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【表紙の説明】12 月 15 日、笠山椿群生林で椿の開【表紙の説明】12 月 15 日、笠山椿群生林で椿の開
花宣言がありました。また、花宣言がありました。また、12 月 16 日に開催さ12 月 16 日に開催さ
れた日本ジオパーク委員会で、萩ジオパークが再認れた日本ジオパーク委員会で、萩ジオパークが再認
定されました。現地調査では活動に関わる皆さんが、定されました。現地調査では活動に関わる皆さんが、
調査員の方に取組状況などを紹介しました。調査員の方に取組状況などを紹介しました。
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の魅力向上を図るとともに、お伺いしたご意見の実現に努めてまいります。
　本年いよいよ、相島航路に待望の新船が８月に就航します。離島の振興につきましては、本土との格差是
正に向けた取り組みを進めるためにも、関係団体に強く要望してまいります。
　昨年末、うれしいニュースがありました、萩ジオパークが再認定されたことであります。これもひとえに
各ジオサイトにおいてジオパーク活動に関わる皆様方のご活躍の賜物であります。今後一層、大地と向き合
う「萩ジオパーク」ならではの活動を展開してまいります。
　コロナ禍ではありますが、萩への観光客も戻りつつあります。本年は長州ファイブの英国渡航１６０年の

あけまして おめでとうございます令和５年（2023）

　新型コロナウイルス感染症につきましては、流行から３年が経過しようとしており、まだまだ収束の兆し
が見えない状況が続いています。全国的に新規感染者数が増加傾向にあり、社会経済活動の活発化や気温
が低下する季節を迎えることなどから、季節性インフルエンザとの同時流行とさらなる感染拡大が懸念され
ています。
　このような中、感染拡大予防と社会経済活動の維持との両立に向け、引き続き、市民の皆様の命と健康、
生活を守るための感染症対策と経済対策に取り組んでまいります。
　市民の皆様におかれましては、十分な換気やこまめな手洗いなどの基本的な感染予防対策を徹底してい
ただきますようお願い申し上げます。
　なお、中核病院の形成につきましては、現在、都志見病院と合意に向けた様々な調整を行っているところ
であり、市民の皆様にご説明できる段階に至れば、速やかにお知らせしてまいります。

　市民の皆様には、心新たに新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。
　昨年は、おまつり等のイベントの開催により各地が賑わい、萩が元気を取り戻したこ
とを実感いたしました。
　本年も、明るく元気な萩市を目指し、「５つの良し」のまちづくりの基本政策により、
至誠の精神をもって、山積する諸課題への解決に向けて果敢に取り組んでまいります。　

　地方創生において最も重大な課題である道路網の整備でありますが、
山陰自動車道や小郡萩道路の早期完成に向けて、関係団体等に対し、強
力に要望してまいります。
　地域の振興を図るため、昨年度に引き続き一日市長室を開設し、市民
の皆様からの意見をお伺いしました。各地域においては、花による地域

節目の年でもあり、萩観光の起点施設である萩・明倫学舎や文化財施設の
活用も併せ、関係団体とともに切れ目のない観光キャンペーンを展開して
まいります。
　一次産業及び地場産業の振興につきましては、関係団体等と連携して、担い
手確保、生産振興、販路拡大につながるよう、様々な施策を展開してまいります。
　萩は教育のまちであります。志教育を一層推進するとともに、教育体制
の充実を図り、地域と共にある学校づくりに取り組んでまいります。
　人口減少・少子化対策につきましては、社会増減のマイナスに歯止めを
かけ、出生数を増加させるため、「若者の働く場の創出」、「移住を促進する
住まいの確保・提供」、「出生・子育て・教育環境の充実」を三本の柱として、
取り組んでまいります。
　また、一昨年から開始した市役所ロビーコンサートも引き続き実施す
るとともに、昨年整備しました萩・明倫学舎３号館の萩市民ギャラリー
につきましても、市民の皆様の文化意識の高揚につながるよう、活用に
努めてまいります。

一日市長室での現地確認

調査員からの会長（市長）ヒアリング

ロビーコンサート
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あけまして おめでとうございます
「５つの良し」の基本政策で明るく元気な萩市を目指します！

　新しい年が皆様お一人おひとりにとって、実り多き素晴らしい一年となりますよう、
また、ご多幸とご健康を心からお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

◆住んで良しのまちづくり
○医師・看護師の確保対策、介護士資格支援
○ 100 円バス「ＨＡＧＩＣＡ」の運用、
　萩循環まぁーるバスの利用促進
○定住対策、防災体制の強化
○花による地域振興、離島振興

◆訪れて良しのまちづくり
○萩観光キャンペーンの展開
○全国椿サミット萩大会の開催
○４棟全館開館した萩・明倫学舎の活用
○萩まちじゅう博物館構想の推進

◆働いて良しのまちづくり
○多様な支援による一次産業の振興
○多様な支援による地場産業の振興
○萩ブランド戦略
○企業誘致の推進

◆学んで良しのまちづくり
○若者が活躍できる機会の創出
○小中高が一体となった志教育を軸とした
　ライフキャリアの推進
○スポーツ・文化環境整備
○高校魅力化の取り組みを推進

◆育てて良しのまちづくり
○多子世帯応援誕生祝金の支給
○給食費の無償化、奨学金の返還支援
○萩市・長門市・美祢市で運営する
　ＧＯ－ＥＮセンターの利用促進
○妊娠前から子育て期まで切れ目のない子育て支援 ＧＯ－ＥＮセンター開所子育て世代包括支援センター

HAGU での子育て相談

移住者 400 世帯到達

笠山椿群生林

萩地方卸売市場への水揚げ

萩探究部 椿東小学校開校 150 周年記念式典

田植え作業の様子

萩・明倫学舎来館者 100 万人

道の駅「ハピネスふくえ」を
彩るベルギーマム
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12 月市議会で決まった補正予算12 月市議会で決まった補正予算
　電力・ガス・食料品等の価格高騰等に対応
するため、市民の皆さんの負担を軽減する
事業を中心とした主な事業を紹介します。

○対象製品　①エアコン、②冷蔵庫・冷凍庫、③テレビ、
　　　　　　④ LED 照明器具、⑤温水機器（電気・ガス・石油）
　　　　　　※共通基準：統一省エネラベル２つ星※共通基準：統一省エネラベル２つ星（★★）（★★）以上以上

がんばろう萩！省エネ家電製品購入支援事業がんばろう萩！省エネ家電製品購入支援事業（5,094万５千円）（5,094万５千円）新 　電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響を受けている家計の負担軽減と温室効果ガスの　電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響を受けている家計の負担軽減と温室効果ガスの
削減を図るため、省エネ性能に優れた家電製品を買い換えたご家庭に対し、購入費用の一部を補削減を図るため、省エネ性能に優れた家電製品を買い換えたご家庭に対し、購入費用の一部を補
助します。助します。
○対 象 者　市内に住民登録があり、市内に所在する店舗や事業所で、対象の省エネ家電を買い
　　　　　　換えたご家庭

○補 助 額　購入額（税抜）×１／３（1,000 円未満切捨）
　　　　　　上限額５万円、下限額 3 千円
○対象期間　令和５年１月１日㊐㊗～６月 30 日㊎
○申請方法　申請書に領収書（原本）や保証書、リサイクル券等の写しを添付して環境衛生課、
　　　　　　または各総合事務所へ提出
○申請期間　令和５年１月 10 日㊋～７月 10 日㊊（申請は１世帯当たり１回限り）
　　　　　　※予算がなくなり次第、終了   環境衛生課　☎ 25-3341環境衛生課　☎ 25-3341

がんばろう萩！中小企業者等省エネ対策事業がんばろう萩！中小企業者等省エネ対策事業（2,705 万円）（2,705 万円）新 　電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等を踏まえ、中小企業者等の負担軽減と経営の安定化を　電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等を踏まえ、中小企業者等の負担軽減と経営の安定化を
図るための省エネ機器への更新、または導入にかかる経費の一部を支援します。図るための省エネ機器への更新、または導入にかかる経費の一部を支援します。
○対 象 者　市内に本社や事業所があり、事業実績を有する中小企業基本法等に規定する中小企
　　　　　　業者および小規模事業者（個人事業者、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、
　　　　　　NPO法人等を含む）
○要　　件　令和４年４月から令和５年１月までの連続する任意の３カ月の売上利益率が令和元
　　　　　　年度以降の同期と比較して減少していること
○対象経費　令和５年１月 21 日㊏から６月 30 日㊎までの間に省エネに対応した機器への買い
　　　　　　換えや省エネが図られる機器を新たに導入する経費（税抜）
○給付金額　対象経費×２／３以内　中小企業者枠　上限額 50万円、下限額 10万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　小規模事業者枠　上限額 20万円、下限額 5万円

  商工振興課　☎ 25-3108商工振興課　☎ 25-3108○申請期間　令和５年１月 20 日㊎～３月 10 日㊎（要導入前申請）

新 出産・子育て応援事業（2,417 万４千円）出産・子育て応援事業（2,417 万４千円）
　全ての妊婦・子育て家庭が孤立感や不安感を抱くことなく、安心して出産・子育てができるよう、　全ての妊婦・子育て家庭が孤立感や不安感を抱くことなく、安心して出産・子育てができるよう、
妊娠期から出産・子育てまで、伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施します。妊娠期から出産・子育てまで、伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施します。
○対 象 者　令和４年４月以降に妊娠・出産された方
○伴 走 型 相 談 支 援　出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等
○経済的支援 （補助額）  妊娠届出時の面談実施後　妊婦１人当たり５万円
　　　　　　　　　　　出生届出後の面談実施後　新生児１人当たり５万円

  健康増進課　☎ 26-0500健康増進課　☎ 26-0500
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がんばろう萩！漁業省エネ対策事業がんばろう萩！漁業省エネ対策事業（1,231 万円）（1,231 万円）新 　漁業者の負担軽減を図るため、漁船の船底清掃にかかる経費の一部を支援します。　　漁業者の負担軽減を図るため、漁船の船底清掃にかかる経費の一部を支援します。　
○対 象 者　市内に住所（法人等は市内に事業所）があり、令和元年以降に水産物の販売実績がある
　　　　　　経営体（１年間における漁業の従事日数が 30 日未満の個人経営体を除く）

○対象経費　令和５年４月から 12 月までの間に実施する、漁船の船底清掃にかかる経費（税抜）

○給付金額　対象経費×１／２以内（１経営体につき１隻限り）
　　　　　　※上限額：３トン未満 ２万円、３トン以上 10 トン未満 ３万円、10 トン以上 ４万円　　

  水産課　☎ 25-4195水産課　☎ 25-4195

　市内宿泊施設に宿泊された方に対し、2,000 円相当分のクーポン券の配布を支援します。　市内宿泊施設に宿泊された方に対し、2,000 円相当分のクーポン券の配布を支援します。
がんばろう萩！安心安全観光地づくり事業がんばろう萩！安心安全観光地づくり事業（１億700万円）（１億700万円）

○クーポン利用期間　1月20日㊎～４月27日㊍（予定）

  観光課　☎ 25-3139観光課　☎ 25-3139○クーポン配布枚数　1,000円券×２枚×５万人（枚数に達し次第終了）　

がんばろう萩！農業省エネ対策事業がんばろう萩！農業省エネ対策事業（5,700 万円）（5,700 万円）新 　農業者の負担軽減を図るため、農業用機械の点検・修理等にかかる経費の一部を支援します。　農業者の負担軽減を図るため、農業用機械の点検・修理等にかかる経費の一部を支援します。

○対 象 者　市内に住所（法人等は市内に事業所）があり、経営耕地面積が 30a 以上または、令和
　　　　　　元年以降に農業収入が 50 万円以上ある経営体

○対象経費　令和５年 2 月から 12 月までの間に実施する、以下の
　　　　　　農業用機械にかかる点検・修理等に要する経費（税抜）
　　　　　　①乗用型トラクタ、②乗用型田植機、③コンバイン、④乗用管理機、⑤スピードスプレヤー

  農政課　☎ 25-4192農政課　☎ 25-4192○給付金額　対象経費×１／２以内（上限額15万円：１経営体当たり）

不妊治療サポート事業（187万 2千円）不妊治療サポート事業（187万 2千円）新 　令和４年度から不妊治療への保険適用が拡大されたことにより、県・市の助成制度の一部が廃　令和４年度から不妊治療への保険適用が拡大されたことにより、県・市の助成制度の一部が廃
止となったため、自己負担額の増加が見込まれることから、治療費の一部を支援します。止となったため、自己負担額の増加が見込まれることから、治療費の一部を支援します。
○助成額　不妊治療の保険適用拡大にかかる医療費の自己負担分について、１回の治療周期につき
　　　　　87,000 円（上限額）を助成
○対象者　令和４年４月以降に治療を受けられた方   健康増進課　☎ 26-0500健康増進課　☎ 26-0500

がんばろう萩！福祉施設食材価格高騰対策事業がんばろう萩！福祉施設食材価格高騰対策事業 （391万８千円） （391万８千円）新 　市内福祉施設の利用者への安定的かつ継続的な福祉サービスの提供を確保するため、食材価格　市内福祉施設の利用者への安定的かつ継続的な福祉サービスの提供を確保するため、食材価格
の高騰に伴う経費を支援します。の高騰に伴う経費を支援します。

○支援内容　次の①と②を比較し、低い方の額を補助
　　　　　　①食材料費の対前年増加額  令和4年度下半期の食材料費－令和3年度下半期の食材料費
　　　　　　②補助金の交付上限額　　  補助基準額×利用者数
　　　　　　　入所施設　10,800円（利用者１人当たり）、通所施設　3,200円（利用者１人当たり）

  福祉支援課　☎ 25-3523　　　高齢者支援課　☎ 25-3368福祉支援課　☎ 25-3523　　　高齢者支援課　☎ 25-3368

○対象施設　障がい者施設、介護保険施設、高齢者施設
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【10 月 13 日】【10 月 13 日】笠山周辺で行われた現地調査

【10 月 14 日】【10 月 14 日】調査員の方からヒアリングを受ける田中市長（萩ジオパーク推進協議会 会長）

再 認 定 ！再 認 定 ！

再認定審査・現地調査の様子再認定審査・現地調査の様子

萩ジオパーク推進協議会 会長　田中市長コメント萩ジオパーク推進協議会 会長　田中市長コメント

祝祝

萩ジオパークの活動に関わる皆さんが、現地で調査員の方に取組状況などを紹介。

▼笠山火口でのミニ噴火実験

▲審査結果の電話を受ける
　田中市長

▼弥富溶岩露頭

　日本ジオパーク委員会により実施された日本ジオパーク再認定審査において、見事再認定
されました。これは、地質遺産の保全・活用の仕組みと取組、認定後からのジオパーク活動
の進展などを、提出した書類や 10 月13 ～14 日に行われた現地調査の結果などを踏まえ、
12 月 16 日に開催された日本ジオパーク委員会で審議された結果です。

山口県文化功労賞 萩市民秋季バレーボール大会

菊屋　吉
よ し お

生（68歳、南古萩） 中津江

文化財保護功労者 優　勝

受賞おめでとうございます 優勝おめでとうございます

　美術の専門家として、平成13 年 
から萩市文化財保護審議会委員を務めており、 
平成29 年からは同審議会副会長、令和４年からは
同審議会会長として、文化財の保護に尽力。

　平成 30 年に日本ジオパークに加盟認定されて以来、関係自治体や市民の皆様と協力
しながら、認定時に指摘された課題解決に努め、地球の視点で「萩らしさ」が“見える”、 

“伝わる”まちを、萩ジオパークの将来像に掲げ、さまざまな活動を行ってきたことが
日本ジオパーク再認定という形で評価いただけたことを大変うれしく思います。
　これまで萩ジオパーク活動に取り組んでこられた皆様方に、深く敬意を表するとともに、
ご支援いただいた関係者の皆様方に感謝申し上げます。
　今後もさらなる活動の推進によって、より多くの方々が萩ジオパークを訪れ、新しい
萩の魅力を体験できるよう取り組んでまいりますのでご支援、ご協力をお願いします。

調査員：三笠市商工観光課長 下村氏 調査員：産業技術総合研究所 渡辺氏
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自宅療養者自宅療養者

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症流流行行下下ににおおいいててもも、、毎毎日日ごご自自身身のの
体体調調をを確確認認すするるここととはは、、健健康康管管理理のの観観点点でで重重要要でですす。。

□□ 体体温温計計
□□ 薬薬（（常常用用ししてていいるる薬薬、、解解熱熱鎮鎮痛痛薬薬等等））
□□ 検検査査キキッットト（（【【体体外外診診断断用用医医薬薬品品】】又又はは【【第第１１類類医医薬薬品品】】とと表表示示））
□□ 日日持持ちちすするる食食料料（（55～～77日日分分程程度度をを目目安安））
□□ フフォォロローーアアッッププセセンンタターー

受受診診・・相相談談セセンンタターー等等のの情情報報
□□ 近近隣隣のの診診療療検検査査医医療療機機関関のの情情報報

--準準備備ししてておおくくととよよいいもものの--

WWiitthh ココロロナナににおおいいてて

健健康康ををままももるるたためめににででききるるこことと

禁禁煙煙ししよようう

適適切切なな食食生生活活をを目目指指そそうう
適適度度なな運運動動ををししよようう
十十分分なな睡睡眠眠ををととろろうう

おお酒酒とと上上手手にに付付きき合合おおうう

引引きき続続きき感感染染予予防防ののたためめにに気気ををつつけけるるこことと

手手洗洗いい等等感感染染予予防防対対策策をを徹徹底底ししままししょょうう
毎毎日日体体温温をを測測るるななどど自自己己管管理理ををししままししょょうう

健健康康のの保保持持・・増増進進ののたためめにに日日常常かからら気気ををつつけけるるこことと

新新型型ココロロナナワワククチチンンをを接接種種ししままししょょうう

※※災災害害時時ににもも有有用用でですす

検検査査キキッットトをを購購入入すするる
際際のの留留意意点点ははここちちらら

新新型型ココロロナナ
感感染染予予防防情情報報

新新型型ココロロナナ
ワワククチチンン情情報報

健健健健康康康康にににに関関関関すすすするるるるセセセセルルルルフフフフケケケケアアアアををををししししままままししししょょょょうううう

　屋外では季節を問わず、マスクの着用は原則不要です。
　屋内では距離が確保でき、会話をほとんど行わない場
合をのぞき、マスクの着用をお願いします。
　場面に応じた適切なマスクの着脱をお願いします。

　自宅での抗原定性検査を希望する方は、一定の有症状
者を対象として県が配布する検査キットまたは薬局等で
販売する医療用抗原検査キットを入手し、
ご自身で検査してください。

新型コロナウイルスの感染拡大に加え、インフルエンザの流行による多数の発熱患者の同時
発生の可能性があります。

医療機関のひっ迫を避けるため、毎日ご自身の健康に関するセルフケアをしましょう。

マスクの着用について 自宅での抗原定性検査

　医療機関を受診され、発生届の対象外の方や、ご自宅
での検査等で陽性の結果が出た方は、健康相談等の支援
を円滑に受けるため、「自宅療養者フォローアップセン
ター」への登録をお願いします。
■登録に関する問い合わせ  （いずれも毎日9:00～20:00）
　・医療機関を受診した方　☎ 083-920-5800
　・ご自宅で陽性が判明した方　
　　☎ 070-8795-2521、☎ 070-8795-1313

自宅療養者フォローアップセンター

◦かかりつけ医がある方は電話でご相談ください。
◦かかりつけ医がない方、相談する医療機関に迷われる方は
　→受診・相談センター＃ 7700（毎日 24 時間対応）
　　（ご利用できない場合　☎ 083-902-2510）

発熱等の症状がある場合（新型コロナウイルス
感染症）の相談窓口

健康増進課　☎ 26-0500

県が配布する検査キット
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　市では、次代を担う人材の育成やふるさと萩における人材を確保するため、また、経済的な理由により進学や
資格取得を諦めることがないよう、給付型の奨学金制度給付型の奨学金制度を設けています。
　令和４年は、78 件の新規申請に対して、46 人に奨学金を給付しました。
　奨学金を希望される皆さまからの申請をお待ちしております。

「子育ての幸せが実感できるまちづくり」を目指して「子育ての幸せが実感できるまちづくり」を目指して

（注）萩高校奈古分校、大津緑洋高校海洋技術科・海洋科学科を含む。

奨学金名 守永洋子・石川幸子大学等奨学金

対象者 山口県立萩看護学生 萩准看護学院生 介護福祉士学生 山口県立農業大学校生

募集人数 ３人 ４人 ２人 ５人

給付年額 30万円 30万円
福祉系高校　15万円

30万円
養成施設　30万円

給付条件
免許取得後、市内に住所を定め、市内医療
機関に引き続き３年以上勤務すること等

免許取得後、市内に住所を定め、
市内福祉サービス事業所に引き
続き３年以上勤務すること等

卒業後、市内に住所を
定め、引き続き３年以上
就農すること

農政課　☎25-4192※「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の受給者は対象外。

萩市奨学金制度萩市奨学金制度 募集期間募集期間 １月12日㊍～２月14日㊋１月12日㊍～２月14日㊋

対象者
■４月に高等学校・大学等に進学予定で、新規に申請される方
■高等学校・大学等に在学中で新規に申請される方
※現在受給中の方の継続申請については、４月に募集します。

奨学金名 高等学校
進学奨学金

至誠館大学
進学奨学金

守
もりなが

永洋
よ う こ

子・石
いしかわ

川幸
さ ち こ

子
大学等奨学金

三
み わ

輪休
きゅうわ

和・壽
じゅせつ

雪
芸術文化奨学金

大
おおたに

谷重
しげとも

友
大学進学奨学金

対象者

市内高校限定 至誠館
大学生 至誠館大学以外の学生 芸術・音楽大学等の学生 大学生

（入学時限定）

 保護者の住所が市内にあること
保護者の住所が市内に引き続き5年以上あること
※市内高校（注）出身者を優先市内に住所があり、

市内高校（注）へ
通学すること

　萩市の他の奨学金の給付を受けていないこと

募集人数 14人 10人 ８人 ２人 ３人

給付年額

全日制
12万円

30万円 30万円 15万円 30万円
定時制・通信制

９万円

　申請方法や提出書類等の詳細は、企画政策課、各総合事務所、支所・出張所に備え付け、または市HPに
掲載している「萩市奨学生のしおり」をご確認ください。 企画政策課　☎25-3102

特 集特 集 ＃７＃７
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提出書類（申請時）
①奨学金給付申請書
②生計を同じくするすべての方の住民票
　または住民票記載事項証明書の写し
③生計を同じくするすべての方（中学生以下を除く）
　の所得証明書（令和３年中）、令和４年中の収入が
　分かる書類
④生計を同じくし、市内に住所を定めるすべての方
　（中学生以下を除く）の収入および市税状況等確認
　同意書

進学予定の方 進学予定学校の合格通知
在学中の方 進級後（４月以降）の在学証明書

提出書類（申請後）

支給方法・時期
■進学予定の方
　進学にかかる経済的負担を考慮し、３月（進学予定
学校の合格通知提出後）に支給します。
■在学中の方
　進級後の在学証明書提出後の４月に支給予定

その他
■保証人が１人必要です（保護者可）。
■ご家族の経済状況等を勘案し、給付を決定します。

※市内に住民票のある方は、②および③の令和３年中
　の所得証明書は不要です。
※市外に住民票のある方は、④は不要です。

■メリット
経済的負担が軽減され、申請しやすくなります
　申請時に「萩市奨学金に申請したいけど、他に
も申請したい奨学金がある。どちらを申請したら
良いの？」と悩むことがなくなります。
　奨学金によっては併給ができないものもあり、
申請前に確認が必要ですが、萩市奨学金は併給が
原因で申請するかどうか迷う必要はありません。
※ただし、萩市奨学金同士を同年度に併給するこ
とはできません。

TOPICTOPIC
萩市奨学金は、他の奨学金（日本学生支援
機構の奨学金等）との併給ができます！

　施設内の別会場にて男女別のセミナーを開催します。その後、室内での交流をおこない、元乃隅神社へ
お参りに出掛けます。チームで会話を楽しみながら、恋もおみくじも大吉にしましょう！

「素敵な笑顔で愛され上手・たるみ、老け顔「素敵な笑顔で愛され上手・たるみ、老け顔

１月 21 日㊏　10:00 ～ 16:20
　（受付 9:30、セミナー 10:00 ～ 11:00）

ラポールゆや（長門市油谷新別名 10833）
※駐車場有り
■参加条件　35 歳以上

　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３市（萩市・長門市・美祢市）に在住の方、または結婚を

機に３市へのお引っ越しを考えられる方を対象に素敵な婚活・恋活を応援します。

GO-ENセンターの取り組みGO-ENセンターの取り組み

男性 3,500 円、女性 2,000 円
20 ～ 30 人程度
１月 18 日㊌

※ 19 日以降も空きがあれば募集を延長します。
■申し込み・詳細　㈱ネクスト・ステージ　☎ 083-250-6519

婚活セミナー・イベント参加者募集！

まずはお気軽にご相談ください
　月に１日、開所時間を午後７時まで延長しているので、仕事を終えてからのご相談
も可能です。ご相談の際は、希望日の３日前までに電話で事前にご予約ください。
■問い合わせ・予約先　GO-EN 萩センター　☎ 25-3421

男性セミナー男性セミナー 女性セミナー女性セミナー「上手な話しの聞き方」「上手な話しの聞き方」
改善で見た目年齢 －10歳！」 改善で見た目年齢 －10歳！」 「新春！絶景の神社で開運お参りコン in 長門」「新春！絶景の神社で開運お参りコン in 長門」イベントイベント＋＋

　高校進学のため島外に通学・居住する高校生へ
の修学支援補助金もあります。
　詳しくは、市 HP をご確認ください。

おいでませ、豊かな暮らし応援課
　☎ 25-3356

開所日をHPで公開しています開所日をHPで公開しています
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※令和４年 12 月 22 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

ワクチン接種はお済みですか？
　新型コロナワクチン接種事業の実施期間は令和５年３月末までとなっていますので、接種をご希望
の場合は、早めの接種をご検討ください。

年齢 回目 ワクチン 予約・接種方法

生後６カ月
　　～４歳

１～３回目
ファイザー（乳幼児用）

ワクチン接種対策室で予約し、
医療機関で接種（個別接種のみ）

５～ 11 歳 ファイザー（小児用）

12 歳以上

１・２回目 従来型ワクチン
（ファイザー・ノババックス）

ワクチン接種対策室で予約し、
医療機関で接種（個別接種のみ）

３～５回目
※接種は
　１人１回

オミクロン株対応ワクチン
（ファイザー・モデルナ）

個別接種は医療機関で、集団接
種はコールセンター・専用サイ
ト・はぎなびで予約し、接種

従来型ワクチン
（ノババックス）

ワクチン接種対策室で予約し、
医療機関で接種（個別接種のみ）

　萩市休日急患診療センターでは、年末年始（12 月 30 日㊎～令和 5 年 1 月 3 日㊋）に感染症の拡
大を防止するため、発熱患者専用の診療時間（10:00 ～ 16:00）を設けます。発熱・咳・嘔吐・下
痢等の症状がある方は、来院前に下記ダイヤルにお電話ください。
　指定された時間にご来院いただき、原則車内で診察を行います。感染症拡大防止のため、できる限
り公共交通機関の利用を避け、マスクを着用しトイレは済ませて自家用車等で来院してください。
　インフルエンザ流行時期のため、受付や診療の混雑が予想されますが、ご理解とご協力をお願いい
たします。
　※休日急患診療センターでは、新型コロナウイルスの PCR 検査はできません。
　※抗原検査料は公費負担ですが、医療費免除の方を除き初診料や休日加算等の診療費は自己負担が
　　発生します。

【発熱患者診療受付時間】　9:30 ～ 15:30 
【問い合わせ】萩市休日急患診療センター　☎ 26-1397

年末年始の発熱外来について

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）

12月 29日㊍
～ 1月 3日㊋はお休み
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方面団 ところ（上段：行進/下段：一斉放水） 時刻

中央
玉江河川公園

10：30
同上

川上
川上中学校水泳プール前

10：30
川上中学校水泳プール

田万川
道の駅「ゆとりパークたまがわ」屋外
ステージ 11：15
道の駅横田万川河川敷左岸

むつみ
B&G海洋センター体育館、グラウンド

11：00
宇立ため池

須佐
須佐総合事務所

11：00
育英小学校グラウンド

旭
（明木）

旭総合事務所前
11：00

明木橋下手
旭

（佐々並）
旭活性化センター

11：15
佐々並橋下手

福栄
福栄農業担い手育成センター、紫福支所前

11：00
JA山口県阿中支所前

※島しょ部は各島で実施

○式典
１月８日㊐　9:00 ～　　 市民館大ホール

○各方面団観閲式・分列行進・一斉放水等

　消防職団員の士気高揚と火災予防思想の普及啓蒙を
目的として萩市消防出初式を開催します。

令和５年 萩市消防出初式令和５年 萩市消防出初式

◎当日、萩・田万川・福栄地域および消防団器庫の
　非常サイレンを午前 7 時から１分間鳴らします。
◎各地域で、災害の一線で活躍する消防車両の分列
　行進や一斉放水を実施します。

火災とお間違えないようご注意ください火災とお間違えないようご注意ください
消防本部　☎ 25-2772

　萩市では、「萩市子ども読書活動推進計画」の計画期間満了を契機に、既存の「萩市ひとづくり推進計画」に
「萩市子ども読書活動推進計画」を編入するため、計画の改定作業を進めています。
　今回公表する「萩市ひとづくり推進計画（案）」について、広く市民の皆さまの意見を募集します。

「萩市ひとづくり推進計画 ( 案 )」のパブリックコメント「萩市ひとづくり推進計画 ( 案 )」のパブリックコメント

■期　　　間　１月 20 日㊎まで
■閲 覧 場 所　市 HP、市役所本庁市政情報コーナー、萩市教育委員会、各総合事務所、支所・出張所
■提 出 方 法　意見等提出様式に必要事項を記入のうえ、郵送、持参、FAX またはメールで下記まで提出
■提 出 先　〒 758-8555　萩市教育委員会教育政策課
　　　　　　　FAX：26-3561、メール：e-soumu@city.hagi.lg.jp
■問い合わせ　教育政策課　☎ 25-3141

◀意見等提出
　様式はコチラ

消費生活センター　☎ 25-0999

実在する組織を実在する組織を騙騙
か たか た

る迷惑メール（フィッシング詐欺）が急増！る迷惑メール（フィッシング詐欺）が急増！

いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、販売業者に電話がつながらない！いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、販売業者に電話がつながらない！

　「アマゾン」・「楽天」・「ETC利用照会サービス」等になりすました偽メールや、
ビットコインで支払いを要求するメールに注意しましょう。個人情報を入力させ、
不正利用することが目的の詐欺です。決して表示されているURLをクリックしな
いでください。

　定期購入の販売サイトでは、低価格を強調される一方、「解約の申し出は次回
発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。
　注文の際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認し、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 コ ー ナ ー消 費 生 活 コ ー ナ ー

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般の方
　の見学はご遠慮ください。

募 集募 集
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　令和 4 年 12 月１日に厚生労働大臣からの委嘱を受
け、新しい民生委員・児童委員が決まりました。相談
内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。

【民生委員・児童委員】生活に困っている方や母子・
寡婦・父子・高齢者・障がい者（児）・児童のことな
ど行政や関係機関と連携し、社会福祉全般についての
相談に応じます。

【主任児童委員】子どもの健全育成のお手伝い役とし
て、児童問題を専門的に取り扱います。
※各委員の電話番号については福祉政策課までお問い
　合わせください。
※空欄の地区については、今回の一斉改選で後任者が
　決まらず、現在調整中です。決定までは、隣接行政
　区の民生委員・児童委員へご相談ください。

■「民生委員・児童委員を名乗る不審電話にご注意く
ださい！」
　高齢者等宅に「民生委員児童委員」を名乗る人物か
ら、世帯構成などを聞き出そうとする電話がかかって
くる事案が全国各地で発生しています。
　詐欺事件につながる可能性もあるため、不審な電話
や訪問には、十分にご注意ください。
■被害にあわないための注意
　◦住所や氏名などの個人情報や家族構成を安易に教
　　えない。
　◦怪しいと感じたら氏名を尋ね、いったん電話を切っ
　　て福祉政策課に当該委員が実在するか確認する。
　・１人で判断せずに、家族や警察に相談する（でき
　　るだけ１人で対応しない）。

福祉政策課　☎ 25-3550
　各総合事務所市民窓口部門

民生委員・児童委員が決定 ～地域の身近な相談役～

民協 担当地区 氏　　名 行政区 ( 住所 )

川南

川島１区
川島２区 中村　由美 川島 2 区の 2
川島３区 吉松　文子 川島３区の１
土原１区の１ 田村　久美子 土原 1 区の 1
土原１区の２ 堀　益子 土原 1 区の 2
土原１区の３ 中島　智子 土原 1 区の 2
土原２区 波多野　勝 土原 2 区の 1
土原３区の１・２ 小野　晋 土原 3 区の 1
土原３区の３・４・５ 福田　眞澄 土原 3 区の 4
橋本・御許・唐樋町 出羽　惠子 御許町の 3
江向１区の１・２ 守永　ゆかり 江向 1 区の 1
江向１区の３・４・５ 井戸本　ヒサ子 江向 1 区の 4
江向２区 篠原　初枝 江向２区の 2
江向３区 山本　初美 江向 3 区の 1
江向４区 平野　玲子 江向 4 区の 2
河添の１ 小田　惠美子 河添の 1
河添の２ 厚母　みよ子 河添の 2
平安古東の１・２ 後藤　洋子 平安古東区の 1
平安古東の３・４ 寺川　育乃 平安古東区の 3
平安古西の２ 伊藤　泰枝 平安古西区の 2
平安古西の１・３ 梅地　基子 平安古西区の 3
主任児童委員 阿武　貴子 土原１区の３
主任児童委員 河嶌　章予 河添の 2

川北

堀内１区の１・２ 永安　和美 堀内 1 区の 1
堀内１区の３ 國森　章子 堀内 1 区の 3
堀内２区の１・２ 中田　喜代子 堀内 2 区の 1
堀内２区の３・４ 板垣　保彦 堀内 2 区の 3
城東南・中区 鍵村　京子 城東南区の 2
城東北区 佐伯　勝枝 城東北区の 1
樽屋町・今魚店町 中原　正男 樽屋町
北古萩１・２区 古屋　文康 北古萩 1 区の 3
塩屋・細工・恵美須町 三戸　信代 恵美須町の 1
東田町東・西区 山下　智子 東田町西区の 1
西田町・瓦町 最上　七重 西田町の 2
上五間町・下五間町
吉田町・古萩町 大品畑　綾子 古萩町の 2
今古萩町
熊谷・米屋・津守町 阿武　政子 熊谷町の 1
浜崎新町１・２・３区

川北

浜崎１区・２区 宮田　理恵 浜崎 2 区の 1
浜崎３区・４区 柏村　勢津恵 浜崎 3 区の 1
東浜崎１区 宮本　多恵子 東浜崎１区の 1
東浜崎２区 堀永　伶子 東浜崎 2 区の 1
相島・櫃島 坂倉　政之 相島中
主任児童委員 三上　智奈美 熊谷町の 2
主任児童委員 藤　佳奈代 東田町東区の 2

椿東

目代・中津江の１ 今福　正治 中津江の１
中津江の２
上野の１ 佐伯　泰司 上野の 1
上野の２ 安達　法子 上野の 2
椎原 野山　嘉孝 椎原の 2
中の倉 小田　裕 中ノ倉の 2
長　山 森脇　一夫 長山
松本市 山根　肇美 松本市の 1
船　津 藤田　春元 船津の 1
無田ケ原の１ 横山　都夫 無田ケ原の 1
無田ケ原の２ 松村　郁子 無田ヶ原の２
無田ケ原の３ 末益　壽代 無田ヶ原の 3
無田ケ原口の1・2 圓尾　信治 無田ヶ原口の 1
新川東・西 三島　敬史 新川西の 2
新川南
香川津 瀨畑　彰子 香川津の 1
鶴江１区・２区
前小畑１区 兼田　英生 前小畑 1 区
前小畑２区
中小畑 上田　祥子 中小畑の 3
後小畑の１ 小野村　剛 後小畑の 1
後小畑の２ 石野　智子 後小畑の 2
後小畑の３ 木島　鈴江 後小畑の３
越ケ浜１区・２区
越ケ浜３区・４区 宮路　聡子 越ケ浜 4 区の 2
越ケ浜５区・６区 井町　泰彦 越ケ浜 5 区
主任児童委員 河野　万紀子 船津の 1
主任児童委員 中村　真里子 後小畑の 2

椿

霧口・沖原 水津　トミエ 沖原
大屋・笠屋・河内 毎田　孝則 大屋の 1
椿 宮原　恭子 椿
濁淵 榎谷　隆夫 濁淵
金谷の１ 阿武　麻美子 金谷の 1

任期 令和４年 12 月１日～令和７年 11 月 30 日
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椿

金谷の２ 吉賀　あや子 金谷の 2
椿町の２・３ 近藤　仁子 椿町の 2
雑式町 佐古　紀美子 雑式町
青海 渡邉　敬子 青海
主任児童委員 三浦　節子 雑式町
主任児童委員 前原　久美子 金谷の 1

山田

東木間 森野　仁明 東木間
西木間・北木間 中村　建夫 北木間
山田１区・２区 野村　謙次 山田 1 区
玉江１区 村田　信雄 玉江 1 区の 2
玉江２区 丸田　勘次 玉江 2 区の 1
玉江３区 藤村　弘延 玉江 3 区
玉江浦１区の１・２ 嶋本　治子 玉江浦 1 区の 3
玉江浦１区の３ 村谷　充生 玉江浦 1 区の 3
玉江浦２区 田中　美佐子 玉江浦 2 区の 3
倉江・小原 藤屋　廣子 倉江の 3
主任児童委員 福田　郁代 玉江浦 1 区の 2
主任児童委員 溝部　美樹 倉江の 3

三見

畦田・石丸・蔵本 木村　久美子 三見蔵本
市・吉広 三元　孝之 三見市
中山・手水川・床並 脇山　孝男 三見床並
駅通り・河内 三村　修身 三見河内
浦１・２・３区 中村　喜代美 三見浦 2 区
浦４・５区 三浦　康代 三見浦 5 区
明石・飯井 河村　正男 三見飯井
主任児童委員 山根　代志子 三見河内
主任児童委員 吉津　理恵 三見駅通

大井

七重・市場 松原　正浩 大井市場
庄屋・円光寺・門前 松尾　保司 大井庄屋
土井・馬場 松浦　義弘 大井土井
港浜 岡本　次代 大井港浜
港上・港中・港下 樋爪　より江 大井港浜の 1
浦上・浦中・浦下 松浦　隆敬 大井浦下
後地・貞平 最上　慶一 大井後地
本郷・羽賀・坂本 中村　眞由美 大井羽賀
主任児童委員 久保田　康恵 大井後地
主任児童委員 片山　加代子 大井馬場下

大島

赤穂瀬先・赤穂瀬前 刀禰　哲夫 大島赤穂瀬先
浜・沖手・西・東・猪之坂 國光　伸征 大島寺山
寺山・登・常村 國光　夕也子 大島常村
主任児童委員 吉村　彌生 大島東
主任児童委員 竹中　佳恵 大島赤穂瀬先

見島

見島１・２・３区 山谷　定義 見島 3 区
見島４・５・６区 山田　泰宏 見島 5 区
見島７・８・９区 濱野　千鶴子 見島８区
見島10・11・12区 田口　菊枝 見島 12 区
主任児童委員 中原　英子 見島 9 区
主任児童委員 北國　浩子 見島 11 区

川上

佐古・山田・白上 山根　芳枝 川上山田
立野・椿瀬・横坂 湯浅　勝博 椿瀬
長谷・灰福・相原 阿武　久人 三徳
筏場・遠谷・堂河内 横山　朱美 三徳
共栄 横山　和也 共栄
笹尾・杣木谷 伊東　善正 杣木谷
江舟・野戸呂 下岡　スヅ子 江舟
主任児童委員 金子　真紀江 三徳
主任児童委員 福田　文代 堂河内

田万川

小川1区・5区 ・12区・25区 市原　光代 小川 1 区
小川２区・3区・4区
小川6区・7区・８区
小川９区・10区・11区
小川13区・14区・15区 友中　鈴江 小川 13 区
小川16区・17区・18区 隅野　由美 小川 16 区
小川19区・20区・21区 石橋　滿人 小川 20 区
小川22区・23区・24区 須郷　衣江 小川 22 区
上組・丸山・中組・大久保・八幡 野稲　千惠美 八幡
松崎・稗田・市味・湊 大田　典子 稗田
下郷・わらび台・大沢 土井　留美子 わらび台
瀬尻・須佐地・江崎平原・上本郷 板井川　健 須佐地
下本郷・要一・要二・上本町 岩本　裕江 要二

田万川

土居・弁天 杉山　恵子 土居
本町・上中町・下中町・戎一 岩本　泰晃 下中町
戎二・江津・尾浦 花岡　 満 戎二
主任児童委員 桶屋　敏江 江崎平原
主任児童委員 藤井　恭子 松崎

むつみ

尾の坂・湯の口・三戸原・広瀬下 中尾　里子 三戸原
佐波木・宇立・市上・市下　 阿武　守 市上
鈴倉・野田・大光寺・朝鳥 金田　富子 大光寺
岡田・江良・菅谷・毛木山・
千石台 岩本　みよ子 岡田
毛木・吉部殿川・平ケ重・
天坪・深谷・二反田 増原　建夫 吉部殿川
麻生・鍛冶屋・吉部長尾・
柳・鱒谷 高橋　邦江 吉部長尾
広瀬上・志和田 伊藤　龍男 広瀬上
中郷・上市・安附・中央 佐々木　智惠子 高佐上市
宮廻・下領・伏馬 上山　明 宮廻
花見・影畑 藤井　美枝 影畑
後井・高佐横坂・辻山 吉岡　憲弘 高佐横坂
岸高・領家・羽月 萬屋　美千代 中郷
御舟子・小国・中橋・金谷・札の奥 波多野　茂 御舟子
主任児童委員 堀田　幸子 下領
主任児童委員 佐伯　博 佐波木

須佐

松原・本町・青葉台 伊藤　和子 青葉台
山根丁東・山根丁西 山﨑　千佳子 山根丁東
河原丁・横屋丁・中津 茂刈　富江 横屋丁
浦西 川嶋　久志 浦西
浦中・浦東 一木　清久 浦東
水海・入江 福田　末乃 入江
まてかた・押谷・金井 金子　朝代 まてかた
中畑・上三原・堀田 品川　和司 上三原
帆柱・下三原上・下三原下 品川　泰章 帆柱
野頭・北谷 金山　利恵 野頭
高山・前地・沖浦 寺戸　和子 高山
弥富1区・2区 福島　洋子 弥富 1 区
弥富3区・4区 村木　順嗣 弥富 4 区
弥富5区・6区 冨田　京子 弥富 5 区
弥富7区・９区 齊藤　洋子 弥富 9 区
弥富8区・10区 栗山　和生 弥富 10 区
弥富11区・12区・13区 篠原　寿美 弥富 11 区
主任児童委員（弥富地区） 岩本　偉久 弥富 7 区
主任児童委員（須佐地区） 緒方　恵美子 入江

旭

釿切・古戦場・同前・小野
山・菅蓋・すもうば団地・
サンウッドビレッジ

児玉　節子 古戦場

矢代・上横瀬・下横瀬・角力場 藤井　恒良 上横瀬
牛地・中央団地・沖ノ原団
地・見定下切・惣田・笛吹 守永　辰夫 笛吹
明木上市・下市・蔵屋・原 瓦屋　喜代志 蔵屋
長瀬・舞谷・大下 泉　千鳥 舞谷
佐々並市・深瀬・黒ヶ谷 笠井　宣孝 深瀬
高津・長小野・成川 小林　庸子 高津
久年・パークタウン 弘中　保 久年
主任児童委員（明木地区） 堀　保子 同前
主任児童委員（佐々並地区） 中村　富子 成川

福栄

文捨・山崎・堂ヶ迫・入屋 佐伯　功 入屋
鶴ヶ谷・平蕨・平蕨台・麦
谷・半田 齋藤　恵史 平蕨台
蕪根・高坂・生野・桜 柴田　寿美子 桜
鎌浦・榎屋・別所・東宗 藤原　博行 鎌浦
西宗・押原 岡　育良 押原
扇町・仁保谷・上莚野・下莚野 石川　智世子 扇町
金峯・黒川・吉田 森田　敦代 吉田
堀越・栗原 原　良圭 栗原
紫福市・小西見・小野田・田中 中村　昭寛 小西見
奥畑・壇今木・永田沖 佐々木　美雪 永田沖
紫福平原・横貝・京場 水岡　初彦 紫福平原
中山・畑・永井 岡　玲子 永井
紫福殿川・紫福長尾・杉原・
堂ヶ市・紫福山田・向山 山中　沙代子 紫福長尾
主任児童委員（紫福地区） 佐々木　弘美 京場
主任児童委員（福川地区） 阿武　敏夫 入屋
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維新の里 萩城下町マラソン
2022 開催！

鹿児島ユナイテッド FC　
山本駿亮選手の表敬訪問

　12 月 11 日、「維新の里 萩城下町マラソン 2022」
を開催しました。
　全国から 1,433 人が出場され、城下町を駆け抜け
ました。
　また、大会ゲストランナーの川内優

ゆ う き
輝選手には、大

会前日に、萩市スポーツ少年団団員 60 人を対象に、
「ランニング教室」を実施していただき、大会を盛り
上げていただきました。

ランニング教室 川内選手と田中市長 トップを走る川内選手

萩法人会から寄付
　12 月 16 日・21 日、公益社団法人 萩法人会（会
長 田村 充正）から、見島小中学校にサイネージ
ディスプレイ（32 インチ）１台と三見小中学校
にパイプ椅子 30 脚の寄贈がありました。

あいおいニッセイ同和損保
川内優輝選手の表敬訪問
　12 月 12 日、あいおいニッ
セイ同和損保 川内優輝選手が、
萩市長を表敬訪問されました。
　 ゲ ス ト ラ ン ナ ー を 努 め た

「維新の里 萩城下町マラソン
2022」について「素晴らしい
コースだった」と実際に走った
印象を語っていました。

　12 月 15 日、鹿児島ユナイ
テッド FC 山本駿

しゅんすけ

亮選手が、萩
市長を表敬訪問されました。
　2022 年の J ３リーグの報告
とユニホームを贈呈。来シーズ
ンは「Ｊ２に昇格する。また、
地元である萩市へ恩返しをして
いきたい」と語っていました。

見島小中学校へ

三見小中学校へ
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　地域おこし協力隊の持っているスキルや経験を生かし、地域力の維持・強化に取り組む地域団体を
募集します。令和５年度に配置を希望する地域団体は、提案書を提出してください。採用された地域
団体には、最長３年間地域おこし協力隊員が配置されます。
■募集期間　１月４日㊌～２月 10 日㊎
■応募条件　市内で地域活性化に向けた活動に取り組んでいる地域団体
■応募方法　所定の応募用紙を下記まで郵送、持参、メールまたは FAX にて提出してください。

 おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎ 25-3360、FAX26-3803、メール teijyu@city.hagi.lg.jp

萩市会計年度任用職員 希望者登録
令和５年度の会計年度任用職員採用候補者名簿の登録者を募集します。
この名簿の登録者の中から、選考の上、採用者を決定します。

令和５年度

勤務場所 本庁・各総合事務所、支所・出張所、各小・中学校、保育園　等

勤務時間 〔基本〕8:30 ～ 17:15 のうち、７時間以内　
※職種や勤務場所により異なります。

任用期間

４月１日～令和６年３月 31 日のうち、必要な期間
※職種により異なります。
※勤務成績が良好な場合、翌年度も採用を行うことがあります。ただし、当該年度の
　市の予算成立後に決定するものであり、あらかじめ約束するものではありません。

業務内容 一般事務補助、バス運転手、施設清掃作業員　等
※詳細は募集案内をご覧ください。

給与・報酬 職種により異なります。詳細は募集案内をご覧ください。

諸手当 給与関係の条例・規則等の定めにより、対象者には通勤手当・期末手当等を支給

休日 〔原則〕土・日曜日、祝日、年末年始　等
※職種により異なります。業務内容によっては出勤日になる場合もあります。

社会保険等 勤務条件により健康保険、厚生年金保険、雇用保険を適用

〒 758-8555 萩市人事課 ☎ 25-1239

登録受付期間 １月 13 日㊎まで 名簿登録期間
４月１日～令和６年３月 31 日

●名簿への登録により、雇用が約束されるものではあり
　ません。書類選考・面接を実施し、採用を決定します。
●名簿登録順に採用するものではありません。成績上　
　位の人から順に採用を行います。
●業務の必要に応じて採用を行うため、採用時期・任
　用期間等は異なる場合があります。
●地方公務員法の規定に基づき、採用後１カ月間は条
　件付き採用期間とします。採用後１カ月を良好な成　
　績で勤務した場合、正式採用となります。

市税等の滞納がない方
（滞納がある場合は、３カ月以内の完納が見込める方）

　１月 13 日㊎までに、下記の提出書類を人事課へ郵
送（必着）または持参。郵送の場合は、封筒に「会計年
度任用職員名簿登録申込」と朱書きしてください。

①市販の履歴書（写真貼付）
　※希望する職種を必ず記入してください。
②同意書（人事課備え付け、市 HP からもダウンロー
　ド可）
③資格・免許証の写し（資格等が必要な職種のみ）

人事課、各総合事務所、支所・出張所
※市 HP からもダウンロードできます。

地域おこし協力隊の配置を希望する地域団体を募集！

募集

「募集案内」設置場所応募資格

応募方法

提出書類

注意事項

募集案内・同意書は
こちらから
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　　る場合もご連絡ください。

◎雑貨の販売
１月８日㊐～22日㊐ 16:30まで

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
１月８日㊐～15日㊐12:00まで

に、エコプラザ・萩で申込書を提出
■抽選日　１月 15 日㊐ 13:00 ～
◎お楽しみ企画 ワークショップ開催

１月８日㊐　10:00 ～ 14:00
着物地のスヌード作り 
100円（材料費別）

※事前予約不要
◎リサイクル講座 

◎不用品活用銀行
■おゆずりします　マッサージ機、三
脚、CDプレーヤー、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、萩焼各種、急須
各種、額縁、うさぎ用ケージ、50cc
バイク、ジョウバ、レコード・レコー
ドプレーヤー、自転車（24インチ）
■おゆずりください　裂

さきおり
織機

※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

２月５日㊐　10:00 ～ 12:00
古布を季節の草木で染める
15 人　 200 円（材料費別）
１月５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、１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。

☎ 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

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▶

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

償却資産の申告
　固定資産税に係る償却資産の申告
書を送付していますので、１月 31
日㊋までに、必ず提出してください。
　1 月 1 日現在の事業用償却資産の
状況が前年中と変わらない場合や、
廃業等した場合にも、その旨を申告
書に記入して提出してください。
　また、令和４年中に新規に事業を
開始するなど、新たに申告が必要な
方で申告書が届いていない場合は、
ご連絡ください。

課税課　☎ 25-3485

20 歳になったら国民年金
　公的年金のうち、20 歳になって
厚生年金や共済組合等に加入してい
ない方は、国民年金に加入（手続き
不要）することになります。
　20 歳になってから概ね２週間以
内に、「国民年金保険料」の納付書
が送付されます。
○未納のままにしておくと
　将来受給する年金額が減るだけで
なく、障害年金や遺族年金が受給で
きなくなります。

お知らせ ○保険料の納付が困難な場合
　申請により保険料の納付が猶予・
免除となる制度があります。
○学生納付特例制度
　将来年金を受け取ることができな
くなることを防止するため、本人の
申請により保険料の納付が猶予され
る制度です。
　猶予・免除を希望される方は、市また
は萩年金事務所へ申請してください。

市民課　☎ 25-3239
　萩年金事務所 ☎ 24-2158

マイナンバーカードの申請・受取
　最大２万円相当のマイナポイント
の受け取りができるマイナンバーカ
ードの申請期限が、令和 4 年 12 月
末から令和 5 年 2 月末までに延長
されました。
■臨時窓口開設日
１月 15 日・29 日、２月 12 日・26 日、
３月 12 日・26 日　9:00 ～ 12:00
※いずれも日曜日

市民課
【申請】本人確認書類 2 点（運転免

許証等）、通知カード、写真（当日無料
撮影可）

【受取】届いたハガキ、本人確認書類

（運転免許証等）、通知カード、住民基
本台帳カード（お持ちの方のみ）

市民課　☎ 25-3493（要予約）

マイナポイント第 2 弾の申し込み
■臨時窓口開設日

平日 8:30～17:15 市役所ロビー
マイナンバーカードをすでに取得

し、マイナポイント第２弾に申し込
んでいない方

マイナンバーカード、利用者証明
書用電子証明書のパスワード（数字
４桁）、利用する決済サービス ID ／
セキュリティコード
※公金受取口座の登録には預貯金口
　座情報が必要

市民課　☎ 25-3493

住宅・土地統計調査の準備調査
　令和５年10月１日を調査期日とし、
全国一斉に実施される「住宅・土地統
計調査」に先立ち、１月中旬から職員
が調査区を巡回し、住戸の数・位置等
を確認する準備調査を行います。
　市では、120 調査区が対象となって
います。詳細は、市 HP をご確認くだ
さい。

企画政策課　☎ 25-3431



広報はぎ 令和５年１月号 17

※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。

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金の手続き
　価格高騰による、家計への影響が
大きい低所得世帯等を支援する給付
金（１世帯あたり５万円）の受給に
ついては、手続きが必要です。

①住民税非課税世帯（令和４年
度）、②令和４年中に予期せず収入
が減少し、世帯員全員が住民税非課
税相当となる世帯（家計急変世帯）

１月 31 日㊋までに、①の世帯は、
市から送られた確認書を福祉政策課
へ返送。②および未申告者を含む住
民税非課税世帯等は、福祉政策課、
各総合事務所等に備え付けの申請書
等（市 HP からもダウンロード可）
を提出。

福祉政策課　☎ 25-3550

がんばろう萩！漁船用燃油価格高
騰対策事業の申請開始（２回目）
　令和４年９月～ 12 月に購入され
た、燃油価格の高騰相当分を支援し
ます。　
※遊漁船業に用いる燃油は対象外

次の①～③に該当する方
①市内に住所があり、市内漁協の組
　合員（個人や法人、正組合員や准組
合員）である方
②令和元年から３年のいずれかの収

　入のうち、漁業収入が最も多い年
　がある方
③市税の滞納がない方

１月４日㊌～ 31 日㊋までに、漁
協各支店に備え付けの申込書（市
HP からダウンロード可）等を、所
属する漁協各支店へ提出

水産課　
　☎ 25-4195
　県漁協はぎ統括支店内の各支店

子育て世帯生活支援特別給付金
の手続き
　令和４年３月 31 日時点で、18
歳未満の児童（障がい児は 20 歳未
満）を養育する父母等で、令和４年
度の住民税（均等割）が非課税、また
は、「家計急変者」に該当する方は、
申請を行えば給付金の支給を受けら
れる場合があります。
　高校生のみ養育世帯、家計急変
者、離婚（協議中）、DV 避難中の方、
公務員などは申請が必要です。詳細
は市 HP をご確認ください。
■申請期限　2 月 28 日㊋

子育て支援課　
　☎ 25-3536

水道管の凍結にご注意を！
　気温が氷点下になると、防寒の不
十分な水道管は水が凍ったり、破損

したりすることがあります。凍結に
より給水装置が破損した場合にかか
る費用は、所有者の負担となります。
■防寒の方法
①屋外の水道管➡保温材や毛布など
　を巻き、さらにビニールテープを　
　巻くと効果的です。
②メーターボックス➡毛布や布きれ
　などを入れ、まわりを段ボールな
　どで保温してください。

■凍結した場合
　自然に溶けるのを待ちましょう。
熱湯などをかけると、水道管やメー
ターが破損することがあります。
■破損した場合
　メーターボックスの中のバルブを
右に回して水を止めるか、破損部分
に布などを巻き、針金やヒモで固定
してください。
　応急処置を済ませたら、水道工務
課、各総合事務所産業振興部門また
は市指定の給水装置工事事業者へ連
絡してください。

水道工務課　☎ 25-2398 

保温材

メーターボックス

仕事等で放課後に保育出来る方が
いない家庭の小学生
■対象校　明倫、椿東、椿西、白水、
越ヶ浜、大井、三見、川上、多磨、
小川、むつみ、育英、明木、佐々並、
福栄の各小学校、萩総合支援学校
■開設時間　月～金曜日は放課後～
18:30、土曜日と学校の長期休業期
間は 8:00 ～ 18:30（日曜日、祝日、
盆、年末年始は休み）
※萩総合支援学校は、月～金曜日は
　放課後～ 18:00、土曜日と学校の

　長期休業期間は 8:00 ～ 18:00
■負担金　通年利用 月額 3,500 円、
長期休業利用 春休み（４月）1,800 円、
夏休み 9,600 円、冬休み 2,400 円、
春休み（３月）1,200 円
※前年度以前の負担金に滞納がある
　場合は、入会決定を行いません

１月 13 日㊎～ 31 日㊋に、各児
童クラブ、各対象校、保育園、認定
子ども園、子育て支援課、各総合事
務所、支所・出張所備え付けの申込
書に雇用証明書等（保育園の申し込

みで提出された方は省略可）を添え
て窓口に提出
※長期休業のみ利用の方も申込みが
　必要。令和 4 年度から継続で利
　用をご希望の方は、各児童クラブ　
　への提出可
※定員を超える場合は選考

子育て支援課　☎ 25-3259
　各総合事務所市民窓口部門、支所・
　出張所

新たに入会される方・継続希望の方、
どちらも手続きが必要です令和５年度 児童クラブ入会募集
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水道の閉開栓の申請
　２月１日㊌から、インターネット
で申請ができるようになります。詳
細は、市 HP をご確認ください。
※２営業日以内での開始・中止のご
　連絡については、従来通り電話に
　てお願いします。

上下水道局総務課　
　☎ 25-2398

萩・明倫学舎全館と旧萩藩校明
倫館有備館の休館
　施設の保守点検のため、下記の期
間休館いたします。

２月７日㊋・８日㊌
萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018

県議会議員一般選挙立候補予定
者説明会
　令和 5 年 4 月 9 日執行予定の、
県議会議員一般選挙の立候補届出方
法等について、説明会を開催します。

２月 21 日㊋　14:00 ～ 16:00

市役所大会議室
立候補予定者または関係者

※立候補予定者 1 人につき、本人　 
　を含め２人以内
※当日、立候補の届出等に必要な書
　類を配布
※当日は、マスクの着用や、咳・発
　熱等の症状がある方は出席を控
　え、代理の方で対応してください

選挙管理委員会　☎ 25-2912  

大学入学共通テスト 臨時バス
　至誠館大学試験場への自動車・バ
イク等での乗り入れや送迎のための
入口付近の駐停車は全面禁止です。
JR（臨時便含む）や臨時路線バスを
ご利用ください。時刻表は、大学
HP をご確認ください。

１月 14 日㊏・15 日㊐
■バス運賃（片道） 玉江駅前～ 530
円、天樹院入口～ 460 円、東萩駅
～ 290 円

至誠館大学学務課　
　（入試担当）☎ 24-4012

小型船舶免許証の更新・失効講習
　小型船舶操縦免許証および海技免
状の有効期限は５年です。有効期限
までに更新してください。「更新講
習」受講後、「更新申請」を運輸局
等に行うと交付されます。有効期間
が過ぎた場合は「失効再交付講習」
と、「失効再交付申請」が必要です。

１月 29 日㊐　9:30 受付
長門市立図書館（仙崎 441-1）

関門海技免許センター
　　☎ 083-266-4029

寄付
　萩交通安全協会婦人部会より、現
金 2 万 7,252 円

令和５年度 
萩市高校生女子寮入寮者

■入寮資格　遠隔地等で市内の高校
に通学困難な女子高生

山田 4819 番地（JR 玉江駅近く）

資金の種類 貸付対象・資金内容 貸付限度額 利率

事業開始資金 事業の開始に必要な設備費、機械・材料等
の購入費 3,140,000円 ※１

事業継続資金 現在営んでいる事業の継続に必要な商品
等の購入等運転資金 1,570,000円 ※１

修学資金 高等学校・大学・大学院・短大・高等専門学
校・専修学校での修学に必要な経費

月額27,000円
～183,000円 無利子

技能習得資金 自ら事業を開始、または就職するために
必要な授業料･材料費等 月額68,000円 ※１

修業資金 事業の開始、または就職するために必要
な知識技能習得の経費 月額68,000円 無利子

就職支度資金 就職に必要な経費 100,000円 ※ 2

医療介護資金 医療・介護を受けるために必要な経費 医療340,000円
介護500,000円 ※１

生活資金 生活の安定、維持に必要な経費 月額105,000円 ※１

住宅資金 住宅の建設・購入、補修・改築、増築に必要
な経費 1,500,000円 ※１

転宅資金 住宅の移転に必要な経費 260,000円 ※１

就学支度資金 入学または修業施設への入所に必要な経費 64,300円
～590,000円 無利子

結婚資金 母子・父子家庭の母・父が扶養する児童・
子、寡婦が扶養する子の婚姻に必要な経費 300,000円 ※１

母子父子寡婦福祉資金
　母子・父子・寡婦家庭の経済的自
立の援助や扶養している子どもの福
祉のため、さまざまな資金の貸付を
行っています。

子育て支援課　☎ 25-3259

※ 1　連帯保証人を立てる場合は無
　　　利子、連帯保証人を立てない　　
　　　場合は年 1.0％
※ 2　母・父が扶養する児童に係る
　　　貸付の場合および連帯保証人
　　　を立てる場合は無利子、連帯
　　　保証人を立てない場合は年
　　　1.0％

お知らせ

募　集
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７人（申込多数の場合、入寮でき
ない場合があります）
■寮費等（月額）　寮費＝ 3,000 円、
電気代＝実費、食事代＝ 3 万円程度
■設備等　エアコン、勉強机、ベッド、
クローゼット完備。機械警備、防犯
カメラあり。出入口扉は静脈認証。　

２月 24 日㊎までに、教育委員会
備え付けの申込書（市 HP からダウ
ンロード可）に必要事項を記入のう
え、教育政策課へ提出

教育政策課　
　☎ 25-3141　
　メール e-soumu@city.hagi.lg.jp

手作り家具コンテスト in Hagi
　萩産木材を使った木工作品を募集
します。詳細は、市 HP をご確認く
ださい。

２月 15 日㊌～ 28 日㊋
※作品作りのための端材は、１月４
　日㊌から提供
※作品は、3 月 2 日㊍～ 17 日㊎の
　間、市役所ロビーにて展示

林政課　☎ 25-4194

萩市立図書館協議会委員
　利用者のニーズに対応した運営を
行うため、提言や助言をいただく協
議会委員を募集します。
■募集人数　１人
■応募要件　市内在住で満 20 歳以
上の方（令和５年４月１日現在）
■任期　令和５年４月１日～令和７
年３月 31 日（２年間）

１月 31 日㊋までに、萩・須佐・明
木図書館、各総合事務所備え付けの
申込書（市 HP からダウンロード可）
に住所、氏名、年齢、電話番号を記入
し、作文「図書館を利用して感じた
こと」（800 字程度）を添付して郵送、
FAX、メールまたは持参
〒 758-0041 萩市江向 552-2　
萩図書館　☎ 25-6355　
FAX 25-5224
メール  hagi_library@city.hagi.lg.jp

令和 5 年度国有林モニター
■任期　令和５年４月１日 ～ 令和
６年３月 31 日まで

市内在住で、森林・林業および国
有林に関心のある成人の方。

１月 31 日㊋までに、近畿中国森
林管理局企画調整課へ電話
 ☎ 06-6881-3412

暮らしに役立つ図書館講座
２月 15 日㊌　10:30 ～ 11:30
萩図書館
「畑の年間スケジュールを立てよう」
細田 実

み き
生（農山漁村文化協会）

20 人（要申込・先着順）
１月 15 日㊐から、萩図書館で受

付開始　☎ 25-6355

災害時外国人サポーター養成講座
１月 21 日㊏　13:00 ～ 16:00
萩・明倫学舎 3 号館 交流室（大）
市内に在住または通勤・通学し、

災害時の外国人支援に関心のある方
災害時の外国人支援に係る講演お

よびワークショップ
40 人
勝
か つ や

谷 知
と も み

美（（一財）熊本市国際交流
振興事業団 事務局長）

1 月 17 日㊋までに、申込フォー
ムから、または、（公財）山口県国際交
流協会へ電話　
☎ 083-925-7353

外国人のための日本語講座（冬期）
１月 18 日～ 3 月 22 日（全 10 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

解き明かそう！しましま模様の
崖の秘密
　「須佐ホルンフェルス」の絶景誕
生の秘密を、実験や現地視察で、解
き明かしませんか。

１月 21 日㊏　10:00 ～ 15:00
田万川コミュニティセンターほか

萩ジオパーク推進協議会
　☎ 21-7765

創業セミナー
「第３回おしえて！しくじり先輩」
　先輩経営者の失敗談を題材とし
て、創業時に注意するべきポイント
等が学べます。 

１月 28 日㊏　13:30 ～ 16:30
【メイン会場】萩山口信用金庫本

店（山口市）、【サブ会場】萩山口信
用金庫萩支店　
※サブ会場は、オンライン配信

創業・起業を目指す方、創業間も
ない方

メイン会場（15 人）、サブ会場（５人）
パネルディスカッション、交流会

■ゲスト　久
く た に

谷 直
な お き

樹、河口 隆
たかし

、秋
田 英

え り こ
里子（先輩経営者）

１月 23 日㊊
萩山口信用金庫本店　

　　☎ 083-902-2731

講演・講座

納期限までに忘れずに納めましょう
・市県民税（４期）
・国民健康保険料（８期）
・介護保険料（８期）
・後期高齢者保険料（７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　1 月 31 日㊋

収納課　☎ 25-3575

納期のお知らせ
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Waku ② BASE 
子どもをとりまくおとな勉強会

各回 20 人（先着順）
NPO 法人山口せわやきネット

ワークこども明日花プロジェクトへ
電話　☎ 070-7562-1187

人権・行政・公証相談
１月 10 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

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

１月 13 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁（第４会議室）

■木村 高
たかやす

康（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

無料法律相談
１月 25 日㊌　10:00 ～ 15:00
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 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（1/4 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
○４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
○11日㊌13:30～骨髄ドナー登録会
○ 24 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
○ 25 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談
○ 26 日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談会　※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

１月10日・24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

ふるさとやまぐち
農業新規就業ガイダンス

２月５日㊐　13:00 ～ 16:00
デザインプラザ HOHU（防府市）
農業法人・市町等による個別相談、

就農セミナー
農業就業希望者、UJI ターン・パー

ト・アルバイト希望者
公社 HP から事前予約
やまぐち農林振興公社　

　☎ 083-902-6696

萩市ひきこもり相談窓口
　ひきこもり状態にある方やそのご
家族をサポートするため、世代を問
わない「ひきこもり」に関する相談

相　談

窓口を開設しています。
平日（年末年始除く）　8:30 ～ 17:15

■相談専用ダイヤル　☎ 25-3517
■メール  shougai.support@city.hagi.lg.jp

文化・生涯学習課　
　☎ 25-3517

萩・明倫学舎 年始のおもてなし

　本館・２号館は、年末年始も開館
しています。
■箏のある風景 in 萩 ･ 明倫学舎 vol. ３
　正月の晴れやかな時に箏の奏でる
優雅な音色が館内に響き渡ります。

令和５年１月２日㊊㊡
　① 11:00 ～、② 13:30 ～

本館インフォメーションセンター
NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

萩博物館　年始開館状況
　萩博物館は、１月２日㊊㊡から開
館します。
※１月４日㊌は休館

萩博物館　☎ 25-6447

なつかしい「萩」写真展
　昔なつかしい萩の旧明倫小学校周
辺、江向地区の風景の写真を展示し
ます。

1 月 11 日㊌～ 31 日㊋（土日祝
を除く）　8:30 ～ 17:15

市役所本庁ロビー

■規制内容
　車両通行止め
■規制時間
　１月 15 日㊐
　9:45 ～ 11:45
　※最終走者通過後随時解除

明倫小学校、萩城城下町、　
萩博物館周辺
※詳細は、
　こちらから⇒ スポーツ振興課　☎ 25-7311

萩市駅伝競走大会 交通規制 95 チーム参加！　　　　　　　

イベント

講演・講座

日
時

１月 19 日㊍ ２月 16 日㊍
18:30 ～ 20:00

演
題

こども基本法と
子どもの権利

子どもの発達
と理解・居場
所のリスクマ
ネジメント

講
師

梅木 幹
も と し

司

山口 季
き お と

音
（至誠館大学）

田中 浩
こ う じ

二
（至誠館大学）

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

田町商店街

萩・明倫学舎

萩市役所
総合庁舎

スタート ゴール

明倫小入口山口
家庭裁判所

車両通行止め（駅伝コース）
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NPO 萩まちじゅう博物館、まち
じゅう博物館推進課　☎ 25-3177

いけばな展「迎春花」
１月 14 日㊏・15 日㊐　

　9:00～17:00（15日は16:00まで） 
旧久保田家住宅　 100 円
未生流中山文甫会萩支部（長岡）　

　☎ 25-0986

手作りたこの展示
１月 16 日㊊～ 31 日㊋　

　9:00～17:00（毎週水曜日は休館）
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

■作者　久保田 勝
かついち

一
まちじゅう博物館推進課　

　☎ 25-3290

はぎマルシェ
　季節野菜や、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、ワークショップの出店も
あります。

１ 月 21 日 ㊏　11:00 ～ 14:00
（毎月第３土曜日開催）

中央公園
■出店店舗や特別イベント等、詳細
は QR コードをご確認ください。
※出店者、ステージ出演者随時募集
　中！ステージ出演は出演日の 1 カ
　月前までにお申し込みください。

農政課　☎ 25-4192

　市HP　　 Facebook 　　Instagram

アート盆栽展
１月 23 日㊊～２月 27 日㊊

　9:00～17:00（毎週水曜日は休館）
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

■作者　岡野 芳
よ し こ

子 ( 日本手工芸指
導協会師範）

まちじゅう博物館推進課　
　☎ 25-3290

１月 保健ガイド セ…センター　※…要予約 健康増進課　☎ 26-0500

大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館
こころの相談日（※）/10:00～/萩市保健セ
健康づくり応援隊研修会/10:00～/萩市保健セ
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

エアロビクス教室 /10:00 ～ / 小川交流セ

定例乳幼児相談（※）/10:00 ～ / 旭マルチメディアセ
かわかみ減るしー教室 /9:30 ～ / 川上保健セ
あさひ減るしー教室（※）/9:30 ～ / 旭マルチメディアセ

むつみ楽しく体を動かす会/13:30～/むつみ農村環境改善セ
定例乳幼児相談（※）/10:00～/ふくえ～る
福栄楽しく体を動かす会/13:30～/ふくえ～る

５日㊍
10日㊋

11日㊌  

５日㊍   

６日㊎
10日㊋
11日㊌

12日㊍
16日㊊
17日㊋
19日㊍
24日㊋

10日㊋ 
20日㊎ 
24日㊋

11日㊌ 
12日㊍

◉萩地域

◉須佐・田万川地域

◉旭・川上地域

◉むつみ・福栄地域

○ハッピーバースデイ  12/31 ～ 1/6
○犬ころたちの唄　　　  　～ 1/6
○ ONE PIECE FILM RED     ～ 1/9

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

○アバター ウェイ・オブ・ ウォーター　　 
上映中

13日㊎、27日㊎ 　　　  健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）　　　
/10:30～/総合福祉セ

13日㊎

16日㊊
19日㊍
23日㊊
24日㊋

27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
倉江健康教室/10:00～/倉江公会堂
浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家
男性健康料理教室（※）/9:30～/萩市保健セ
こころの相談日（※）/10:00～/萩市保健セ
江向体操教室/13:30～/江向１区公会堂
タマちゃん（今古萩・浜崎）合同体操会/13:30～ 
/今古萩老人憩いの家

元気もりもり体操会/9:30～/須佐保健セ
萩市健康体操教室/10:00～/田万川コミュニティセ
脳トレ楽習会/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
平山台体操/11:00～/田万川農村婦人の家
すくすく相談会/10:00～/須佐保健セ
エアロビクス教室 /10:00 ～ / 田万川コミュニティセ
新・健康ちょ筋教室教室 /9:30 ～ / 田万川コミュニティセ

ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと　
　（萩・明倫学舎３号館２階）

　１月展示スケジュール
■世界遺産「明治日本の産業革命遺
産」絵画展2022

１月11日㊌～25日㊌　10：00～17：00　
文化財保護課　☎25-3238

詳細はこちらから⇒
出展者を随時募集中

最新情報はこちらから⇒
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１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

1日

●萩イルミネフェスタ（～5日）/17:30～/JR萩駅前ロータリー
●須佐イルミネーション（～6日）/17:00～/JR須佐駅周辺
●萩・明倫学舎のクリスマスライトアップ（～9日）/17:30～/萩・明倫学舎
●本の福袋（～15日）/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）

2月

●特別展示「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ」（～2/26）/9:00～/山口県立萩美術館・浦上記念館
●萩博物館冬期企画展「ヒストリカル・スターズ～萩の先人たちが見た星空～」（～3/5）　
　/9:00～/萩博物館
●特集展示「発掘調査で明らかとなった恵美須ヶ鼻造船所跡」（～3/21）/9:00～/萩博物館
●箏のある風景 in 萩・明倫学舎Vol.3/①11:00～、②13：30～/萩・明倫学舎
●二十歳のつどい/13:30～/市民館

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）

3火

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

4水

●市役所ロビーコンサート（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）
　/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

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

5木
●萩市新年交歓会/10:00～/市民館
●先生たちのおすすめの本～育英小学校編～（～2/4）/9:30～/須佐図書館

外科
内科

田町（24-1234）
柳井（22-0748）

6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

かわかみ（21-7538）
ふじわら（22-0781）

7土 ●おしょうがつ会/14:00～/萩図書館 外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

8日 ●萩市消防出初式/9:00～/市民館、玉江河川公園ほか
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

9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 / 福賀

（08388-5-0863）

10火
●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
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

11水

●なつかしい「萩」写真展（～31日）/8:30～/市役所ロビー
●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」（25日）/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
●ちっちゃなおはなし会（18日、25日）/10:30～/明木図書館
●おはなし・あそびの会/15:30～/明木図書館

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

12木
●ゆるっと祈りの筆文字展（～2/28）/9:00～/明木図書館
●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）

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

外科
内科
小児科

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

14土

●ザ・卓球（28日）/10:30～/児童館
●みんなの図書館シネマ「未知との遭遇」/14:00～/萩図書館
●おはなし会おひさま（21日、28日）/14:30～/子ども図書館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

15日
●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9:00～/市役所本庁
●萩市駅伝競走大会/10:00～/明倫小学校、萩城城下町、萩博物館周辺

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

16月
●手作りたこの展示（～31日）/9:00～/ 渡辺蒿蔵旧宅
●人権相談/10:00～/小川交流センター

外科
内科

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

●イベント　●図書館・児童館　●相談
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※萩図書館行事については、人数制限等ある場合があります。詳細は、萩図書館（25-6355）までお問い合わせください。
夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談

17火 ●心配ごと相談/13:30～/むつみ地域世代間交流拠点施設 外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

18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

萩むらた（25-9170）
柳井（22-0748）

19木 ●子育て応援講座/10:30～/児童館 外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

20金

●浜崎旧正月提灯まつり（～4/3）/9:00～/旧山村家住宅
●人権相談/10:00～/須佐総合事務所
●行政相談/10:00～/須佐総合事務所

外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

21土 ●はぎマルシェ/11:00～/中央公園
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

22日
●リサイクル雑誌/９:00～/萩図書館
●めざせゲームマスター/13:30～/児童館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 弥富

（08387-8-2311）

23月 ●アート盆栽展（～2/27）/9:00～/ 渡辺蒿蔵旧宅 外科
内科

大藤（21-0002）
みやうち（25-2500）

24火
●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」/10:00～/萩幼稚園
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

25水
外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

26木 ●子育て相談/10:30～/児童館 外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

27金
外科
内科

田町（24-1234）
柳井（22-0748）

28土 ●みんなでミュージック/13:30～/児童館 外科
内科

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

29日
●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9:00～/市役所本庁
●うどん作り/10:00～/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）

30月
外科
内科

大藤（21-0002）
みやうち（25-2500）

31火 ●心配ごと相談/9:30～/須佐保健センター
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

※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　21:30 まで
診療時間　22:00 まで

■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。

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、

萩・阿武

（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

受診・相談センター「＃7700」へ ※つながらない場合　☎083-902-2510へ
新型コロナ（発熱などの症状がある方）について、相談する医療機関に迷う場合や夜間・休日に発熱した場合
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人の動き 人口／43,743人（前月比-64）　男／20,321人（前月比-22） 　女／23,422人（前月比-42）
世帯数／22,888世帯（前月比-17） 　出生／14人　死亡／78人　（令和４年11月末日）

市民課　☎ 25-3400慶 弔 だ よ り

※令和４年11月16日～12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　１月第１水曜日、第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　「萩市長への手紙」は、皆さまからのご意

見を市長が直接確認し、より良い市政運営
のための参考とさせていただくものです。

お知らせ

市長新年のあいさつ放送日程
萩テレビ、萩市総合情報施設

121ch　１月１日㊐㊗ 6:00、9:00、12:00、
18:00、21:00、23:00

１月４日㊌ 6:00、14:30
FM 萩　１月１日㊐㊗9:00・２日㊊㊡ 9:30・３日㊊ 9:00

本庁、各総合事務所、支所に設置してある受付箱のほか、
郵送やHP でも受け付けています。

総務課秘書係　☎ 25-3135、FAX 26-1065

お知らせ 「広報はぎ」は、偶数月の発行が月２回
になりました。

次回偶数月の２月は、１日号・15 日号となります。
広報課　☎ 25-3178
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美味しい！萩の地魚グルメキャンペーン第２弾！

　期間中、地元飲食店による萩の地魚特別メニューの提供や、参加店での食事や道の駅
などでお買い物をして、レシートを集めて応募すると、抽選で天然とらふぐセットなど
が当たるキャンペーンなどを開催します。

期間：１月５日㊍～３月 26 日㊐

キャンペーン特別地魚
メニューの提供

　コロナ禍の気持ちを少しでも上向きにしてもらえるよう、「あげる」
をテーマに、フライや唐揚げなど、油などで揚げた料理を特別に提供。
■参加店舗：末益、割烹千代、ダイニングまめだ、居酒屋大福村、
　　　　　　萩の酒と萩の肴 MARU、鯖島食堂

萩・魚まつり実行委員
　会事務局（水産課内）
　☎ 25-4195

美味しい！地魚イベント 　海沿いにある道の駅や販売所が、それぞれ趣向を凝らしたイベントを
開催します。

1 月 7 日㊏　8:30 ～
道の駅「ゆとりパークた

まがわ」
魚の100 円均一コーナー

やお買い得商品など盛りだ
くさん。

「たまがわの日」
スペシャルお魚市！

2 月 1 日㊌～
いかマルシェ
2,000 円以上お買い上げ

いただいた方に店内干物（ア
ジ味醂、イワシ味醂、サバ
味醂、剣先イカ天日干しな
ど）いずれか 1 枚プレゼン
ト（先着 100 人）。

お買い上げの方へ
店内干物プレゼント

2 月 1 日㊌～ 28 日㊋
道の駅「萩・さんさん三見」
魚関連商品を含む 2,000

円以上のお買い物で、道の
駅オリジナルエコバックを
プレゼント（先着 200 人）。

道の駅オリジナルエ
コバックプレゼント

2 月 26 日㊐
道の駅「萩しーまーと」
館内お買い上げレシート

2,000 円（税込）で 1 回
の抽選。鮮魚セットや萩の
特産品等が当たる。

ガラポンくじ

美味しい！萩の地魚
プレゼントキャンペーン

　旅館・飲食店や店舗で食事やお買い物をして、レシート（2,000 円
以上の購入で 1 口）を集めて、応募すると、抽選で天然とらふぐセッ
トなどが当たります。
⃝対象店舗　食べる 27 店舗、買う 4 カ所
⃝賞品　特賞　天然とらふぐセット　　　（30,000 円相当）   3 本
　　　　Ａ賞　萩の地魚加工品セット　　（5,000 円相当）　10 本
　　　　Ｂ賞　萩の地魚お食事券　　　　（3,000 円相当）　30 本
　　　　萩にゃん。賞　萩市ペア宿泊券　（25,000 円相当）　5 本

「萩・ひとに出会う旅」参加者募集！
　萩市では、関係人口を創出し移住促進につなげる取り組みとして、平成 29 年度より既存の観光コン
テンツとは一味違う「ヒト」、「モノ」、「コト」に出会う旅、「ヒトに出会うご縁の旅」を実施しています。
　県外にお住まいで、萩市への移住等に関心のあるお知り合いの方に、ぜひご紹介ください。

３月 18 日㊏～ 19 日㊐（１泊２日）
ガイド付きサイクリングで町を周遊、移住者と交流など
10 人

■応募条件　県外に在住の方
5,000 円 / １人（１泊３食付・税込）
２月 28 日㊋
おいでませ、豊かな暮らし応援課

　☎ 25-3360
↑詳しくは
こちらへ
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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？

1月8日㊐ 14:00～（13：00開場）
防府市地域交流センター

　アスピラート
　☎ 0835-26-5151

防 府

１月22日㊐ 9:30～（9：00開場）
山口市徳地文化ホール
山口市徳地総合支所地域振興課

　☎ 0835-52-1111

山 口

1月8日㊐～2月5日㊐
　10:00～17：00

秋吉台国際芸術村
　☎ 0837-63-0020

美 祢

1月９日㊊㊗まで 18:00 ～ 21:30
ときわ公園
TOKIWA ファンタジア推進協議会事務局

　（宇部市ときわ公園課） ☎ 0836-54-0551

1月7日㊏～9日㊊㊗ 10:00～18:00
おのだサンパーク
山陽小野田名産品推進協議会

　☎0836-82-1313

1月7日㊏～2月26日㊐ 
　9:00～16:30

旧畑迫病院　☎ 0856-72-0338

津和野 旧畑迫病院　復元写真展 ポスコン？ 2023

東大寺サミット 2022
in 山口

宇 部 TOKIWAファンタジア2022

第 14 回名産品フェア
第22回防府音楽祭 （ほうふニュー
イヤーコンサート2023）

「わくわく夢の響演コンサート」

※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。

浜崎旧正月提灯まつり
　浜崎伝建地区内の文化財施設「旧山村家住宅」周辺で、軒先に提灯を飾り、
浜崎の町並みを演出します。また、「萩城下の古き雛たち」（2 月 3 日㊎～ 4
月 3 日㊊）開催の期間中には、旧山村家住宅内にて雛人形とあわせて「萩
の提灯」を展示予定です。
　萩市は、雛祭りなどの行事は旧暦で祝いますが、明治時代以前の新年（旧
正月）をお祝いしてみませんか？

屋外　1 月 20 日㊎～ 2 月４日㊏　（旧正月新年：1 月 22 日）
屋内　1 月 20 日㊎～４月３日㊊
旧山村家住宅（休館日：水曜日）　 無料
文化財保護課　☎ 25-3835

長門湯本温泉「音信川うたあかり」

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

　冬の長門湯本温泉では、温泉街を流れる音信川を舞台に、童謡詩人金子み
すゞの詩をテーマにした灯りイベント「音信川うたあかり」を開催します。
　詩のナレーションに合わせた幻想的な光の演出「幻

げんとう
燈輪

ロ ン ド
舞」や、市内の児

童生徒が制作した数千個の「あかりのうつわ」を会場に設置します。
　長門湯本温泉の冬の風物詩「音信川うたあかり」での特別な風景を、是非
お楽しみください。

１月 19 日㊍～２月 19 日㊐　日没～ 22:00
長門湯本温泉 詳細はこちらへ→
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１月２日㊊㊡～２月26 日㊐

■会期　３月５日㊐まで　　
■時間　9:00 ～17:00（入館は16:30 まで）

１月２日㊊㊡～29 日㊐
　第６回目となる陶芸の公募展。
募集した作品の中から、厳選した
審査を通過した優秀作品を紹介。

長州 越ヶ浜岩五郎 勝川春亭
文政8年～天保3年(1825～1832）

特別展示 普通展示
現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ 浮世絵　相撲絵浮世絵　相撲絵

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

　萩ゆかりの歴史上の人物も見上げていたであろう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
記録などの歴史資料も展示します。

ヒストリカル・スターズヒストリカル・スターズ ～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

《《増増
ますはらますはら

原原  嘉嘉
か お りか お り

央理央理 氏による作品解説》 氏による作品解説》
１月８日㊐　11:00～
20人（要予約、要観覧券、先着順）

《《学芸員による作品解説》学芸員による作品解説》
１月14日㊏　12:00～
10 人（要予約、要観覧券、

　先着順）

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：「高杉晋作の生涯」

１月 21 日㊏　13:30 ～（約 40 分）
※予約不要・参加無料。
　ただし観覧料は必要。

　発見された遺構を写真や図で紹介し、
19 世紀代の萩焼・小畑焼を中心に遺物
や遺構に関する資料を展示します。
■会期　３月 21 日㊋㊗まで

萩博物館　人と自然の展示室

④ 2023アート年賀状の作品展示④ 2023アート年賀状の作品展示
１月２日㊊㊡～ 29日㊐

⑤呈茶席⑤呈茶席
１月７日㊏　10:30～ 15:00
交流スペース　■協力：茶道裏千家淡交会青年部

⑥新春萩美寄席《桂 竹千代》⑥新春萩美寄席《桂 竹千代》
１月 14日㊏　11:00～ 12:00
講座室　 70人（要予約、要観覧券）

①和太鼓演奏《大板山たたら太鼓同好会》①和太鼓演奏《大板山たたら太鼓同好会》
１月２日㊊㊡　10:30～ 11:00
玄関前広場　※予約不要

②お正月をみつけよう②お正月をみつけよう
  館内を巡ってキーワードを集めると美術館
オリジナルグッズをプレゼント

１月２日㊊㊡～ 15日㊐
③令和５年の新成人は展覧会の入場無料③令和５年の新成人は展覧会の入場無料

１月２日㊊㊡、９日㊊㊗

お正月は美術館へ行こう！お正月は美術館へ行こう！

予約ページ

公式 HP

一般 300 円（70 歳以上、18 歳以下無料）■休館日 １日、10 日、16 日、23 日、30 日

■休館日  1日、4日、11日、18日、25～27日　　　 大人/520円  高校・大学生/310円  小・中学生/100円

特集展示「発掘調査で明らかとなった恵美須ヶ鼻造船所跡」特集展示「発掘調査で明らかとなった恵美須ヶ鼻造船所跡」

イベントイベント

増原 嘉央理「紅白鮮 斜陽-2209-」 
2022年（萩大賞受賞作品）

　展示室で配布される手紙（ワークシート）を持って、展示資料や解説を読み解き、
“謎の星”の目撃者になろう！

会期中の開館日　　　 無料（ただし、観覧料は必要）
■参加方法　展示室入口でワークシートとバインダー、鉛筆をお受け取りください。

【参加体験企画】ナゾ解きミッション「先人からの挑戦状～謎の星の正体を追え～」【参加体験企画】ナゾ解きミッション「先人からの挑戦状～謎の星の正体を追え～」

萩博物館HP▶



広報はぎ 令和５年１月号28

　維新の志士たちが駆け抜けた歴史の道「萩往還」で、
国の重要伝統的建造物群保存地区の佐々並市や各所史
跡を巡るウォーキング大会を開催します。

※両コースともにブロックスタートになります。

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

■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㊌　12:15～12:45１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 15 回第 15 回 ２月１日㊌　12:15～12:45２月１日㊌　12:15～12:45

■曲目
　冬景色、夕やけこやけ、赤とんぼ ほか

烏田 和美（歌）■演奏者

演奏者を随時募集中！ 詳細はこちら▶

山根 浩志（ピアノ） 

旭活性化センター
7:30～ 8:30
8:45～ 8:55
9:00

佐々並コース佐々並コース（17.3㎞）　　 先着 500人
（スタート）旭活性化センター～落合の石橋～一升谷
の石畳～乳母の茶屋～涙松跡～市民体育館（ゴール）
・受付場所
・受　　付
・出 発 式
・スタート

明木コース明木コース　（8.3㎞）　　 先着 500人
（スタート）旭イベント広場～乳母の茶屋～涙松跡
～市民体育館（ゴール）
・受付場所
・受　　付
・出 発 式
・スタート

旭イベント広場
8:30～ 9:30
9:45～ 9:55
10:00

萩往還ワンデーウォーク2023萩往還ワンデーウォーク2023萩往還ワンデーウォーク2023萩往還ワンデーウォーク2023

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

３３1111㊏㊏３３1111㊏㊏

①佐々並コース①佐々並コース ②明木コース②明木コース

行き 市民体育館等（共通）に駐車
された方はご利用ください

市民体育館→旭活性化センター
7:00～8:00の間で運行

市民体育館→旭イベント広場
8:00～9:00の間で運行

帰り 佐々並・明木に駐車された方は
ご利用ください

市民体育館→旭山村広場
ゴール後、随時運行

市民体育館→旭イベント広場
ゴール後、随時運行

■駐車場　　旭山村広場（佐々並コース）、旭イベント広場（明木コース）、市民体育館（共通）、
　　　　　　椿西小学校（共通）、JA南萩支店（共通）、萩青果㈱（共通）
■無料シャトルバス　　駐車場（共通）からスタート場所までバスでお送りします。
　　　　　　　　　　　※佐々並・明木に駐車された方はゴール後、それぞれの駐車場までお送りします。

■申込期間　１月10 日㊋～２月 10 日㊎
小学生以上（小学生は保護者同伴）
市民体育館、市役所総合案内、各総合事務所、公民館 

　に備え付けの申込書（郵便振替用紙付）に、必要事項
　を記入のうえ、参加料を添えて市民体育館、または 
　ゆうちょ銀行、郵便局で申し込み。（手数料は自己負担）

水筒、雨具、帽子、タオル、健康保険証、ごみ袋等
1,000 円（高校生以下無料）
スポーツ振興課　☎ 25-7311 コース等

の詳細▼


