは肥沃な大地で昔から米や野菜が育ち、台地ではさまざま
な果実が実り、美しい田園風景が見られます。

沿岸部は、北長門海岸国定公園に指定されており、美しい自然景観が形成さ
れています。その中に天然の良港「江崎漁港」があり、江崎港では定置網など
から新鮮な魚が水揚げされ、鮮魚やいりこなどの水産加工品は多くの方から好
評をいただいています。

　足
を運んでみよう！

川上

旭旭

福栄福栄
むつみむつみ

田万川須佐須佐地域の彩りはこれ！地域の彩りはこれ！ 種類種類
場所場所

4月〜5月4月〜5月
道の駅ゆとりパークたまがわ付近道の駅ゆとりパークたまがわ付近

見頃見頃ツツジツツジ
【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。

田万川総合事務所 ☎ 08387-2-0300

田万川田万川

平山台の果樹団地
小川地区の平山台は、標高が 150m 〜 270 ｍ、面積は約 100ha あります。

平山台の果樹生産は、昭和 32 年〜 33 年に６戸の地元農家により開拓され、
桃を植栽したのが始まりです。　
　現在、桃や梨、りんご、ぶどう、栗など多くの果物が作られており、夏から
秋にかけて観光果樹園として、梨狩りやぶどう狩りに多くの観光客が訪れ、賑
わっています。

龍
りゅうりんきょう

鱗郷
　萩ジオパークのジオサイトであり、柱状節理と呼ばれる六角形の石柱が壮大に
立ち並んでいる岩肌です。上の原から田

た ぞ え
添に至る農道の整備工事の際に偶然発

見されたもので、この岩肌は全国的にもめずらしく、県内唯一の貴重なものとなっ
ていることから、平成 10 年 4 月 14 日、山口県の天然記念物に指定されました。
　全体の印象が龍の鱗のようで、阿武町の伊良尾山から約 14㎞流れてきた溶
岩の終点である溶岩の湖の断面になっています。
　また、名称の由来については、地域に伝わる神楽舞に登場する大蛇を連想さ
せる地形であることから、当時の地元の中学生が考えたものが採用されました。

（田万川の柱状節理と水中自
じ は さ い

破砕溶岩・山口県指定天然記念物）

西堂寺六角堂
　曹洞宗のお寺で、海の中の寺「浮島西堂寺」とも呼ばれ、広く知られていま
す。1696 年（元禄９年）に建立され、海の強い風に耐えられるよう地蔵尊は
六角の形をしています。 
　納められている地蔵尊は、許されぬ恋に悩み、自ら海に身を投じた小川の里、
鍋山長者の娘（お菊）の化身と言い伝えられ、20 年に１度、公開されます。

（山口県指定有形文化財）

桃 梨
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田万川温泉憩いの湯

田万川野営場田万川野営場

■予約電話受付　08387-2-0370（田万川温泉）　■定休　毎週月曜日（月曜日が祝日などの場合は翌日）
■料金　テントサイト１区画（１泊２日）1,000 円、RV パーク 1,000 円（１台 / １泊）、電気利用料金 100 円（時間）　

　田万川野営場は、田万川温泉のそばにあり、自然の地形を生かしたキャンプ場で
す。テント用に 50 サイトが利用可能で、駐車場、トイレ、炊事棟が整備されてい
ます。また、駐車場内には日本 RV 協会が全国で第１号認定した「RV パーク」も
利用できます。
※ RV パークとは、日本 RV 協会が「快適に安心して車中泊ができる場所」を提供
するために定めた条件を満たす車中泊施設です。

瀬
せ ご え

越海水浴場
　田万川野営場から徒歩で行くことができる海水浴場で、シャワー・トイレが完備
されています。駐車スペースが狭いので野営場の駐車場を利用されることをお勧め
します。また、海水浴場シャワー棟側の遊歩道入口から、徒歩で山を越えると隠れ
た砂浜があります。体力に自信がある方は一度訪れてみてはいかがでしょうか。

　田万川温泉は、ゆったりとした大浴場に加え、男女それぞれに庭
園風の露天風呂を完備した施設です。温泉の含有成分はカルシウム
やナトリウムで、神経痛や筋肉痛によく効きます。
　西堂寺六角堂を形取った建物は、昨年度大規模改修を行い、今年
４月にリニューアルオープンしました。新たにサウナやパウダーコ
ーナーも設置し、屋外にはバーベキューやイベント等に利用できる
多目的テラスを増設しました。

道の駅ゆとりパークたまがわ

■電話　08387-2-1150　■時間　8:30〜18:00
■年中無休

　道の駅ゆとりパークたまがわでは、地元で生産される新鮮な米や
野菜、平山台で採れた果実、江崎港で水揚げされた新鮮な活魚、地
元牧場産の牛肉、いりこやレンコダイの干物などの水産加工品、農
産加工場でつくられる「萩りんごジュース」や「ゆず吉ジュース」
などのオリジナル商品、地元酒蔵の日本酒など、田万川地域の特産
物を多数販売しています。

■電話　08387-2-0370
■料金　大人（中学生以上）550 円　小学生 250 円　
　　　　小学生未満 100 円
■時間　10:00 〜 21:00（受付は 20:30 まで）
■定休　毎週月曜日（月曜日が祝日などの場合は翌日）

　田万川温泉では、電動アシスト付き自転車（e
イ ー バ イ ク
-bike）を貸し出しており、ス

タンプラリーや地域をめぐるサイクリングツアーなど、自転車を活用したいろい
ろなイベントを企画しています。
　今回紹介しました田万川地域のさまざまなスポットを自転車でめぐってみませ
んか。

■電話　08387-2-0370（田万川温泉）　■時間　10:00 〜17:00
■料金　１時間以内500円、３時間まで1,000円、３時間以上1,500円
■定休　毎週月曜日（月曜日が祝日などの場合は翌日）
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市の教育・文化・体育の振興に尽力した個人および団体を表彰

教育功労賞

文化功労賞

阿武　博
ひ ろ み ち

道 大田　忠
た だ お

男（84 歳　椿東） （64 歳　川上）
　長年にわたり吉田松陰研究に励み、
自ら松陰教学を実践。松陰を学ぶ会会
長や山口県教育会萩支部理事を務め、
市民や県民に向けて、広く吉田松陰の
生涯や業績、松陰精神の普及・顕彰に
努めている。

田中　孝
き ょ う こ

子（89 歳　南古萩町）
　平成元年に萩川柳会へ入会。平成
28 年４月から令和４年３月まで、山
口県川柳協会事務局長を務め、同年４
月からは萩川柳会の会長に就任。長年
にわたり、「萩川柳会」、「井上剣花坊
顕彰会」の中心的な存在として活動し、
萩市の地域文化の向上、発展に寄与。

教育功労賞

　萩市社会教育委員会議会長や萩市青
少年育成市民会議副会長などを務め、
社会教育の発展に中心的役割を果たし
ている。また、スクールガードリーダーと
して、児童・生徒、教職員への指導助言、
通学路の安全点検など、学校安全の確
保に重要な役割を果たしている。

文化功労賞
中谷　伸

のぶる

（85 歳　熊谷町）
　長年にわたりアマチュアカメラマン
として、さまざまなイベントや地域行
事に出向き、数多くの写真を撮影。写
真を新聞等に提供し地方文化を紹介す
るなど、萩市の文化情報の発信に尽力。
また、萩市美術展の審査員を長年務め、
文化啓発の高揚に寄与。

文化功労賞
吉田　富

と み お

男故
　天狗拍子保存会、おしくらごうの実
行委員として、約 30 年にわたり行事の
開催や後進の指導などで中心的な役割
を担ったほか、萩市伝統芸能フェスティ
バルの運営に携わるなど、長年にわた
り萩市の伝統芸能文化の発展に寄与。

（享年 79 歳　山田）

文化功労賞

F
フ ィ オ ー レ

iore H
ハ ギ

agi　平成６年に萩高 OG 合唱団として発足

文化功労賞
越ヶ浜郷土芸能保存会
　昭和 47 年の設立以来、
毎年神楽舞（昇殿巫女の舞）
を奉納。地域交流活動など
も積極的に行い、市内・県
内で開催されるイベントで

文化奨励賞
兼田　知

と も あ き

明（46 歳　椿東）
　萩陶芸家協会に所属し、萩焼制作指
導や首都圏での展示会への出品など、
後継者の育成、萩焼の知名度の向上・
需要開拓に貢献。平成 27 年には萩焼
伝統工芸士の資格を取得し、萩焼制作
技術の研さんや継承活動に取り組むな
ど、今後も活躍が期待される。

中野　典
の り ゆ き

之 水岡　龍
た つ お

夫
　昭和 57 年度から萩地区弓道連盟に
所属。萩市弓道教室や令和元年度に開
催された第 50 回記念萩市弓道大会の
運営に尽力。また、中国地域弓道連合
会の役員や山口県弓道連盟役員も務め
るなど、永年にわたり、広く弓道競技
の普及発展に貢献。

　平成４年から萩市卓球協会理事や事
務局長を歴任し、現在は理事長を務め
る。平成23 年に山口国体およびリハー
サル大会として開催された全日本卓球
選手権大会（団体の部）では、進行委員
長を務めるなど、永年にわたり卓球競
技の普及や萩市卓球界の発展に貢献。

体育功労賞 体育功労賞

教育政策課　☎ 25-3141

（68 歳　江向） （60 歳　椿）

以降、萩市民音楽祭や萩・第九演奏会などに継続的に出
演。また、多くのコンクール等に出場し、優秀な成績を
納めるなど、萩市の音楽文化の向上に寄与。

舞を披露するなど、郷土芸能の普及・継承に貢献。

おめでとう
ございます 萩市教育文化奨励賞
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「一日市長室」でいただいた主なご意見令和４年度

【10 月 25 日㊋　旧木間小中学校】
○自主防災組織を作った際に支援をしてほしい。
○西木間の携帯電話不感エリアを解消してほしい。
○市道雑座線の道路のひび割れ等を直してほしい。

※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
（木間）

老朽化した駐輪場を確認
（佐々並）

福井川を確認（福川）

【10 月 31 日㊊　福栄総合事務所】
○福川診療所の医師確保を早急に進めてほしい。
○福井川（県河川）の浚渫を県へ要望してほしい。
○市道山崎平わらび線の桜並木を剪定してほしい。

【11 月 7 日㊊　旭活性化センター】
○佐々並市伝建地区の無電柱化を進めてほしい。
○景観を良くするために花を植栽した法面近くの駐
　輪所を撤去してほしい。
○萩アクティビティパークに Wi-Fi 整備とコインラ
　ンドリーの修繕をしてほしい。

　市民の皆さんと行政が一体となったまちづくりを推進するため、市長が市民と対面形式で地域振興やまちづ
くりへのご意見・ご提案などを直接お聴きする「一日市長室」を総合事務所、支所、出張所等で開設しました。

㈱ゆめマート北九州と「災害時における
災害救助物資確保に関する協定」を締結

■協定内容■協定内容

　11月2日㊌に、ゆめマート東萩店の本社である㈱ゆめ
マート北九州と「災害時における災害救助物資確保に 
関する協定」を締結しました。災害時において、物資の
流通が滞ることが想定されますが、この協定締結により、
避難所への迅速な物資の供給が期待できます。

災害時の災害救助物資の供給（有償）

木間ヘリポートに初めて着陸
　10 月 25 日㊋に、木間地区ヘリポート設立実行委
員会による木間地区防災訓練が行われました。
　訓練では、山口県消防防災ヘリコプター「きらら」が、
待機場所である山口宇部空港を離陸し、15 分ほどで
木間ヘリポートに初めて到着し、離着陸訓練を行いま
した。木間ヘリポートは、地元の阿嶋 忠

ただはる
治さんから

土地の寄付をいただき、救急活動などで使用するヘリ
ポートとして、今年１月に整備されました。

マックスバリュ西日本㈱からの寄付金贈呈式
　11月13日㊐に、萩ふるさとまつり会場で「萩まちじゅう博物館
W

わ お ん
AON」寄付金贈呈式・感謝状授与式を行いました。

　マックスバリュ西日本㈱と萩市は、2011 年８月に「地域貢献
連携協定」を締結。その一環で「萩まちじゅう博物館 WAON」
が発行され、この売上の一部である 922,121 円を寄付いただき
ました。これまでの累計は 10,735,466 円となり、まちじゅう
博物館構想の推進事業などに活用されています。



広報はぎ 令和４年12月1日号6

危 険 業 務 従 事 者 叙 勲 警察官、自衛官等の危険性が高い業務に長年従事した人を表彰

※同一章、功労ごとに 50 音順、敬称略。

昭和 46 年に警察官として宇部警察
署に着任以降、11 部署で勤務。通算
31 年長きにわたり刑事部門に所属し、
各種事件捜査等に従事

算数科の授業づくりの実践研究によ
り、算数科教育の充実・発展に大き
く寄与したほか、県・市小学校長会
長として、学校教育の充実に尽力

地域資源を有効活用した中学校社会科
の授業づくりを推進したほか、県・市中
学校長会長として、多様化する教育課
題の解決に向けた校長会の取組に尽力

藏本　照
て る お

夫

宇
う た が わ

田川　浩
ひ ろ き

樹 網
あ み も と

本　徳
な る

文
ふ み

警察功労（元警視正）

明倫小学校校長 萩東中学校校長

（73 歳、佐々並）

（59 歳） （59 歳）

瑞宝双光章

昭和 40 年に警察官として萩警察署に着任以降、刑事・
交通・保安課や高速道路警察隊等に勤務し、通算 37
年の長きにわたり警察業務に従事

藤井　信
の ぶ お

男

警察功労（元山口県警部補）

（78 歳、佐々並）

瑞宝単光章

受章・受賞おめでとうございます

井村　良
りょういち

一

消防功労（元萩市消防団分団長）

（74 歳、須佐）

瑞
ずいほうたんこうしょう

宝単光章

児童福祉功労
（現春日保育園主任保育士）

宮内　孝
た か え

枝 （60 歳、椿東）

　昭和 51 年に須佐町消防団に入団以
来、35 年余りにわたり消防活動、水
防活動、捜索救助活動、消防施設の拡
充、消防団員の教育訓練等に尽力

消防功労

仙
せ ん だ

田　勝
か つ み

美（75 歳、紫福）

瑞宝単光章 瑞宝単光章

旭日章は、さまざまな分野で功績をあげた方を表彰。瑞宝章は、公共的な職務に長年従事した人を表彰。秋 の 叙 勲

竹内　幸
ゆきのぶ

生（74 歳、紫福）

消防功労（元萩市消防団団長）

瑞宝双光章

昭和 43 年に福栄村消防団に入団以
来、48 年余りにわたり消防活動、水
防活動、捜索救助活動、消防施設の拡
充、消防団員の教育訓練等に尽力

昭和 52 年に福栄村消防団に入団以
来、39 年余りにわたり消防活動、水
防活動、捜索救助活動、消防施設の拡
充、消防団員の教育訓練等に尽力

昭和 58 年に春日保育園の保育士とし
て勤務し、以降、通算 39 年の長きに
わたり、保育の必要な児童の健全育成
に尽力

齋藤　安
やすひさ

久 （70 歳、下田万）

郵政事業功労（特定郵便局長）

瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章

平成元年に江崎郵便局長に就任し、以
降、通算 26 年の長きにわたり、郵政
事業の発展に尽力

岡　兼
か ね お

雄

地域総合功労（現萩市農業委員会会長）

（76 歳、山田）

旭
きょくじつたんこうしょう

日 単 光 章

平成 2 年に萩市農業委員会委員に就
任し、以降、通算 26 年の長きにわた
り、地域農業の発展と地域振興に尽力

（元萩市消防団分団長）

文部科学大臣教育者表彰 学校教育の振興に関し、特に功績顕著な教育者に対して文部科学大臣が表彰。
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JOCジュニアオリンピックカップ
全日本小学生相撲優勝大会

（12 月 4 日　東京都）

（萩西中学校3年） （萩西中学校3年）
白上 孝

こ う の す け
之介 長岡 里

り お な
央奈

（10月21日  愛媛県）
U16 陸上競技大会全国大会出場

おめでとう！

中村 遥
は る と

斗

永田 逸
い つ き

樹

（萩商工高等学校１年）

（明倫小学校４年）

（10月21日  愛媛県）
U18 陸上競技大会

青木 海
か い と

橙
（萩高等学校２年）

3,000mW

男子 150mA

中学校の部

国土計画協会会長賞
ささラブ応援隊

地域づくり表彰

　地域づくり表彰は、国土交通省が
主催し、地域づくり活動の優良事例
を表彰するものです。
　ささラブ応援隊は、小学校の休校
という危機感と地域愛から生まれた
活動が幅広い新たな元気を生み出し
たことなどが高く評価されました。

優良 PTA
萩東中学校 PTA

文部科学大臣表彰

　学校・家庭・地域が一体となって、
萩東中フェスティバルや高校生との
熟議など、生徒一人ひとりの主体性
を高める活動を創出したことが高く
評価されました。

統計功労（統計調査員）

県知事表彰

笹村　幸
ゆ き よ

代 （63歳、津守町）

平成 8 年から永年各種統計調査に従事し、
豊富な経験と知識を生かした積極的な調査
活動に尽力

（76歳、椿東）

文化・芸術部門

全国小・中学校
作文コンクール

（萩東中学校１年）
山本 明

あ き
希

岡田　裕
ゆう

平成 18 年、山口県指定無形
文化財萩焼保持者に認定。山
口県の伝統工芸の普及と振
興、後継者育成に尽力

中国文化賞

三段跳び

萩市民秋季ソフトボール大会
優勝おめでとうございます

１部優勝　玉江浦・倉江

２部優勝　椿

全国大会
優勝おめでとう！

（10月29日・30日 東京都）

（10月21日〜23日 愛媛県）

わんぱく相撲全国大会

U16陸上競技大会

（明倫小学校４年）
永田 逸

い つ き
樹

中村 遥
は る と

斗

4 年生 優勝

男子 150mA 優勝

（萩商工高等学校 1 年）

（10月29日〜31日 栃木県）

全国障害者スポーツ大会
いちご一会とちぎ大会

阿武 妙
た え か

香

50m 平泳ぎ 優勝
25m 自由型 優勝

（WITH 山口）

山口県知事賞

山口県水産加工展
農林水産大臣賞（最優秀賞）

「MURAJIRO クラフトセット」
㈱村田蒲鉾店

「江崎のかあちゃん達が自信をもってお
贈りするふっくら・ジューシー無添加減
塩ソフトひもの（イトヨリダイ）」
JF 江崎フレッシュかあちゃん
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　男女別のセミナー後、チームに分かれて謎解きに出
掛ける「協力体験型恋活」です。

セミナー「好印象になるコミュニケーション術」
& イベント「解いてみたいのは恋の謎？！
師走の謎解き恋活 in 萩」

婚活イベント・セミナー参加者募集！

12 月 18 日㊐　10:30 〜 16:30
　（受付 10:00 〜、セミナー 10:30 〜 11:15）

萩博物館
■参加条件　25 〜 39 歳

男性1,200円、女性1,000円
20 〜 30 人程度
12月14日㊌（15日以降も空きがあれば募集を延長）

■申し込み・詳細　㈱ネクスト・ステージ
☎ 083-250-6519

12 月 22 日㊍　18:30 〜 22:00（受付 18:00 〜）
美祢グランドホテル（美祢市大嶺町東分 270-1）

■参加条件　30 〜 40 歳代
男性 3,000 円、女性 2,000 円
40 人程度
12月19日㊊（20日以降も空きがあれば募集を延長）

　美祢グランドホテルで初の恋活イベント開催！食事
を楽しみながら、忘年会のような恋活を楽しめます♪

今年もあとわずか！

　G
ご
O-E

え ん
Nセンターでは、現在独身で交際相手のいない三市（萩市・長門市・美祢市）に在住の方、または結婚を機に

三市へのお引っ越しを考えられる方の素敵な婚活・恋活を応援します。

マンガの続きは
こちらから▼

「子育ての幸せが実感できるまちづくり」を目指して

　市では平成 23 年３月に『萩市都市計画マスタープラン』、『萩市緑の基本計画』を策定し、都市づくりを推進して
きましたが、改訂からおおむね 10 年が経過しており、改めて将来都市像を展望した見直し素案をまとめました。 
　また、今後の都市計画道路の整備等における方針を示した『都市計画道路見直し方針』の素案も策定しましたので、
市民の皆さまの意見を募集します。

都市計画マスタープラン（素案）等に関するパブリックコメント募 集

GO-ENセンターをGO-ENセンターを
マンガで紹介！マンガで紹介！

年の瀬☆恋活パーティー in 美祢

■期　　　間　12 月１日㊍〜令和５年１月６日㊎
■閲 覧 場 所　市役所本庁市政情報コーナー、都市政策課、観光課、各総合事務所、市HP
■提 出 方 法　氏名、住所を記入のうえ、郵送、持参、FAXまたはメールで下記まで提出
　　　　　　　※意見書の様式は任意の様式でかまいません。
■提 出 先　〒 758-8555　萩市都市政策課　FAX：25-4011、メール：tosikei@city.hagi.lg.jp
■問い合わせ　都市政策課　☎ 25-3104、観光課　☎ 25-3139

〜婚活・恋活を応援！ GO-EN センターの取り組みをご紹介〜

　また、月に１日、センターの開所時間を 19 時まで延長していますので、仕事
を終えてからの相談も可能です。まずは、お気軽に GO-EN センターにご相談く
ださい（事前予約制で希望日の３日前までに電話でご予約ください）。

■問い合わせ・予約先
　☎25-3421

開所日はコチラ▶

萩市都市計画
マスタープラン　

萩市緑の
基本計画

萩市都市計画
道路見直し方針　

特集 # ６特集 # ６



広報はぎ 令和４年12月1日号 9

　萩図書館では、障がいをお持ちの方へ情報を提供するネットワーク「サピエ」をはじめ、さまざまなサービスをご 
利用いただけます。市内に在住・在勤・在学の方で、利用（要登録）をご希望の方は萩図書館に気軽にご相談ください。

〜 12 月３日㊏から９日㊎は「障がい者週間」〜
障がいのある方への図書館利用サービス 利用無料

萩図書館　☎25-6355、FAX 25-5224

資料提供：（特非）全国視覚障害者情報提供施設協会

サピエとは…サピエとは…　　視覚障がい者や活字による読書に困難のある方が利用できるコンテンツ（点字データ、音声デイ
ジーデータ等）をはじめ、暮らしに役立つ身近な情報など、さまざまな情報を提供するネットワークです。

①利用者から図書館へ図書のリクエスト①利用者から図書館へ図書のリクエスト ②図書館がリクエストのあった図書をサピエで探す②図書館がリクエストのあった図書をサピエで探す

③希望メディア（点字やＣＤ）で貸出③希望メディア（点字やＣＤ）で貸出

サピエを使って利用者に情報が届くまでサピエを使って利用者に情報が届くまで

・ 絵文字や写真などを使い、やさしい言葉
  で分かりやすく書かれた本（LL ブック）

読むことが苦手な方のために…読むことが苦手な方のために…
貸
出
貸
出

・インターネット上で読む電子図書
・日本語字幕付き DVD

耳の不自由な方のために…耳の不自由な方のために…
貸
出
貸
出

利
用
利
用

・筆談ボード
・字幕付きバリアフリー映画の上映会

・最寄の公民館へ本のお届け
・移動図書館による本のお届け

からだの不自由な方のために…からだの不自由な方のために…
貸
出
貸
出

利
用
利
用

・高齢者施設や障がい者施設等での絵本や
  紙芝居の読み聞かせ
・館内に設置している車椅子やベビーカー

・耳で聴く本オーディオブック　
・目次から読みたいページへ移動できる音声デイジー図書
・音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書 ( マ
  ルチメディアデイジー図書 ) ※
・インターネット上で読むことができる電子図書
・大きな文字で書かれた大活字本
・点字に翻訳 ( 点訳 ) された点字図書
・音声ガイド付き DVD
・電話による貸出のリクエスト

目の不自由な方のために…目の不自由な方のために…

貸
出
貸
出

利
用
利
用

・音声読み上げソフト付きパソコン
・本や雑誌・新聞等を読み上げる音声拡大読書機
・デイジー図書の再生機 ( プレクストーク )
・布、皮、毛糸などを用いて作られた布の絵本
・リーディングトラッカー ( 読書補助具 )
・音声ガイド付きバリアフリー映画の上映会
・点字図書・録音図書の無料郵送貸出サービス※
※障がい者手帳（視覚障がい）をお持ちの方のみ利用可

　読むことが不自由な方のために書いてあることを声に出して読み、録音して提供し
ています。また「広報はぎ」や「萩市議会だより」、「社協だより」の音訳したデイジー図

〜 今年で 30周年！現在 22名で活動中 〜〜 今年で 30周年！現在 22名で活動中 〜音訳サークル「ゆう」の紹介

書としてCD を製作・提供、ウェブ上で公開しているほか、音訳者の
養成講座も開いています。「声の広報」提供をご希望の方、音訳奉仕に
関心のある方は福祉支援課へご連絡(☎25-3523) ください。

広報はぎ
の音訳
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競技種目 参加人数 スタート
ハーフ

マラソン 1,561人 10:00

5km 169人 10:20

■参加者

　今年は、ハーフマラソン、５km の２
種目 23 部門に、全国各地から 1,730
人が参加します。
　なお、交通渋滞を緩和させるため、今
年から一部コース変更を行いました。市
内では各所、交通規制が行われます。ご
協力をお願いします。

維新の里　萩城下町マラソン 2022

萩城下町

JR東萩駅JR東萩駅

262

262

車両通行止め
10：00～11：30

車両通行止め
10：00～11：30

車両通行止め
10：15～10：45

車両通行止め
9：30～12：40

車両通行止め
10：30～12：30車両通行止め

10：00～12：30

山口市方面
第１車線通行止
9：30～12：40

ゴール地点

ハーフ 5km
スタート地点

市民体育館

阿武川

•萩スタジアム

萩ウェルネス
パーク

松
本
川

松下村塾

191

道の駅道の駅
萩しーまーと萩しーまーと
道の駅
萩しーまーと鶴江台

雁島橋

萩橋

菊ヶ浜指月山

萩市役所

橋本橋橋本橋
椿大橋椿大橋

玉江橋玉江橋

橋
本
川

常盤橋常盤橋

JR玉江駅

中津江橋中津江橋

191

ハーフコース
15.3km地点関門

ハーフコース
18.6km地点関門

萩中心部へは、道の駅「萩
しーまーと」からの迂回路
をご利用ください。

萩中心部へは、国道
262号萩バイパス
の県道32号をご利
用ください。

JR萩駅JR萩駅

松陰大橋松陰大橋

松本大橋松本大橋

まぁーるバスの運行休止
・市役所発　東回り、西回り
　10:00発　5便
　10:45発　6便
　11:30発　7便
　12:15発　8便

5km地点10km地点

＝コース
＝通行止め
＝迂回路
＝片側通行

車両通行止め
10：00～12：40 5km

折り返し

ハーフコース
10.8km地点関門

※コース上の交差点
の中には、選手通過
により通行が困難な
時間帯があります。

車両通行止め
10：00～10：50

片側1車線通行
10：00～12：30

262262

車両通行困難
JR東萩駅JR東萩駅

萩城下町マラソン大会事務局
（スポーツ振興課）　☎ 25-7311

■交通規制のお知らせ

12月11日㊐
10時スタート！

臨時駐車場・シャトル
バスをご利用ください！

募集職種 募集人員
（予定）

受験資格（すべての条件を満たすこと）
※年齢は令和５年４月１日現在 第１次試験

上級土木 若干名 ①平成７年４月２日以降に生まれた方（27 歳以下）
②４年制大学を卒業した方または令和５年３月に卒業見込みの方

専門・作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
集団面接

社会人経験者
（土木技術職） 若干名

①昭和 52 年４月２日以降に生まれた方（45 歳以下）
②高等学校以上（４年制大学を含む）を卒業した方
③民間企業等での職務経験が５年以上ある方

初級建築士 若干名

①昭和57年４月２日以降に生まれた方（40歳以下）で、１級または２級建築士
　の資格を有し、民間企業等において建築技術職の実務経験が直近７年中５
　年以上ある方（※）
②平成４年４月２日以降に生まれた方（30歳以下）で、民間企業等における建
　築技術職の実務経験が直近５年中３年以上ある方（※）
　※いずれも令和５年４月１日時点で、アルバイト、契約社員等であった期間
　　は除く
③平成９年４月２日以降に生まれた方（25歳以下）で、高等学校以上（高専・短
　大・４年制大学を含む）において建築に関する学部・学科等の課程を修め卒
　業した方または令和５年３月までに卒業見込みの方 

管理栄養士 １人
①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②管理栄養士免許を有する方または令和５年２月実施予定の管理栄養
　士国家試験に合格し、当該免許を取得する見込みの方

文化財専門職
（建築士） １人 ①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）

②建築に関する実務経験年数を３年以上有する方
教養・作文試験
職場適応性検査
集団面接

文化財専門職
（発掘調査・文化財
保護業務）

１人
①昭和 58 年４月２日以降に生まれた方（39 歳以下）
②４年制大学を卒業または大学院を修了した方で、考古学、歴史学、
　文化財学その他これに準ずる専門課程のいずれかを履修した方

課題論文審査
書類選考

※萩市内に居住できる方に限ります。上記以外に市民病院看護師・薬剤師（有資格者のみ）は随時募集しています。
■募集期間　12 月１日㊍～令和 5 年１月６日㊎　■第１次試験　１月 29 日㊐（※２次試験は２月下旬実施予定）
■採用予定日　令和５年４月１日㊏　

市 HP や募集要項をご確認いただくか、人事課まで直接お問い合わせください。人事課　☎︎ 25-1239

萩市職員募集令和４年度
市では、将来の萩市を担うチャレンジ精神旺盛な職員を募集します。多くの方の応募をお待ちしています。

大会情報は
こちらへ⇒
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令和４年分保険料納付額証明書
　確定申告等に必要な保険料の納付
額証明書について、普通徴収分と非
課税年金（障害年金等）から天引きさ
れた特別徴収分の納付額証明書（国
民健康保険料・介護保険料・後期高齢
者医療保険料）を令和５年１月下旬
に発送します。年末調整で事前に必
要な方は、ご連絡ください。
※課税年金（老齢年金等）から天引き　
　された特別徴収分は、１月中に年　
　金保険者（日本年金機構等）が送付
　する源泉徴収票に記載されます。

収納課　☎ 25-3575

冬用タイヤの早期装着のお願い
　ノーマルタイヤでの雪道の走行は
立ち往生やスリップによる事故や交
通障害にもつながる恐れがあるため、

「冬用タイヤの装着」や「チェーン携
行」など、早めの準備をお願いします。

国土交通省山口河川国道事務所萩
分室　☎ 22-2530

萩阿武川温泉ふれあい会館の休館
　施設改修のため、令和 5 年 3 月
31 日まで休館します。

　
　◎雑貨の販売

12月11日㊐〜25日㊐ 16:30まで
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選

12月11日㊐〜18日㊐12:00まで
に、エコプラザ・萩で申込書を提出
■抽選日　12 月 18 日㊐ 13:00 〜
◎お楽しみ企画 ワークショップ開催

12 月 11 日㊐　10:00 〜 14:00
羽織もの作り ※数に限りあり
100円（別途材料費100円）

※事前予約不要

◎不用品活用銀行
■おゆずりします　石油ファンヒー
ター、女児用自転車、マッサージ機、CD
プレーヤー、三脚、DVD日本映画各種、
ホイッスル、インスタントカメラ、スチーム
クリーナー、トランポリン（１人用）、萩焼
各種、急須各種、額縁、うさぎ用ケージ
■おゆずりください　バッテリー充電
器（カシオ製デジカメ）
※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 
令和５年１月 29 日㊐　

　10:00 〜 15:00
犬用の骨型クッション作り
15 人　 200 円（材料費別）
12月1日㊍〜15日㊍　16:00まで

にエコプラザ・萩へ電話
※応募者多数の場合は、12月16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。

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。

☎ 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

お知らせ 　なお、萩阿武川温泉公園とバンガ
ローの利用は、通常どおり温泉施設内
の窓口で受け付けています。

川上総合事務所 ☎ 54-2121

河川監視カメラの設置
　大井川（坂本）に河川監視カメラが
設置され、県 HP から河川の状況をリ
アルタイムに見ることができます。
■県土木防災情報システム
PC版 http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/
スマホ版 　QR コードから

防災危機管理課 ☎ 25-3808

がんばろう萩！プレミアム付商
品券の利用店舗の追加について
　新たに 14 店舗追加されました。詳し
くは、QR コードからご確認ください。

萩市共通商品券協同組合事務局　
　（萩商工会議所内）　
　☎ 25-3333

宝くじの助成金
　自治総合センターでは、宝くじの
受託事業収入を財源にコミュニティ
助成事業を行っています。このたび、
後小畑地区がこの助成を受け、屋外
掲示板を整備しました。

市民活動推進課　☎ 25-3373

寄付
○㈱訪問看護ステーション陽

ひ な た
向より、　

　絵本 31 冊

児童・生徒の活躍情報
　小・中学校の在学期間中、学校だ
けでなく家庭や地域での活動等で、
努力や頑張りが著しく、他の模範と
なる児童・生徒を「萩市子ども栄光
賞」として顕彰します。
■部門　文化奨励部門、体育・スポー
ツ奨励部門、教育諸活動奨励部門

小学６年生、中学３年生　　
12 月 26 日㊊までに、該当児童・

生徒の在籍している小・中学校へ電話
学校教育課　☎ 25-3558

明治日本の産業革命遺産フォトコンテスト
12 月１日㊍〜令和５年２月末日
８県 11 市に分布する 23 資産の

写真を募集します
「明治日本の産業革命遺産」世界

遺産協議会事務局
メール　info@photocon-
jmir.com
　　　　

募　集

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。 Instagram▶HP▶

12 月 1 日から
サイトオープン→
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ト、児童生徒人権啓発作品展・人権啓
発活動展　 市民館ロビー

福祉政策課　☎ 25-3634

子育て支援センター行事
○子育て誕生会

12 月 16 日㊎　10:30 〜 11:00
日の丸保育園
10 〜 12 月生まれの未就園児と

その保護者
12 月９日㊎までに、子育て支援

センターへ　☎ 25-4488

お正月用生け花体験教室
　完成した作品はお持ち帰りいただ
けます。

12 月 27 日㊋ 10:30 〜、14:00 〜
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

30 人（先着順）　  池坊萩支部
1,000 円（お花代）　 花ばさみ
12月５日㊊〜 19日㊊までに、まち

じゅう博物館推進課へ　☎ 25-3290
　
子ども食堂啓発セミナー
　全国初の「子ども食堂」を開設し
た近藤 博子さんによる講演会です。

12 月 10 日㊏　10:00 〜
萩・明倫学舎３号館 交流室
近藤 博

ひ ろ こ
子（東京都 気まぐれ八百

屋だんだん店主）
12 月 6 日㊋までに、県こども食

堂支援センターへ　
　☎ 080-6338-1187

笑
にこ

っとひろば
〜あったかやさいのはじめのいっぽ〜

12 月 11 日㊐　10:00 〜 13:00
ABU キャンプフィールド（阿武町）
小学 1 〜 4 年生　 9 人程度

※運営のサポーターとして小学 5・
　6 年生を３人程度募集

食材を選び、調理して食べる体験
食育プログラム　 500 円

12 月４日㊐までに、
QR コードから

健康増進課　☎ 26-0511

萩・石見空港東京線利用促進プ
ランコンテスト
■募集プラン 以下の①〜④の条件
を満たすこと。 
①空港圏域にある地域資源を活用、
　あるいは圏域市町が抱える地域課
　題を解決する
②東京線の新たな需要を創出する
③少なくとも３年以上は継続的に東
　京線を利用する
④東京線を往復利用し、圏域市町を
　訪問する

プランを考案し、実施することが
できる団体、法人、個人
■表彰（賞金）　最優秀賞（50 万円）、
　優秀賞（30 万円）

益田商工会議所 HP より応募用紙
をダウンロードし、12 月 28 日㊌
までに、益田商工会議所へメール
☎ 0856-22-0088
メール info@masudacci.jp

ヤキイモ作業 in 阿
お う

武の松
まつばら

原
　「阿武の松原」の松葉掻き作業を
行い、作業後はヤキイモをします。

12 月 10 日㊏　9:30 〜 11:30
　※雨天・荒天の場合中止

県漁業大井支店前集合
手袋、作業できる服装 ※防寒対策必要
12 月９日㊎までに、大井公民館へ

　 ☎ 28-0213
阿武の松原のみどりを守る会事務

局（草野）　☎ 080-2904-3509

サンサン三見のお宝体験
12 月 17 日㊏　10:00 〜 14:00

※雨天・荒天の場合中止
三見公民館
昔体験（餅つき、きなこ作り、竹炊

飯）、料理教室（サワラ飯作り）等
30 人 ( 先着順 )
大人 1,500 円、小学生以下 500 円

※昼食代込み
料理教室参加希望の方はエプロ

ン、お手拭き等
12 月６日㊋までに、サンサン三

見の里の会実行委員会 ( 三見公民
館）へ　☎ 27-0004

お正月料理教室
12 月 22 日㊍　13:30 〜 16:30 頃
中央公民館　 市内在住の方
三浦 康

や す よ
代（管理栄養士）

500円（別途 材料費1,000円程度）
12 月 15 日㊍までに、中央公民

館へ　☎ 25-3590

おしょうがつ会
令和５年１月７日㊏　14:00〜15:00
萩図書館
お正月にちなんだ本の読み聞かせや遊び
20 人（要申込・先着順）
12 月 7 日㊌から、萩図書館で受

付開始　☎ 25-6355

「星の会」特別編　
　火星や、オリオン座等の星座を一
緒に探してみましょう。

12 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

人権の心をはぐくむ市民の集い2022
12 月３日㊏　13:30 〜 16:20
市民館 大ホール

■人権講演会（14:30 ～ 16:00）
「メディアと人権の諸問題〜 SNS

時代のメディアとの付き合い方〜」
後藤 心

しんぺい
平（広島経済大学准教授、

元 tys アナウンサー）
中学生人権作文コンテスト表彰

式・朗読、「人権の花運動」活動報告
（椿西小・多磨小）、「人権の花」バト
ンタッチ式

【同時開催】　人権ふれあいマーケッ

募　集

講演・講座
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納期限までに忘れずに納めましょう
・固定資産税（３期）
・国民健康保険料（７期）
・介護保険料（７期）
・後期高齢者保険料（６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　令和５年 1 月４日㊌

収納課　☎ 25-3575

納期のお知らせ

12 月７日㊌〜 22 日㊍
　 開議はいずれも 10:00 から　

萩市議会議場
※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
◆放送日程（各常任委員会除く）
　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（121ch）。
　エフエム萩（77.5ＭＨｚ）でも生中継。

日 日程

７日㊌ 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㊎ 各常任委員会

22 日㊍ 委員長報告、質疑・討論・表決

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

消費生活無料法律相談（借金相談含む）

12 月９日㊎　10:00 〜 12:00
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
12 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
12 月 28 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（12/1 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 〜、
17:00 〜エイズ即日検査
○14日㊌13:30〜骨髄ドナー登録会
※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

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

県弁護士会　☎ 083-922-0087

身体障がい者巡回相談(整形外科)
令和５年１月19日㊍ 13:30〜14:30

総合福祉センター 多目的ホール
補装具交付の要否判定、処方および適合判定
身体障害者手帳所持者等

■相談員　山口県身体障害者更生相
談所の指定医　

令和５年１月６日㊎までに、福祉
支援課へ　☎ 25-3523

萩吹奏楽団 ウィンターコンサート
12 月３日㊏　14:00 〜 16:30
サンライフ萩 
萩吹奏楽団サマーオレンジーズ

（冨田）　☎ 090-8715-2057

花遊
　萩の風景をイメージした押し花絵
展を開催します。

12 月 13 日㊋〜令和５年１月
16 日㊊　9:00 〜 17:00

青木周弼旧宅（南古萩町）
100 円
観光課　☎ 25-3139

「第 10 回音楽の時間」
オカリナ X’mas コンサート 

12 月 17 日㊏　13:30 〜 15:00
萩・明倫学舎本館 多目的復元教室
萩オカリナ塾（柏村）☎ 22-2332

「税を考える週間」租税作品展
　萩税務署管内の児童・生徒の皆さ
んの作品（絵はがき・作文・習字）を展
示します。

12 月８日㊍〜 23 日㊎
市役所ロビー　
萩税務署　☎ 22-0900

※音声ガイダンスに従って案内番号　　　
　「２」を押すと担当課に繋がります

お仕事ワークショップ
〜萩おみせやさんごっこ〜
　地元企業のお仕事ワークショップを
通じて地域産業に興味を持ってもら
うため、ワークショップ等の出店ブー
ス、ステージイベントを開催します。

12 月４日㊐　10:30 〜 15:30
田町商店街
萩東中学校吹奏楽演奏、クイズラ

リー、もちまき、プラレール展示等
市内小中学生
萩商工会議所　☎ 25-3333

HAGI・浜崎朝市
12月４日㊐ 8:00〜12:00
浜崎魚市場
浜崎しっちょる会　☎ 22-0133

イベント

相　談

市議会 12月定例会
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○ハッピーバースデイ　〜 12/23
○沈黙のパレード　　　  〜 12/16
○アバター２　　　　　 12/16 〜
○犬ころたちの唄　　　　12/3 〜
○ONE PIECE FILM RED　12/3 〜

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

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

椿東健康づくり教室/椿東小地域ふれあいセ/13:30〜
大井グッドヘルス/13:30〜/大井公民館
男性の健康料理教室（※）/10:00〜/萩市保健セ
こころの相談日（※）/13:30〜/萩市保健セ
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〜/萩市保健セ
メンタルヘルス講座（※）/10:00〜/総合福祉セ
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
浜崎タマちゃん体操会/13:30〜/浜崎みんなの家
健康・栄養相談/12:00〜/市役所ロビー

平山台体操/11:00〜/田万川農村婦人の家
おや自炊教室/10:00〜/田万川保健セ
弥富元気クラブ/9:30〜/弥富公民館
みんなの健康運動教室/13:30〜/須佐保健セ
萩市健康体操教室/10:00〜/田万川体育館
脳トレ楽習会/10:00〜/田万川保健セ
エアロビクス教室 /10:00 〜 / 田万川体育館

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

１日㊍ 

５日㊊
８日㊍　
９日㊎

10日㊏
14日㊌
15日㊍
16日㊎　　  

１日㊍   
２日㊎

２日㊎
６日㊋
７日㊌
８日㊍
13日㊋
14日㊌
16日㊎

◉萩地域

◉須佐・田万川地域

定例乳幼児相談（※）/10:00 〜 / 川上保健セ
減るしー教室 /10:00 〜 / 旭活性化セ
減るしー教室 /9:30 〜 / 川上保健セ

７日㊌ 
13日㊋ 
16日㊎

◉旭・川上地域

むつみ楽しく体を動かす会/13:30〜/むつみ農
村環境改善セ
福栄体を楽しく動かす会/13:30〜/ふくえ〜る

７日㊌ 

８日㊍

◉むつみ・福栄地域

ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと
（萩・明倫学舎３号館２階）
12 月展示スケジュール

行事名 日時 連絡先

大
展
示
室

萩美術協会特別展
「呟きか…叫びか藤﨑恒頼展」

6 日㊋〜 11 日㊐
10:00 〜 17:00

萩美術協会（藤﨑）　
☎ 26-0605

パッチワークと
愉快なおばさんたち展

15 日㊍〜 18 日㊐
10:00 〜 17:00

パッチワークと
愉快なおばさんたち

（横山）   ☎ 26-5309　　
メリークリスマス
はな de あそぼー。

（ワークショップと展示）
24 日㊏〜 25 日㊐
10:00 〜 16:00

池坊萩支部（岡）
☎ 090-1681-6150

小
展
示
室

押し花作品展示会
（2 日のみ 12:00 〜）

2 日㊎〜４日㊐
10:00 〜 16:00

不思議な花倶楽部（刀祢）
☎ 22-1290

クリスマス展示
（Waku ② BASE との共同制作）

24 日㊏〜 25 日㊐
10:00 〜 17:00

文化・生涯学習課
☎ 25-3511

最新情報は
こちらから⇒

「美味しい！萩の地魚グルメキャンペーン」特別お取り寄せセット
　道の駅や直売所おすすめの水産加工品を詰め合わせた特別セットをご用意しました。
価格は 4,500 円（税込）、送料無料でお送りします！

お取り寄せ商品（いずれも冷凍便） 販売開始　12月１日㊍　9:30～

20 セット20 セット
萩のあまだい、レンコダイ、イトヨ

　リダイ、金太郎のセット
■取扱店舗
　道の駅「ゆとりパークたまがわ」
　☎ 08387-2-1150

JF 江崎フレッシュかあちゃん
の干物セット

送料無料！送料無料！
数 量 限 定数 量 限 定

萩産剣先イカ、萩産瀬つきあじ
　などのセット
■取扱店舗
　道の駅「萩しーまーと」
※オンラインショップ注文のみ

50 セット50 セット
萩のブランド魚セット

50 セット50 セット
須佐一本釣りの剣先イカ刺身・

　一夜干し、イカ飯などのセット
■取扱店舗
　いかマルシェ
　☎ 08387-6-3380

須佐のイカ大満足セット
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12 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。
※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

1木

●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」（～11日）/9:00～/萩博物館
●はぎ文化財アート回遊ウィーク（～11日）/青木周弼旧宅、旧山村家住宅、旧山中家住宅
●萩イルミネフェスタ（～Ｒ5/1/5）/17:30～/JR萩駅前ロータリー
●ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと（〜25日）/9:00〜/萩図書館
●森井先生のあみぐるみ展（〜27日）/9:00〜/明木図書館
●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
●人権相談/13:00〜/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）

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

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

3土

●シクラメンフェア（～４日）/9:00～/道の駅「ハピネスふくえ」
●アロマキャンドル&プレート作り/13:30〜/児童館
●おはなし会おひさま（10日）/14:30〜/子ども図書館

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

4日 ●バリアフリー映画上映会「すみっコぐらし〜とびだす絵本とひみつのコ〜」/14:00〜/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 / 齋藤

（08388-2-2838）

5月
外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

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/13:30〜/総合福祉センター

外科
内科

兼田（22-1113）
わたぬき（25-2020）

7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
●ちっちゃなおはなし会（14日）/10:30〜/明木図書館

外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

8木 ●行政相談/10:00〜/むつみ農村環境改善センター 外科
内科

大藤（21-0002）
全眞会（22-4106）

9金

●萩・明倫学舎のクリスマスイルミネーション（～Ｒ5/1/9）/17:30～/萩・明倫学舎
●だんすダンス！/19:00〜/児童館
●行政相談/9:00〜/福栄農業担い手育成センター、/10:00〜/旭活性化センター

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
花宮（25-8738）

10土

●須佐イルミネーション（～Ｒ5/1/6）/17:00～/JR須佐駅周辺
●みんなの図書館シネマ「クリスマスキャロル」/14:00〜/萩図書館
●ザ・卓球/10:30〜/児童館

外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

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
●シーボルトのピアノ来日200年記念コンサート/13:00～、17:00～/熊谷美術館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

12月
外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

13火
●心配ごと相談/9:30〜/田万川総合事務所
●行政相談/13:30〜/川上公民館

外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

14水

●ベビーマッサージ教室/10:00〜/児童館
●暮らしに役立つ図書館講座『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-』/10:30〜/萩図書館
●おはなし・あそびの会/15:30〜/明木図書館
●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）
柳井（22-0748）

15木 ●ピヨピヨ「フラワーアレンジメント」/10:30〜/児童館 外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

16金
外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

●イベント　●図書館・児童館　●相談
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人の動き 人口／43,807人（前月比-70）　男／20,343人（前月比-25） 　女／23,464人（前月比-45）
世帯数／22,905世帯（前月比-17） 　出生／13人　死亡／72人　（令和４年10月末日）

 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。今月は２回発行します。お知らせ

新型コロナ（発熱などの症状がある方）相談窓口
まずは、かかりつけ医に電話でご相談ください

 かかりつけ医が　
ある

ない

※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

○萩市健康相談窓口（年中無休）　　
　萩・阿武健康ダイヤル 24　
　☎ 0120-506-322（24 時間受付）
○萩市内の診療・検査
　医療機関案内　⇒

相談する医療機関に迷う場合や夜間・休日に急に発熱した場合等は、
受診・相談センターにご相談ください。

＃ 7700 を
利用できない場合は、
☎ 083-902-2510 へ
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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。

12 月18 日㊐まで

公式 HP

 菊川英山「風流夕涼三美人」
文化11〜14年（1814〜1817）

シーボルトのピアノ来日200年記念
コンサート ～景色の見える音楽会～

12 月 11 日㊐
　第１回　13:00 〜 14:30
　第２回　17:00 〜 18:30

熊谷美術館
自由席・前売券

　・一般 3,000 円
　・高校生以下 1,500 円
※当日券は 500 円追加
■販売　熊谷美術館、プレイガイド萩楽器店、チケットぴあ

シーボルトのピアノプロジェクトを推進する会
　☎ 25-5535（熊谷美術館）

　熊
く ま や

谷家に代々伝わるシーボルト寄贈のピアノは、今も
その音色を響かせる貴重な文化遺産の一つです。
　来日 200 年を記念して、特別に現代と古典ピアノの
構成で、音楽家の守

もりとき
時 タツミ氏による演奏を重要文化

財熊谷家住宅よりお届けします。

《五彩龍文壺》中国・景徳鎮窯 明時代 
万暦在銘（1573〜1620年）

華麗なる色絵磁器華麗なる色絵磁器
令和５年４月９日㊐まで

普通展示
浮世絵に見る影の表現―写実と幻想浮世絵に見る影の表現―写実と幻想

《アート年賀状作品募集》《アート年賀状作品募集》
12 月 22 日㊍

　作品は令和5年１月２日㊊㊗から29日㊐まで
美術館で展示します。詳細はHPをご確認ください。

一般300円
　※70歳以上、18歳以下無料

■12月の休館日 12日㊊、19日㊊〜31日㊏

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☎ 24-2400

　昔の星空を再現したシミュレーション映像や、江戸
時代の天体観望に使われた星図、彗星・流星群の観望
日記などの歴史資料も展示します。

12 月 24 日㊏〜令和 5 年３月５日㊐
※年末年始（12/30 〜 1/1）および臨時休館日

（1/25 〜 1/27）、１月以降の水曜日は休館

ヒストリカル・スターズ

萩博物館 HP ▶

萩藩士 三戸 茂
も な い

内が描いた 
ドナティ彗星（萩博物館蔵）

◆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：「奇兵隊総督 河上 弥市と赤

あ か ね
袮 武

た け と
人」

12 月４日㊐　13:30 〜（約 40 分）
※予約不要・参加無料（ただし観覧料は必要）

〜萩の先人たちが見た星空〜〜萩の先人たちが見た星空〜

冬期企画展冬期企画展 ☎ 25-6447☎ 25-6447萩 博 物 館萩 博 物 館

　シクラメン、花苗や新鮮野菜を販売をします。
12月３日㊏  9:00〜15:00、４日㊐  9:00〜14:00

道の駅「ハピネスふくえ」　☎ 52-0356

シクラメンフェア

第30回   はぎマルシェ
　今回は農機具の展示や第 30 回を記念して、もち
まきを開催します！また、ステージイベントでは、
萩高合唱部やサマーオレンジーズによる演奏をお届
けします。

12月17日㊏ 11:00〜14:00
中央公園
農政課　☎25-4192

Facebook Instagram 市 HP

★出店者、ステージ出演者を
　随時集中！開催の１カ月前
　までにお申し込みください。

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

《《学芸員よる作品解説》華麗なる色絵磁器学芸員よる作品解説》華麗なる色絵磁器
12月10日㊏　11:00〜
10 人（要予約、要観覧券）

音楽家　守時 タツミ音楽家　守時 タツミ
　2015年から現在まで、NHK
ラジオ深夜便で、「音の絵本」、

「景色の見える音楽」のレギュ
ラーコーナーを担当。
　　山口県では、初のコンサート
開催となります。

予約ページ
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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！

最新の情報を随時
お届けします！

「山口県萩市」
公式 Facebook

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

12 月 10 日㊏〜１月６日㊎　17:00 〜 21:00
★★  点灯式　12 月 10 日㊏　17:30 〜
　ツリーの飾り付けとサンタから子供へプレゼントがあります♪

JR須佐駅周辺  須佐おもてなし協会  ☎08387-6-3380

イルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーション須 佐須 佐

１月５日㊍まで　17:30 〜 23:00
JR萩駅前ロータリー　 萩市観光協会　☎ 25-1750

萩萩 イルミネフェスタ2022イルミネフェスタ2022イルミネフェスタ2022イルミネフェスタ2022

12 月９日㊎〜１月９日㊊㊗　17:30 〜 21:00
★★  点灯式　12 月 9 日㊎ 17:00 〜

本館正面玄関付近　 萩・明倫学舎推進課　☎21-2018

萩萩・・明倫学舎のクリスマス明倫学舎のクリスマス明倫学舎のクリスマス明倫学舎のクリスマス
〜学舎維新祭〜　ファイナルイベント〜学舎維新祭〜　ファイナルイベント〜学舎維新祭〜　ファイナルイベント〜学舎維新祭〜　ファイナルイベント

■演奏者
　五

ご み

味 俊
と し や

哉
 （ヴァイオリン）

第 14 回第 14 回
１月４日㊌　12:15〜12:45

■曲目

鎌倉交響楽団コンサートマスターによる
ヴァイオリン演奏

・バッハ 無伴奏ソナタ第３番ニ短調
  BWV1005より
・バッハ 無伴奏パルティータ第３番
  ホ長調 BWV1006より

第 13 回第 13 回 12月21日㊌　12:15〜12:45

内山 望美（歌唱）
サンタクロース
with トナカイ

■曲目
・ジングルベル
・きよしこの夜
・チャイコフスキー作曲　
　四季 OP.37a より
  「12 月クリスマス」
 ・Ave Maria
 ・クリスマスイブ  など

長岡 あゆみ
（ピアノ）

■演奏者
クリスマスコンサート
クリスマスコンサート
クリスマスコンサート
クリスマスコンサート

ベルクワイヤ（ハンドベル）

演奏者を随時募集中！
詳細はこちら▶

萩の夜を彩るイルミネーション萩の夜を彩るイルミネーション萩の夜を彩るイルミネーション萩の夜を彩るイルミネーション


