
【表紙の説明】１月８日、萩市消防出初式が【表紙の説明】１月８日、萩市消防出初式が
行われました。式典終了後に各地域で屋外行行われました。式典終了後に各地域で屋外行
事が実施され、萩地域では、山田保育園の園事が実施され、萩地域では、山田保育園の園
児たちが行進や放水に参加しました。児たちが行進や放水に参加しました。

【表紙の説明】１月８日、萩市消防出初式が
行われました。式典終了後に各地域で屋外行
事が実施され、萩地域では、山田保育園の園
児たちが行進や放水に参加しました。

令和５年　萩市「二十歳のつどい」令和５年　萩市「二十歳のつどい」
１月萩市臨時議会で決まった補正予算１月萩市臨時議会で決まった補正予算
特集 ふるさと萩の魅力再発見！ #10特集 ふるさと萩の魅力再発見！ #10
魅力ある大学紹介「至誠館大学」魅力ある大学紹介「至誠館大学」
情報案内板情報案内板
情報カレンダー情報カレンダー
慶弔だより慶弔だより
お出かけ情報お出かけ情報

ＴＯＰＩＣＴＯＰＩＣ
２２
３３
４４
６６
1212
1515
1616
1717

令和５年　萩市「二十歳のつどい」
１月萩市臨時議会で決まった補正予算
特集 ふるさと萩の魅力再発見！ #10
魅力ある大学紹介「至誠館大学」
情報案内板
情報カレンダー
慶弔だより
お出かけ情報

ＴＯＰＩＣ
２
３
４
６
12
15
16
17

February February 20232023
vol.374vol.374

２/1はぎ広
報



広報はぎ 令和５年２月１日号2

地域 出席者数 対象者数
萩 257 422

川上 1 2
田万川 16 25
むつみ 8 9
須佐 14 20
旭 6 8

福栄 5 9
計 307 495

青 年 の 主 張 （要旨）

祝祝 民法改正により、成人年齢が18歳に引
き下げられたため、名称が成人式から

「二十歳のつどい」に変更されました。

　１月２日、市民館大ホールで「二十歳のつどい」を開催し、二十歳
を迎えた307 人が出席されました。（対象者495 人、出席率62.0%）
　式典では、田中市長が「数々の偉業を成し遂げた誇るべき先人
たちを輩出した、ここ萩市にゆかりのある皆さんには、大人として
の自覚と責任をもち、志高く、様々なことにチャレンジしていただ
き、日本はもとより、世界でご活躍され、次なる歴史を築いていか
れることを期待しております」と激励しました。

中村 文
あ や ね

音さん、小野 七
な な み

海さん、内海 夏
な つ と

杜さん 末成 壮
そ う し

司さん、砂川 風
ふ う か

花さん 式典後に記念撮影を楽しむ皆さん

二十歳おめでとうございます

「二十歳のつどい」令和５年 萩市 

●誓いのことば●国歌斉唱（萩高等学校合唱部のOB・OG）

　現在、私は萩市を離れ、看護師・保健師の二つの資格を取るため、廣兼　廣兼　颯颯
そ う やそ う や

哉哉さんさん
県外の大学で、日々、勉学と向き合う生活を送っています。大学では、多くの場面で「人との繋
がり」の重要性が語られ、家族や友人、学校や職場などのコミュニティでの支え合いが大切だと
実感しています。私自身、これまでの萩市での繋がりを大事にし、これからも多くのことを学び、
経験を培い、将来の萩市に少しでも貢献できるよう、日々努力していきたいと思います。

（大学生）

　私は幼い頃から憧れていた警察官になるという夢を叶え、毎日 亀屋　亀屋　萌萌
も え かも え か

佳佳さんさん
一生懸命、山口県警の一員として働いています。ただ、そこに至るまでの道のりは決して平坦な
ものではなく、抱いた夢とは程遠い厳しい現実がありました。しかし、同期の仲間や家族の支え
のおかげで、私がずっと大切にしてきた「前向きさ」と「一生懸命さ」を少しずつ取り戻すこと
ができました。そして、今では強い使命感をもって、楽しく前向きに仕事に打ち込んでいます。

（警察官）

　私は大学進学のために東京に出ました。高校まで萩市から出たこ津田　津田　華華
は なは な

那那さんさん
とのなかった私にとって東京は全く未知の存在で、強い憧れがありました。実際に大学生活が始
まり一番に感じたことは、東京は良くも悪くも全てを受け入れてくれる街だと思いました。しか
し、都会の凄さを実感すると同時に、自分の故郷に対する思いの深さを再確認することができま
した。だからこそ、私は萩市出身としての誇りを胸にこれから生きていきたいと思います。

（大学生）
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１月萩市臨時議会で決まった補正予算

○対 象 者　令和４年４月から令和５年１月までの間で連続する任意の３カ月（対象期間）の売上
　　　　　　　に対する利益率が、仕入価格等の上昇により、令和元年度以降における対象期間と
　　　　　　　同じ月の期間（基準期間）の売上に対する利益率と比較して減少している事業者

がんばろう萩！原油価格・物価高騰対策事業（2,200万円）
　コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響に伴う仕入価格や経費の上昇により、利益が減少　コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響に伴う仕入価格や経費の上昇により、利益が減少
している市内の中小企業者等の経営支援のための支援金を支給しています。している市内の中小企業者等の経営支援のための支援金を支給しています。
※既に上限額で申請されている方は対象となりません。※既に上限額で申請されている方は対象となりません。

商工振興課　☎ 25-3638商工振興課　☎ 25-3638

子どもたちの送迎バスに安全装置を整備する事業、原油価格・物価高騰等への対応など、主な事業を紹介します。

保育所等送迎バス安全装置整備事業（80万円）新 スクールバス安全装置整備事業（220万円）

 教育政策課　☎ 25-3141 教育政策課　☎ 25-3141

相島漁港整備事業（5,000万円）
　相島漁港の岸壁整備を行います。　相島漁港の岸壁整備を行います。   農林水産整備農林水産整備課　☎ 25-4193課　☎ 25-4193

○給 付 金 額　対象期間の売上利益額（売上金額－仕入金額－影響対象経費）と基準期間の売上利益
　　　　　　　額を比較して減少した額

※売上に対する利益率＝（売上金額－仕入金額－影響対象経費）÷売上金額×100（％）
※影響対象経費は、基準期間と比較可能な光熱水費など。
※対象期間と同じ月の期間の売上に対する利益率の算出が困難な場合は、基準期間
　の属する年間の売上に対する利益率とする。
※事業者には、中小企業者等（個人事業主含む）のほか、社団法人、財団法人、NPO法人
　などを含む。

※基準期間の売上に対する利益額の算出が困難な場合は、基準期間の属する年間の
　売上に対する利益額から算出（年間の売上に対する利益額÷12月×３月）

○給付上限額　対象期間と基準期間を比較して、売上に対する利益率の減少が、
　　　　　　　■５％以上の場合:申告済の直近の売上高が１億円以下は20万円、１億円超は40万円
　　　　　　　■５％未満の場合:申告済の直近の売上高が１億円以下は10万円、１億円超は20万円

申請期限と対象期間を延長しています申請期限と対象期間を延長しています
○申 請 期 限　令和４年 11 月 30 日㊌　→　令和５年２月 28 日㊋→　令和５年２月 28 日㊋
○対 象 期 間　令和４年４月～９月　  　→　令和４年４月～令和５年１月末→　令和４年４月～令和５年１月末
　　　　　　　　既に受給済の事業者でも、令和４年10月以降を対象期間に加えることで、給付額が
　　　　　　　増加する場合、新たに算定した金額と受給済みの金額との差額を別途支給します。
　　　　　　　（差額支給＝延長した対象期間で新たに算定した支援金額－既に受給した支援金額）

  子育て支援子育て支援課　☎ 25-3536課　☎ 25-3536

○対 象 バ ス　保育所等 : 公立保育所１台、認定こども園３台
　　　　　　　小中学校 : 公立小学校５台、公立中学校６台

　保育所や小中学校等の送迎バスにおいて、バス利用時における園児や児童生徒の置き去りを防止　保育所や小中学校等の送迎バスにおいて、バス利用時における園児や児童生徒の置き去りを防止
するため、安全装置を整備します。するため、安全装置を整備します。
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　足
を運んでみよう！

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！ #10

須佐地域のおすすめスポット須佐地域のおすすめスポット

川上 須佐須佐 旭 福栄田万川 むつみ

高高
こうやまこうやま

山山　須佐ホルンフェルスの後ろにそびえる標高約 533m の山で、ヤマタ
ノオロチを退治した神話で知られる須

ス サ ノ オ ノ ミ コ ト
佐之男命が、その山頂から朝鮮への海

路を望んだことから、神山（高山）と言われています。阿武火山群の一部で
あり、頂上付近には「須佐高山の磁石石」（国指定天然記念物）と呼ばれる
岩があります。方位磁石を近づけると針が揺れるので、非常に強い磁気を帯
びているのがよくわかります。

　各地域を６回にわたり特集します。今回は須佐地域須佐地域をご紹介！

須佐地域はどんなところ？須佐地域はどんなところ？
　須佐地域は、海岸部の須佐地区と山間部の弥富地区に二分され、海にせり
出した縞模様の断崖、方位磁石を狂わす神秘の山、「究極のご馳走」とも言わ
れる活きたイカ、伊良尾火山の大きな恵みなど、海・山・グルメなどのお宝ス
ポットがたくさんあります。

川上川上

地域の彩りはこれ！地域の彩りはこれ！

種類種類
場所場所

10 月上旬10 月上旬
萩市大字弥富下 畳ヶ淵入口付近萩市大字弥富下 畳ヶ淵入口付近

見頃見頃そばの花そばの花

【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。

須佐須佐

須佐ホルンフェルス須佐ホルンフェルス　打ち寄せる荒波と、絵に描いたような縞模様
の対比が美しい“須佐ホルンフェルス”は、約1,500万年前の海底に砂と泥が
交互に堆積してできた地層です。足元の平らな面をよく見ると、二枚貝や生
物の巣穴の化石が見られ、ここが海の底だったことがわかります。熱による
変化の様子を一望できる、全国でも珍しい場所です。

山頂展望台からは 360 度の展望！山頂展望台からは 360 度の展望！

須佐湾エコロジーキャンプ場須佐湾エコロジーキャンプ場

■電話　08387-6-2727　　■時間　宿泊15:00 ～翌日10:00　

　須佐湾を眼下に見下ろす高台に
あるキャンプ場で、須佐湾の自然を体感できるアウトドア派の観光拠点です。
テントサイトや、４人用・６人用ケビン、炊事棟・サニタリー棟、バーベキュー
ハウスなど長期滞在できる施設と設備があります。また、キャンプサイトから
見える日本海に沈む夕日は絶景です。

畳畳
たたみがふちたたみがふち

ヶ淵ヶ淵　亀甲状の岩石が敷石のように整然と並ぶ、山口県自然百選の一つ
です。この岩石は噴火で流れ出た溶岩が、冷えて
固まるときに規則正しく六角形となり、両岸には
垂直に伸びた六角柱（柱状節理）がそそり立ってい
ます。また、畳ヶ淵には龍権様が鎮座され、無病息
災や良縁を祈願してきたと言い伝えられています。

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

須佐総合事務所  ☎08387-6-2211
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■電話  090-3374-1393（奥山）  ■営業  土日祝日の11:00～14:00　

須須
す さ み こ とす さ み こ と

佐男命佐男命いかいか

龍の里やどみ（弥富そば）龍の里やどみ（弥富そば）

　味の良さから全国的に人気が高く、「イカの女王」とも呼

　令和元年 12 月に休校中の弥富

須佐地域の特産品やグルメ須佐地域の特産品やグルメ

ばれるケンサキイカ。肉厚で芳醇な甘みが特徴で、そのケンサキイカの中でも、須
佐一本釣船団の漁師が釣り上げ、須佐漁港に水揚げされる活きたケンサキイカで、
須佐地域が誇るブランドです。

小学校の一部を利用してオープンしました。弥富の肥沃な大地で育った
地元産のそばの実を石臼挽きし、伊良尾山から湧き出る水だけで手打ち
した、つなぎなしの香り豊かなこだわりの十割そばを提供しています。

道道
どうえいどうえい

永永の滝の滝　三段に分かれて流れ落ちる、落差約
70 ｍの滝で、田万川の支流、及谷川の上流にあります。

伊良尾山溶岩流の断面伊良尾山溶岩流の断面露露
ろ と うろ と う

頭頭（龍のうろこ）（龍のうろこ）
　約 40 万年前の伊良尾火山の噴火によって谷を埋め
るように流れ出した溶岩流の断面を間近で観察するこ流れる水はとてもきれ

いで、水温は年間を通
して約 14℃と冷たい
です。駐車場（２～３
台）から遊歩道が整備
されており、歩いてい
くことができます。

とができます。建物や
農地を支える大地の断
面を観察することで、
地域の暮らしを溶岩が
支えていることが一目
でわかります。

須佐歴史民俗資料館「みこと館」須佐歴史民俗資料館「みこと館」

■電話   08387-6-3916  ■時間  9:00～16:30（入館は16:00まで）　
■定休　毎週月曜日、祝祭日の翌日、年末年始（12/29～ 1/3）
■料金　高校生以上 310円、小中学生 150円

　須佐の文化遺産や歴史・民俗資料を収集・保存、展示、調査研究す

■電話　08387-6-2311（平日）　08387-6-2222（土日祝日）
■営業　4/29 ～ 5/5、7 月～ 9 月の土日祝日、8/13 ～ 8/16
■時間　8:30～16:30　　■料金　大人520円、中学生以下260円

須佐湾フィッシングパーク（須佐釣り桟橋）須佐湾フィッシングパーク（須佐釣り桟橋）
　須佐の入り江にある天然の釣り堀です。釣り竿・椅子・パラソルの
レンタル（有料）、エサの購入もでき、手ぶらで釣りを楽しめます。
　また、海上の東屋でのんびりと休憩もできる癒しの場もあります。

る施設で、昭和 62 年に開館しました。建物は、本館と別館益田館か
らなり、益田家関係古文書の遺品類や須佐唐津焼に関する資料、須佐
のジオパーク関係の資料などを展示しています。

いかマルシェいかマルシェ

■電話　08387-6-3380　　　　■時間　9:00～ 17:00　
■定休　12/31 ～ 1/1

　須佐男命いかや地域の鮮魚、農産物などの直売や水産加工品、総菜
などを販売しています。JR須佐駅に隣接し、周辺の食事処と連携した
須佐駅前の賑わい創出など、地域活性化の一翼を担う施設です。

スサノモノミトコ館スサノモノミトコ館
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◆現代社会に貢献できる人材育成
　本学では、「至誠」のこころをもって社会が抱える
課題の解決に貢献できる人材を育成することを目的と
し、現代社会学部に３つの専攻を設置しています。

◆きめ細やかなキャリアサポート
　就職実績は 100％で、福祉施設、幼稚園、保育園、
中学校、高等学校、医療機関、一般企業等、学びの特
色を活かした実績となっています。一人ひとりに応じ
た就職指導を実現するため、就職ガイダンスや卒業生
交流会、公務員対策セミナー、キャリアカウンセリン
グなど多彩なプログラムを組み、早期からきめ細やか
な就職支援を行っています。

◆指定強化クラブ
　今年度から新設された柔道部と女子硬式野球部が加
わり、男子硬式野球部、陸上競技部、ゴルフ部、女子
バレーボール部といった指定強化クラブがあります。

　今年度は、男子硬式野球部が「中国地区１部秋季リー
グ戦」で３位、女子バレーボール部が「中国地区１部
リーグ戦春季・秋季」ともに３位となり「全日本イン
カレ」出場を決めました。ゴルフ部では、吉本 翔

しょうた
雄（４

年）が「日本アマチュアゴルフ選手権」で７位、佐賀 
美咲（４年）が「日本女子学生ゴルフ王座決定戦」で
５位に入賞しました。次年度にさらなる好成績を残せ
るように日々練習に励んでいます。

◆資格取得に基づくカリキュラム体制
　各専攻の専門に基づいて、社会福祉士資格、保育士
資格、幼稚園教諭一種免許状、中学校・高等学校教諭
一種免許状 (保健体育)、トレーニング指導者資格など
の資格取得に加え、留学や公務員受験対策のためのカ
リキュラムを提供しています。その他、実務経験によ
る介護福祉士の資格取得も目指すことができます。

◆奨学制度の充実
　至誠館大学独自の奨学金制度には、最大で授業料を
50％免除する「特別奨学制度（一般学生・指定強化
クラブ学生）」、授業料を 30％免除する「北浦地区・
石見地区免除制度」、20％免除する「山口県内免除制
度」があります。また、萩市独自の奨学金制度「至誠
館大学進学奨学金」給付年額 30 万円や日本学生支援
機構「給付奨学金」などの経済的支援があります。

子ども生活学専攻 スポーツ健康福祉専攻 ビジネス文化専攻

現代社会学部　現代社会学科現代社会学部　現代社会学科

　私は現在、保育士として働いてい
ます。昔から子どもが好きで、いつ
か子どもに携わる仕事をしてみたい
と考えていました。
　大学時代、学業はもちろんですが、
沢山の経験や人との出会いがあった
から、自分自身のステップアップに
つながり、良かったと心から思って
います。大学に進学して、多くのこ

卒業生の声卒業生の声

令和３年度卒
篠原 七

な な み
海さん

とを経験し、触れてみてください。きっと社会に出た
時に、かけがえのない財産になると思います。

魅力ある特 集

20232023３３ 2323
木曜日木曜日

開催時間開催時間
10:00～14:3010:00～14:30

受付時間受付時間
9:45～9:45～

スプリングセミナースプリングセミナー

オープンキャンパス最終回オープンキャンパス最終回

大 学 紹 介

〒 758-8585　萩市椿東浦田 5000
☎ 0838-24-4000　　FAX 0838-24-4090

大学HP
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　新型コロナウイルス感染症については、全国的に感染が拡大しており、萩保健所管内でも、連日、多数
の新規感染者が確認されています。 
　こうした感染者の急増により、萩市の保健・医療体制への負荷も大幅に増加し、とりわけ、救急医療
においては危機的な状況にあり、現在、萩市医師会において、市内各医療機関での調整を行っていただ
いております。 
　市民の皆様には、現下の厳しい状況をご理解いただき、これ以上、医療体制がひっ迫しないよう、以下
の取組について、ご理解とご協力をお願いします。 

新型コロナウイルス感染症対策に関する市長緊急メッセージ
（令和５年１月９日） 

〇救急外来及び救急車の利用は真に必要な場合に限ってください。 
　特に、発熱や咳のみなど軽症の場合は救急車の利用は控えてください。 
　判断に迷ったときは、萩・阿武健康ダイヤル２４にお問い合わせください。 
　※萩・阿武健康ダイヤル２４（毎日 24 時間対応） 　☎０１２０- ５０６- ３２２ 

〇発熱や咳など感染が疑われる症状が出た場合は、外出や人との接触を避け、速やかに、かかりつけ
　医や県の受診・相談センター等に相談してください。 
　※受診・相談センター（毎日 24 時間対応） 　☎ # ７７００または０８３- ９０２- ２５１０ 

〇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又は薬局等
　で販売する医療用抗原検査キットを入手し検査を行うことで、自身の健康管理に努めてください。

〇無症状でも感染への不安を感じる方は、県の自宅送付型検査キットでの自己検査や、県が指定する
　薬局を活用した抗原定性検査又は PCR 検査を受検してください。

〇ワクチン接種は、感染や発症、更には感染した場合の重症化を予防することから、ワクチンの効果
　と副反応等のリスクを理解した上で、早めの接種のご検討をお願いします。 

萩市長 田 中 文 夫 

救急車は正しく利用しましょう
皆さんの大切な命を守るために

◎救急車は緊急性の高い患者を救急病院へ搬送するためのものです。
　緊急性がないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする方への
救急車の到着が遅れ、救える命が救えなくなる可能性があります。
　救急車や救急医療は限りある資源です。救急車の適正利用にご協力をお願いします。

■萩・阿武健康ダイヤル２４（24 時間対応）　☎ 0120-506-322
　看護師など専門スタッフが無料で電話相談に応じます
■小児救急医療電話相談（19 時～翌 8 時）　☎＃ 8000 または 083-921-2755
■こころの救急電話相談（24 時間対応）　☎ 0836-58-4455
　精神科受診など早急な対応に関する相談電話です
■全国版救急受診アプリ「Ｑ助（きゅーすけ）」　⇒ＱＲコード
　症状の緊急度を素早く判定するため、救急車を呼ぶ目安

救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときは利用してください
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おめでとうございます

　大井地区の老人クラブ会長として長年に
わたり地域のボランティア活動に尽力。ま
た、令和元年からは山口県老人クラブ連合
会評議員として会の発展に大きく寄与。

　平成 16 年に里親に認定さ
れて以来、長北支部役員、支
部長を歴任。児童の養育に熱
意をもって夫婦で取り組み、
児童の自立支援、里親制度の
啓発に尽力。

山口県知事表彰
社会福祉事業功労

社会活動功労

阿武 麻
ま み こ

美子

　多年にわたり民生委員・児童委
員として地域の福祉活動に尽力。
地区民児協、市民児協の発展、若
手民生委員の指導にあたる。

（椿）
兼田 英

ひ で お
生

（椿東）
片山 加

か よ こ
代子

（大井）
平野 玲

れ い こ
子

（江向）
三浦 節

せ つ こ
子

（椿）

【民間社会福祉事業施設等
の長および従事者】

【共同募金運動奉仕者】

【青少年・青少年団体および青少年指導者】

【社会福祉事業団体関係者】

【里親】

　昭和 58 年に保育士として勤務以来、
38 年余の長きにわたり、児童の健全保育
に尽力。延長保育や休日保育など多様な保
育ニーズに応え、子育て環境の整備に貢献。

　平成 6 年から 28 年間、一般募
金および歳末たすけあい募金の奉
仕委員として活躍。

  昭和 61 年にガールスカウト山口県第 18 団に
入団以来、各部門のリーダーを取得。山口県支部
においても多くの委員に属し少女の健全育成に努
め、他の指導者に対し良い模範として活躍。

【民生委員・児童委員】

中
な か つ え

津江 美
よ し え

枝

大嶋 千
ち づ こ

鶴子

吉屋 華
あ き こ

子

西元　勇
いさむ住の江保育園

赤い羽根共同募金奉仕者

萩市老人クラブ連合会 会長
（浜崎町）

（河添）

（堀内）

（大井）

中村 博
ひろし

中村 和
か ず こ

子
（下田万）

　昨年 12 月に開催した「維新の里　萩城下町マラソン
2022」で、レース中に体調を崩し、心肺停止状態となっ
た 60 代男性に対して、迅速な救命活動を行い、速やか
に救急隊に引き継ぎができた事案がありました。
　１月 10 日、その救命活動にご協力をいただいた方達
に敬意と感謝の意を表し、大会会長（萩市長）と萩市消防
長から感謝状を贈呈しました。

救急搬送協力者に感謝状を贈呈

岡 恭
きょうこ

子さん
（川島）

山
やまがた

方 直
な お や

也さん
（光市）

今
いまなが

永 明
あ け み

美さん
（山口市）
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佐々木由起枝（須佐第８）、大本和男（佐々並第１）、
青水文明（佐々並第２）、東隆治（佐々並第３）、
大野一夫（佐々並自動車）、阿部正和（佐々並自動車）、
内田誠一郎（明木第２）、菅成美男（福栄本部）、
東屋文男（福栄本部）、藤本哲男（福栄第２）、
齋藤恵史（福栄第３）
▽ 20 年表彰　20 人　▽ 10 年表彰　26 人

◎萩市長表彰
○功績章　秋尾勇吉（新川）、丸田勘次（山田第２）、
礒部晃一（三見第３）、松尾嘉嗣（大井第２）、国光彰

（大島）、山田泰宏（見島）、横山𠮷己（川上本部）、
俣賀保宏（田万川本部）、工藤進（須佐第１）、村田実

（須佐第４）、奥山博隆（須佐第５）、末永朗（須佐第６）、
三浦真秀（旭本部）、鳥元英雄（佐々並第２）、
井上正行（佐々並第３）、大津勝人（佐々並自動車）、
林信之（佐々並自動車）、長安誠（福栄第１）

消防総務課　☎ 25-2780

◎山口県消防協会長表彰
○功績章　田中誠一（明倫第１）、湯浅勝博（川上第１）、
神崎悦子（川上本部）、大塚喜彦（田万川本部）、
長安良男（むつみ第１）、松原弘美（須佐第５）、
長谷川進（須佐第７）、林信之（佐々並自動車）、
植村義男（明木第１）、山﨑光一（明木自動車）、
石川英紀（福栄第１）、元澤慎一（消防本部）
○勤続章
▽ 40 年表彰　谷野政春（相島）、土田龍夫（川上第２）、
横田行正（田万川本部）、田村喜男（むつみ本部）、
村田博延（須佐本部）、能美寿三（旭本部）、佐伯靖史

（福栄本部）、藤原悟（福栄本部）
▽ 30 年表彰　石永宗昭（明倫第１）、小嶋保（明倫
第３）、松原一樹（大島）、倉床正（見島）、濱村茂（見
島）、上田清文（川上本部）、藤原達夫（川上第３）、
須郷誠（田万川本部）、中村恭久（田万川本部）、
三宅常治（田万川第４）、大村純一（田万川第６）、
金田農（むつみ本部）、吉本和良（むつみ第３）、
小川千保美（むつみ第５）、伊藤潔（須佐第４）、

消防業務の功績等が顕著な消防団員・消防職員等
が表彰されました。受章おめでとうございます

全国大会出場おめでとうございます！

日本クラブユース女子サッカー
チャレンジカップ（U-18）

1月7日 群馬県

河村 陽
ひ な た

菜
（萩東中学校３年）
※ FC REVO 所属

第75回 東京卓球選手権大会
1月4日 東京都

山本 匠
しょうま

馬
（明倫小学校３年）

［カブ男子の部］

阿部 真
しんいち

一
（明倫小学校５年）

［ホープスの部］

※２人とも萩市卓球スポーツ少年団 GOOD FORM 所属

U20選抜競歩大会
２月19日 兵庫県

萩高等学校

2023 全日本卓球選手権大会
1月23日 東京都

吉田 一
か ず は

葉
（萩光塩学院高校１年）

【後列左から】青木 海
か い と

橙（2 年）、
　野村 奏

そ う た
太、野村 洸

こ う た
太（以上３年）

【前列左から】大﨑 詩
うた

（2 年）、
　西山 こと乃（1 年）
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市・県民税の申告と所得税の確定申告

◎申告が必要な人
●令和４年中に、農業、営業、不動産、配当、土地・
　株式の譲渡などの収入があった人
●令和 4 年中の給与収入が 2,000 万円を超える人
●年末調整済給与以外の所得の合計が 20 万円を超える人
●住宅ローン控除などを新規で申請する人

※分離課税（土地の譲渡、株式譲渡等）、住宅ローン
控除（初年度）の申告は税務署でお願いします。
※萩税務署申告会場では、「入場整理券」が必要です。
会場で当日配布されます。また、LINE から事前予約
ができます。

◎申告が必要な人
●令和５年１月１日現在、萩市に住所を有する人
●令和４年中に、農業、営業、不動産などの収入があっ
　た人（確定申告した人は除く）
●年末調整済みの給与所得以外に収入があった人
●収入がなかった人で、親族の扶養に入っていない人

※児童扶養手当や公営住宅入居等の申請で、所得証明
書や課税証明書等が必要な人は、全く収入がなくても
申告が必要です。

国民健康保険料、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の申告

★ご注意ください！
　申告がない世帯は、前年所得が軽減基準以下であって
も保険料の軽減を受けることができません。
　また、高額療養費などの自己負担額や、入院時の食事
代の区分が市民税課税世帯の扱いとなります。

◎申告が必要な方
●国民健康保険に加入している人で、平成 16 年４月
　１日以前に生まれた人
●介護保険第１号被保険者（昭和 34 年４月１日以前
　に生まれた人）およびそのご家族
●後期高齢者医療制度に加入している人およびそのご
　家族

◎主に次の人は申告が必要です
○非課税収入（失業保険給付・傷病手当等）、非課税年金
　（障害年金・遺族年金・公務扶助料等）を受給されている人
○収入が全くない人（家事従事・失業・病人・学生等）
○仕送り、貯蓄で生活されている人
○令和５年１月２日以降に萩市に転入された人

申告相談の窓口

忘れずに
持参して
ください！

○マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類（運転免許証など）
○令和４年中の収入、支出の分かるもの（給与や公的年金などの源泉徴収票、収支計
　算書、現金出納帳、営農取引通知書、領収書など）
○各種控除に必要なもの（国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険や地震保険等
　の支払証明書、医療費通知など）
○その他申告に必要と思われる書類

問い合わせ

●市・県民税の申告
●国民健康保険料・介護保険料の申告
●後期高齢者医療保険料の申告
●所得税の確定申告

課税課市民税係　☎ 25-3136　各総合事務所市民窓口部門
課税課市民税係　☎ 25-3286　各総合事務所市民窓口部門
市民課保険年金係☎ 25-3239　各総合事務所市民窓口部門
萩税務署　☎22-0900（音声案内「０」を選択）

市・県民税の申告 所得税の確定申告

日程（㊏・㊐・㊗を除く） 会場（8：30～17：00）

2月16日㊍～3月15日㊌ 市民館小ホール

2月6日㊊ 相島小中学校
2月7日㊋ 木間分室（旧木間小中学校）
2月8日㊌、9日㊍ 見島ふれあい交流センター
2月13日㊊、14日㊋ 大島公民館
3月1日㊌～2日㊍ 三見公民館
3月7日㊋～9日㊍ 大井公民館
2月16日㊍～21日㊋ 川上総合事務所
2月24日㊎～3月2日㊌ 旭マルチメディアセンター
3月6日㊊～14日㊎ 旭活性化センター
2月16日㊌～17日㊍ 弥富交流促進センター
2月21日㊋～24日㊍ 小川交流センター
2月28日㊋～3月6日㊊ 須佐総合事務所
3月8日㊌～14日㊋ 田万川総合事務所
2月16日㊍～27日㊊ むつみ農村環境改善センター
3月1日㊌～3日㊎ 福栄老人福祉センター
3月6日㊊～9日㊍ ふくえ～る

※申告書と記載説明書は、「広報はぎ２月１日号」と一緒に各世帯に配布しています。

総合事務所管内では、行政区別に申
告受付相談・事前相談を行います。
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萩市森林・林業ビジョン（案）に関するパブリックコメント
　市では、令和元年度に創設・開始された森林経営管理制度や森林環境譲与税を背景として、体系的・継続的
な林業施策に取り組んでいます。このたび、市民の皆さんとともに一層効果的な林業施策を進めるため、長期
的な方針となる「萩市森林・林業ビジョン（案）」を策定しました。
　この萩市森林・林業ビジョンは、これまで萩市と山口県、民間委員で構成する林業審議会等での協議結果を
踏まえた素案としてまとめています。この素案に対する市民の皆さんからのご意見を募集します。

■期　　間　2 月 1 日㊌～ 3 月 3 日㊎
■閲覧場所　市役所本庁市政情報コーナー、林政課、各総合事務所、各支所・出張所、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
■提  出  先　〒 758-8555　萩市林政課　FAX 25-3770、メール rinsei@city.hagi.lg.jp

募 集

２月 保健ガイド セ…センター　※…要予約 健康増進課　☎ 26-0500

こころの相談日（※）/10:00～/萩市保健セ
大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館
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
健康づくり応援隊体操/10:30～/萩市保健セ
三見ソナタ/13:30～/三見公民館
こころの相談日（※）/13:30～/萩市保健セ
浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家

元気もりもり体操会/9:30～/須佐保健セ
平山台体操/11:00～/田万川農村婦人の家
脳トレ楽習会/10:00～/田万川保健セ
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～/田万川コミュニティセ
エアロビクス教室/10:00～/田万川コミュニティセ

弥富元気クラブ /9:30 ～ / 弥富公民館
エアロビクス教室 /10:00 ～ / 小川交流セ

定例乳幼児相談（※）/10:00 ～ / 川上保健セ

むつみ楽しく体を動かす会/13:30～/むつみ農村環境改善セ
福栄楽しく体を動かす会/13:30～/ふくえ～る

２日㊍ 

８日㊌
　
10日㊎

16日㊍  

１日㊌
２日㊍   

３日㊎
６日㊊
８日㊌
９日㊍
14日㊋
16日㊍

１日㊌ 

１日㊌ 
９日㊍

◉萩地域

◉須佐・田万川地域

◉旭・川上地域

◉むつみ・福栄地域

（～ 16 日）

林政課　☎ 25-4194

対象者
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに 令和５年２月１日以降に
①出産された方等 ②妊娠届出された妊婦 ③妊娠届出される妊婦 ④出産された方等

補助額 10万円 ５万円（出産後④へ） ５万円（出産後④へ） ５万円

申請方法 ご自宅へ郵送されるアンケートと申請書を
提出

妊娠届出時に保健師等
が面談し、お渡しする
申請書を提出

生後１～２カ月頃に保健師等
が赤ちゃん訪問時に面談し、
お渡しする申請書を提出

出産・子育てを応援します出産・子育てを応援します

不妊治療費を助成します不妊治療費を助成します

　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に、妊娠期から
出産・子育て期まで、伴走型相談支援と経済的支援を実施します。

　令和４年４月から不妊治療への保険適用拡大により、県・市の助成制度の一部が廃止となり、保険適用となった
特定不妊治療の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。

 健康増進課　☎ 26-0500

■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　妊娠届出時の面談実施後　５万円／妊婦１人
　　　　　　　　　出生届出後の面談実施後　５万円／新生児１人

■対 象 者　令和４年４月以降に治療を受けられた方
■助成金額　医療費の自己負担分のうち、１回の治療周期につき上限 87,000 円
■申請方法　健康増進課または指定医療機関に備え付けの申請書と必要書類を
　　　　　　健康増進課へ提出（申請書は市 HP からもダウンロードできます）
■申請期間　２月１日㊌～
　　　　　　※令和4年度中に治療が終了する方は、令和５年３月31日㊎までに申請してください。

「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」を目指して特 集特 集 ＃８＃８

市HP

市HP

新新

新新
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競争入札参加資格審査の追加申請
　令和５・６年度の競争入札参加資格
審査に追加申請する場合、登録は令
和５年５月１日以降となります。
■申請区分　①建設工事　②業務委
託　③物品調達等

申請書を市 HP からダウンロー
ドし、２月１日㊌～令和６年 11 月
29 日㊎までに、契約監理課へ郵送
または持参（消印有効）　

契約監理課　☎ 25-3474

図書館の臨時休館
　特別整理期間のため、下記のとお
り開館時間を短縮・休館します。

萩図書館　　☎ 25-6355
　須佐図書館　☎ 08387-6-5500
　明木図書館　☎ 55-0314

オンラインで転出届の手続き
　転出は、２月６日㊊からマイナポー
タルでの届出が可能となります。

情報案内板 ※ の記載がないものは参加無料
講師
場所

演題
内容日時

対象
参加料
持参品 問い合わせ

申し込み定員
締切

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、急遽中止・延期等に変更になる場合があります。

お知らせ

　
　　る場合もご連絡ください。

◎雑貨の販売
２月12日㊐～26日㊐ 16:30まで

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
２月12日㊐～19日㊐12:00まで

に、エコプラザ・萩で申込書を提出
■抽選日　２月 19 日㊐ 13:00 ～
◎お楽しみ企画 ワークショップ開催

２月 12 日㊐　10:00 ～ 14:00
どんぐりのブローチ作り
100円（別途材料費100円）

※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　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、萩
焼各種、急須各種、額縁、50ccバイク、
学習机
■おゆずりください　裂

さきおり
織機、テレビ

台、グラウンドゴルフのクラブ、毛糸の
腹巻
※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

☎ 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

※転入届等の手続きはオンライン不可
電子証明書が有効なマイナンバー

カードを持ち、国内で引越しをする方
市民課　

　☎ 25-3493

萩市奨学金（給付型）新規申請
　募集期間は、２月 14 日㊋までと
なります。詳細は、広報はぎ１月号
または市 HP をご覧ください。

企画政策課　☎ 25-3102

新卒者・既卒者の就職活動支援
　就職活動の進め方や不安なこと
等、お気軽にお問い合わせください。

ハローワーク萩　☎ 22-0714

鶴江の渡し船の運休
　船体の補修のため、鶴江～浜崎間
の渡し船を運休します。
■期間　２月１日㊌～ 11 日㊏㊗

土木課　☎ 25-3832

がんばろう萩！安心安全観光地
づくり事業（補足）
　「広報はぎ１月号」5 ページで紹
介したこの事業については、１人あ
たり１泊 5,000 円以上で宿泊され
た方が対象となります。

観光課　☎ 25-3139

寄付
○宮﨑 悟

さとる
さん（神奈川県）より、古写

　真１件
○河内 信

のぶあき
昭さん（栃木県）より、古文

　書（巻
か ん す

子）１件

市営住宅入居者

■受付期間　2 月 1 日㊌～ 9 日㊍　　　
　8:30 ～ 17:15（土・日・祝は除く）
※応募資格等の詳細は、
　申込書をご覧ください

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

県営住宅入居者
■募集団地　無田ヶ原・中津江・東萩

施設名 時間短縮・休館日
萩図書館・
子ども図書館

２月５日㊐ 18:00 閉館
２月６日㊊・７日㊋・８日㊌

須佐図書館 ２月６日㊊・７日㊋・８日㊌
明木図書館 ２月６日㊊・８日㊌

募　集

３月５日㊐　10:00 ～ 15:00
着物からサルエルパンツを作る
10 人　 500 円（材料費別）
２月２日㊍～16日㊍　16:00まで

にエコプラザ・萩へ電話
※応募者多数の場合は、２月17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。
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▶

地域名 募集団地名 ※（ ）内は戸数
萩 金谷（１）、無田ケ原口（３）

川上 堂河内（３）
田万川 おそ吹原（５）、三明（１）
むつみ 平草第３（２）、鈴倉（１）

須佐 本町上（３）、山根丁東（３）、
中津第１（１）

旭 沖ノ原（２）、佐々並（１）
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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（４期）
・国民健康保険料（９期）
・介護保険料（９期）
・後期高齢者保険料（８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　２月 28 日㊋

収納課　☎ 25-3575

納期のお知らせ
■入居可能時期　4 月下旬頃
■受付期間　2 月 20 日㊊～ 28 日
㊋（消印有効）
※応募資格等の詳細は、
　申込書をご覧ください

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

ふるさと寄付返礼品提供事業者
　令和５年度から、新規に返礼品を
提供する事業者を募集します。

市内で製造、加工、販売や、宿泊、
体験サービス等の提供を行ってお
り、令和４年度に登録のない事業者

２月 10 日㊎までに、産業戦略室
へ電話またはメール
※申請書類は、後日送付

産業戦略室　☎ 25-3613
メール hagi-furusatokifu@city.hagi.lg.jp

アート盆栽教室
２月 24 日㊎　13:30 ～ 16:00
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

たんぽぽとつくしの寄せ植え
15 人（先着順）　 1,000 円
岡野 芳

よ し こ
子（日本手工芸指導協会師範）

はさみ、ラジオペンチ、ものさし、
筆記用具

２月１日㊌～ 17 日㊎までに、ま
ちじゅう博物館推進課へ電話　
☎ 25-3290

プログラミング教室
「自然× IT 新人財育成」

2 月 26 日㊐（時間は選択制）　
　10:00 ～ 12:30（午前の部）
　13:30 ～ 16:00（午後の部）

萩セミナーハウス
市内在住の小学生
各部10人（応募多数の場合は抽選）
小柴 満

ま み こ
美子（山口大学 准教授）

2 月 17 日㊎までに、QR コード
から、または、文化・生涯学
習課へ電話　☎ 25-3590

萩ビジネスプランコンテスト
2022 最終審査会（公開プレゼ
ンテーション） 観覧者

３月５日㊐　10:00 ～ 15:00
萩・明倫学舎 3 号館 交流室（大）

■参加方法　現地またはオンライン
２月 27 日㊊までに、申込フォー

ムから、または、所定の様式を商工
振興課へ提出

萩市ビジネスプランコンテスト協
議会（商工振興課内）
☎ 25-3638
FAX 25-3420

GO-EN 婚活イベント参加者
■「男女で交流！コミュニケーショ
ン」+「身体もココロも温まる♡初
春の芋煮会コン in 萩」

２月 26 日㊐　10:30 ～ 16:30
萩セミナーハウス

30 ～ 40 代で、萩市・長門市・美
祢市に在住（予定を含む）で独身の方 

20 ～ 30 人
セミナー、東北の「芋煮会」で交流
男性 2,000 円、女性 1,000 円
２月 23 日㊍までに、㈱ネクスト・

ステージへ　
☎ 083-250-6519

萩ユネスコ協会
新春の集い文化講演会

２月４日㊏　14:10 ～ 15:10
総合福祉センター 多目的ホール
どなたでも　 50 人（先着順）
「英国から日本へ～多国の生活を

通して感じたこと～」
ハナ・ギーチ（萩市国際交流員）

文化 ･ 生涯学習課　☎ 26-5636

令和５年４月に市内の小・中学校
に入学する予定の児童生徒の保護者
で、次のいずれかに該当する方
▽令和４年度市民税非課税世帯の方
▽児童扶養手当を受給されている方　
　（支給制限を受けている場合、認定
　されないことがあります）
▽世帯の収入が萩市教育委員会の定
　めた基準額を下回る方

■支給額　小学校　54,060 円
　　　　　中学校　60,000 円
■支給方法
３月下旬に保護者の口座に振込
※３月１日㊌～４月 28 日㊎に申請　　
　の場合は審査後、随時振込
※入学時までに市外へ転出された　
　方、市内の小・中学校に入学され
　ない方が支給を受けた場合は返還

　していただくことになります
２月１日㊌から 28 日㊋までに、

教育委員会、各小・中学校、各地域
事務所にある申請書（市 HP からも
ダウンロード可）を、教育委員会、
総合事務所または入学される小・中
学校へ提出

学校教育課　
　☎ 25-3141

講演・講座

新入学児童生徒学用品費の支給 　小・中学校への入学にあたり、経済的な理由でお困りの保護者の
方に対して、「就学援助制度」を設けています。
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至誠館大学公開講座
■「和楽器と出会う～筝

こと
～ はじめのいっぽ」

２月 11 日㊏㊗　13:00 ～ 14:30
至誠館大学図書館
筝やハンドベルによる「わくわく

コンサート」、筝の体験ワークショッ
プ（爪の貸し出し有）

申込フォームから（先着順）
至誠館大学　☎ 24-4000  

ひきこもりに関するオンライン講演会
２月 15 日㊌　15:00 ～ 16:30
市民館 大ホール  どなたでも
「家族が最初の支援者になるため

に～身に付けたい 5 つのステップ
『ひ・き・こ・も・り』～」

加藤 隆
たかひろ

弘（九州大学大学院 准教授） 
文化・生涯学習課　☎ 25-3590

萩まちじゅう博物館
明木おたから見守りツアー
　明木七観音と赤

あかまがせき
間関街道沿いのお

たからを巡ります。
２月 28 日㊋　10:00 ～ 15:00
マイクロバス利用 市役所正面　

9:30 集合、　現地集合 萩往還交流
施設 乳母の茶屋　9:50 集合

15人　 1,500円（弁当・土産付）
■服装　歩きやすい服装

2 月 21 日㊋までに、専用フォー
ムから、または、NPO 萩まちじゅ
う博物館へ電話　
☎ 25-3177

発達障害に関する研修会　
３月 12 日㊐　10:00 ～ 12:00
サンライフ萩

「発達障害の理解～本当に必要な
支援とは？～」

林 隆
たかし
（医療法人テレサ会西川医院医師）

２月28日㊋までに、下記QRコー
ドから、または、子ども発達支援セン
ター（からふる）へ FAX、メール
FAX　22-2897

○アバター ウェイ・オブ・ウォーター  上映中
○ RRR（インド映画）　　　  2/11 ～
○七人の秘書　　　　　　　　～ 2/3

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

メール katou.haruka@futaba-en.org
福祉支援課

☎ 25-3523

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

２月 10 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁（第４会議室）

■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
２月 14 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
２月 22 日㊌　10:00 ～ 15:00
相談室（市民活動推進課内）

■山口 正
まさのぶ

之（弁護士）
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（2/1 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
○１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
○８日㊌ 13:30～骨髄ドナー登録会
○ 21 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
○ 22 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

身体障がい者巡回相談（整形外科）
３月 16 日㊍　13:30 ～ 14:30
地域医療連携支援センター（平安古町）
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　

２月 28 日㊋までに、福祉支援課へ　　
　☎ 25-3523

相続登記に関する無料法律相談
　事前に県内の司法書士を選び、相
談日時を調整してください。

２月１日㊌～ 28 日㊋
県内各司法書士事務所
県司法書士会事務局

　☎ 083-924-5220

高齢者・障がい者のための弁護
士無料電話法律相談

２月14日・28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

萩人形展
　高さ 12㎝の日本人形「萩人形」
150 体を展示します。

２月３日㊎～４月３日㊊
伊藤博文別邸　 100 円

※渡辺蒿
こうぞう

蔵旧宅でも、3 月 14 日㊋
　から萩人形（別作品）を展示します

観光課　☎ 25-3139

森川翠水「ふるさと萩」水墨画展
　水墨画家の故 森川 翠

すいすい
水氏（小川出

身）の作品 32 点を展示します。
２月４日㊏～ 26 日㊐

　10:00 ～ 17:00（2/7・8 は休館）　
ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと

　（萩・明倫学舎 3 号館２階）
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

相　談

講演・講座

イベント
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２ 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水

●市役所ロビーコンサート（ピアノと歌唱）/12:15～/市役所ロビー
●特別展示「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ」（～26日）/9:00～/山口県立萩美術館・浦上記念館
●アート盆栽展（～27日）/9：00～/渡辺蒿蔵旧宅
●浜崎旧正月提灯まつり（～4/3）/9：00～/旧山村家住宅
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/9:30～/児童館
●先生たちのおすすめの本～育英小学校編～（～4日）/9:30～/須佐図書館
●ちっちゃなおはなし会（15日）/10:30～/明木図書館
●ゆるっと祈りの筆文字展（～28日）/9:00～/明木図書館
●人権相談/13:00～/むつみ農村環境改善センター

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

2木

●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
●ピヨピヨ「豆まき」/10:30～/児童館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

3金

●節分厄除け星祭り（～４日）/夕方～/住吉神社ほか
●萩城下の古き雛たち（～4/3）/市内15カ所（旧久保田家住宅ほか）
●萩人形展（～4/3）/伊藤博文別邸
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/11:00～/子ども図書館　※６日は休み

外科
内科
小児科

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

4土

●森川翠水「ふるさと萩」水墨画展（～26日）/10:00～/ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと（萩・明
　倫学舎3号館2階）
●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/14:30～/子ども図書館

外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

5日 ●萩観光シーズン開き/10：00～/萩城跡指月公園
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 齋藤

（08388-2-2838）

6月
萩図書館・須佐図書館 休館日（～８日）
明木図書館 休館日

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

7火

萩・明倫学舎全館、旧萩藩校明倫館有備館 休館日（～8日）
●おもちゃ図書館開館日（14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

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

8水
明木図書館 休館日
●ベビーマッサージ教室/10:00～/児童館

外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

9木 ●行政相談/10:00～/むつみ農村環境改善センター
外科
内科
小児科

兼田（22-1113）
中坪（22-5430）
いわたに（24-2100）

10金
●だんすダンス！/19:00～/児童館
●行政相談/10:00～/旭活性化センター

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

11土

●萩往還梅林園まつり（～3/5）/10：00～/萩往還梅林園
●萩・椿まつり（～3/19）/10：00～【オープニングイベント 13:00～】/笠山椿群生林
●高杉晋作資料室ギャラリートーク/13：30～/萩博物館
●ザ・卓球/10:30～/児童館
●みんなの図書館シネマ「クレイマー、クレイマー」/14:00～/萩図書館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

12日 ●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9:00～/市役所本庁
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

13月
外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

14火
●行政相談/13:30～/川上公民館
●心配ごと相談/13:30～/川上総合事務所

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

15水

●暮らしに役立つ図書館講座「畑の年間スケジュールを立てよう」/10:30～/萩図書館
●元気なときにかかる医者/10:30～/児童館
●おはなし・あそびの会/15:30～/明木図書館

外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

16木
●ピヨピヨ「体を動かそう」/10:30～/児童館
●市・県民税申告、確定申告（～3/15）/8：30～/市民館ほか

外科
内科

大藤（21-0002）
柳井（22-0748）

●イベント　●図書館・児童館　●相談
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人の動き 人口／43,685人（前月比-58）　男／20,286人（前月比-35） 　女／23,399人（前月比-23）
世帯数／22,858世帯（前月比-30） 　出生／15人　死亡／70人　（令和４年12月末日）

市民課　☎ 25-3400慶 弔 だ よ り

受診・相談センター「＃7700」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

※つながらない場合　☎083-902-2510へ

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　２月第１土曜日、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

「広報はぎ」は、偶数月の発行は月２回です。次回は
２月 15 日号です。　 広報課　☎ 25-3178お知らせ

　「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。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

※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
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２月26 日㊐まで
　第６回目となる陶芸の公募展。

特別展示
現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ

山口県立萩美術館・浦上記念館 ☎ 24-2400☎ 24-2400

冬期企画展冬期企画展 ☎ 25-6447☎ 25-6447萩 博 物 館

《田原 崇
た か お

雄・ 玉村 信
しんいち

一氏に
　　　　　　　　よる作品解説》

２月12日㊐　11:00～
20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：「奇兵隊あれこれ」

２月11日㊏㊗　13:30～（約40分）
※予約不要・参加無料。
　ただし観覧料は必要。

　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

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 13 日、20 日、27 日、28 日

■休館日  1日、８日、15日、22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」

《柏原美術館賞》彩
さいでいとうこうばち

泥透光鉢
「花びらだんす」宇

う さ み
佐美成

せ い じ
治

「風俗三十二相」
つめたさう 文化年
間めかけの風俗

　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。

【関連企画】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～」
■会期　３月５日㊐まで　■時間　9:00 ～17:00（入館は16:30 まで）

　昔の星空を再現した映像や、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を展示ヒストリカル・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～
萩博物館HP

２月26 日㊐まで

普通展示
浮世絵　月岡芳年 風俗三十二相

《学芸員による作品解説》
２月11日㊏㊗　11:00～
10 人（要予約、要観覧券、

　先着順）

※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。

　住吉神社では、「節分厄除け星祭り」を開催し
ます。２月４日㊏には、かつて各地で見られた伝
統芸能「獅子舞」を披露しますので、一年間の無
病息災を祈る行事としてお楽しみください。 

2 月３日㊎ 19:00 ～、4 日㊏（獅子舞は、住
吉神社を 14:00 頃出発、浜崎伝建地区を練り歩
き、御船倉（14:30 頃）で披露します。）

住吉神社（浜崎町）
■獅子舞　から・らく（島根県津和野町）

文化財保護課　☎ 25-3835

節分厄除け星祭り
　新型コロナウイルス感染症の早期収束を願うとと
もに、多くの観光客の皆様のお迎えと旅行中の安全
を祈願します。

萩観光シーズン開き

２月５日㊐
　10:00 ～

萩城跡指月公園
観光振興祈願、

　萩民謡「男なら」奉納
萩市観光協会　

　☎ 25-1750
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市役所ロビーコンサート

各地域・地区のゴミの分別
と出し方はこちらから▶

ゴミは収集日の朝８時半までに
出しましょう！

最新の情報を随時
お届けします！

「山口県萩市」
公式 Facebook

第15回 ２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） ■演奏者　椿フレンズ（コーラス）

第16回 ３月１日㊌ 12:15～12:45

■曲　目　早春賦、卒業写真、白いブランコ他

萩・椿まつり

越ヶ浜市営
駐車場発

笠山
椿群生林発

9:15 10:35
11:25 12:10
13:05 13:20
14:20 14:40
15:10 15:30
16:00 16:15

　椿の花が最盛期を迎える２月中旬から３月中旬、萩・椿まつりを開催
します。約 25,000 本のヤブツバキが、色鮮やかな花を咲かせます。

２月11日㊏㊗～３月19日㊐期間
場所 笠山椿群生林

郷土芸能披露など

オープニング
イベント

日時 ２月11日㊏㊗ 
13:00～

無料シャトルバス運行
　越ヶ浜市営駐車場から椿群生
林までのバスを運行。
■土・日曜、祝日
　随時運行（乗客が集まり次第
出発。往路 9:30 ～ 15:30、復
路 10:00 ～ 16:00 の間）

萩・花ごよみ実行委員会事務局（観光課内）☎25-3139

駐車場
期間中の土・日・祝日は、椿群生林周辺の
駐車場が有料（300 円）になります。

平日は無料

とき
■椿見どころ案内人の無料ガイド
■萩椿小町によるおもてなし
■萩椿クイズラリー、福引抽選　■出店
■萩・椿× TSUBAKI お楽しみキャンペーン

10:00～15:30
土・日・祝日のイベント

■平日定時運行

萩城下の古き雛たち
　萩の歴史あるお雛様、約 1,200 体を市内 15
カ所の文化財施設等で展示します。

2 月 3 日㊎～４月 3 日㊊
旧久保田家住宅、菊屋家住宅、青木周

しゅうすけ
弼旧宅、

口羽家住宅、旧山中家住宅、旧山村家住宅、旧小
池家土蔵、旧田中別邸、旧湯川家屋敷、桂太郎旧
宅、渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅、田町商店街、萩・明倫学舎、

旧小林家住宅、
萩のお宿 花

は な な り
南理の庭

萩城下の古き雛たち
実行委員会（観光課内）　
☎ 25-3139

　13 種類、350 本の紅梅、白梅、しだれ梅
の花と香りがお迎えします。

２月 11 日㊏㊗～３月５日㊐
※土・日曜、祝日のイベントは 9:00 ～ 16:00、
　特産品の販売や呈茶、楽器演奏等を開催します。

萩市観光協会　☎ 25-1750

萩往還梅林園まつり シャトルバスを
ご利用ください


