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【表紙の説明】笠山椿群生林では、約 2 万 5 千本のヤ【表紙の説明】笠山椿群生林では、約 2 万 5 千本のヤ
ブツバキが見頃の最盛期を迎えています。３月 19 日ブツバキが見頃の最盛期を迎えています。３月 19 日
まで「萩・椿まつり」が開催され、オープニングセレまで「萩・椿まつり」が開催され、オープニングセレ
モニーでは、市内の小学生・保育園児８人が、越ヶ浜モニーでは、市内の小学生・保育園児８人が、越ヶ浜
の伝統芸能「の伝統芸能「巫巫

み っ こみ っ こ

女女の舞」を披露しました。期間中の土・の舞」を披露しました。期間中の土・
日・祝日にはイベントや抹茶席、出店等で賑わいます。日・祝日にはイベントや抹茶席、出店等で賑わいます。
　また、18・19日には 11年ぶり４回目となる第 33　また、18・19日には 11年ぶり４回目となる第 33
回「全国椿サミット 萩大会」が開催されます。回「全国椿サミット 萩大会」が開催されます。
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■電話  53-0909（ガイド予約 福栄総合事務所 ☎52-0121）
■時間  9:00～17:00　　　■定休　１月～２月・不定休

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！ #12

福栄地域のおすすめスポット福栄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。最終回は福栄地域福栄地域をご紹介！

福栄地域はどんなところ？福栄地域はどんなところ？
　福栄地域は、萩市のほぼ中央に位置し、四方を緑豊かな山々に囲まれています。阿武火山群の溶岩台地の上では
畑作が行われ、水が湧く大地の麓では稲作が盛んな農業地帯です。農耕を中心とした営みが行われる中、各地に札
所を置いてお遍路をする「紫福八十八ヶ所」や、迫害を受けたキリシタン信者たちを受け入れたという「隠れ
キリシタン伝説」、木

もくじき
食五

ごぎょう
行上

しょうにん
人が滞在して残した仏像、また地域内に点在する社寺では昔ながらの祭礼などが、

現在に脈々と受け継がれています。

地域の彩りはこれ！地域の彩りはこれ！

種類種類

種類種類

場所場所

場所場所

６～ 11 月６～ 11 月

５月頃５月頃

道の駅「ハピネスふくえ」道の駅「ハピネスふくえ」

大板山たたら製鉄遺跡周辺大板山たたら製鉄遺跡周辺

見頃見頃

見頃見頃

鉢物等鉢物等

菖蒲、アヤメ菖蒲、アヤメ

【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。

福栄 販売している鉢物？
花壇の花？の写真

　足
を運んでみよう！

川上川上

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

福栄総合事務所  ☎52-0121

大板山たたら太鼓大板山たたら太鼓
　たたら製鉄遺跡をテーマに、製鉄炉の炎の力
強さをイメージした創作和太鼓です。市内はも
とより県内各地のイベントに出演し、福栄地域
のPR や活性化に大きく寄与されています。

大板山たたら製鉄遺跡大板山たたら製鉄遺跡 江戸時代中期から後期にか
けて操業された製鉄遺跡であり、18 世紀以降に萩藩内で操業
されるようになった「石見系たたら」の典型例です。高殿遺構を
はじめとする生産遺構が良好に遺存し、近世の製鉄業の展開を
知るうえで貴重な遺跡であることから、平成24年９月に国指
定史跡に指定、さらには平成27年７月、世界遺産「明治日本
の産業革命遺産」の構成資産の一つとして登録されました。

大板山たたら館大板山たたら館 平成29 年３月に開館した展示休憩室です。
遺跡発掘時の様子や大板山たたら製鉄の歴史、世界遺産に登録
された理由などがパネルで紹介されています。土・日曜日、祝日
は、遺跡の無料ガイドがあります。（平日は要予約・有料）

　たたら場は、約50年間の間隔をあけて3回の操業が行われており、特に幕末期の第3期操業では、安政3年（1856
年）に、萩藩最初の洋式軍艦「丙

へいしんまる
辰丸」を建造する際に、船釘や碇などの原料鉄を恵美須ヶ鼻造船所に供給しました。
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福栄地域の特産品福栄地域の特産品

花花
か きか き

卉卉類類 地元花農家による
四季折々の鉢物や苗物を、一年
を通して、道の駅「ハピネスふく
え」で購入することができます。

ぶどう・西条柿ぶどう・西条柿

黒毛和牛黒毛和牛 長沢台生産組合がこだわりを
持って生産する「長

ちょうしゅう
萩和牛」は、融点が低い

平平
ひらわらびひらわらび

蕨蕨台の雲海台の雲海 標高 405m の台地、昭和
40 年代に整備された台地では、オリーブ、葉タ
バコ、白菜等が栽培されています。秋・冬の冷え
込んだ朝には、雲海の美しい景色がひろがるなど、

「夢る～らる雲海」（平わらび台活性化交流施設）か
らの景色は、撮影スポットの１つとなっています。

■電話　53-0500　　■時間　7:00～14:00
■定休　年末年始、お盆期間

■電話　53-0085　　■時間　11:00～14:00
■定休　年末年始　毎週火・水・土・日曜日、祝日

紫福ふれあい市場紫福ふれあい市場 美美
み の りみ の り

野里野里食堂食堂
　「紫福ふれあい市場」に隣接する手作りが自慢の食
堂です。旬の地元食材を使った日替わり定食・弁当を
味わえます。

（農林物直売食材供給施設）（農林物直売食材供給施設）

シクラメンフェアシクラメンフェア
　毎年、12 月初旬に道の駅「ハピネスふくえ」で開催され
るシクラメンフェアでは、
約 3,000 鉢の色とりどり
のシクラメンが直売されま
す。シクラメンの管理方法
などのアドバイスも聞くこ
とができます。

オススメイベントオススメイベント

上質な脂で、常温で
もとろけていくほど
の口溶けの良さが特
徴です。

　紫福地区で収穫される新鮮な農産物や加工品を販売
しています。県内外からここを目指して来られる方も
多い直売所です。

　紫福平原台で特産品
として栽培、販売・加
工されています。
　ぶどうは、シャイン
マスカット、ピオーネ等
が出荷されています。

■電話　52-0356（食事処 52-0502）
■時間　8:30～ 17:00　
■定休　年末年始、食堂のみ毎週月曜日
　　　　（休日の場合は翌日）

道の駅「ハピネスふくえ」道の駅「ハピネスふくえ」
　福栄地域で育った四季折々の新鮮な農作
物や、花などの特産品、加工品を中心に販売
しています。食事処「ハピネスふくえ」も
隣接していますので、おくつろぎください。
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　現在萩市内では、地域医療を担う医療従事者の不足が深刻な状況です。特に病院で勤務
する薬剤師・看護師については全国的にも不足しており、この状況が長く続いた場合には
圏域の救急医療だけでなく、通常の診療にも支障を来す状況となり、安心・安全な市民生
活が危ぶまれる事態となる恐れがあります。
　また、医療従事者不足は薬剤師・看護師だけでなく、病棟で患者さんの療養環境整備な

募集職種 募集人員 受験資格 試験

薬剤師 ２人
・昭和 57 年４月２日以降に生まれた者
　（令和５年４月１日現在で 40 歳以下）
・薬剤師免許を有する者
・市内に居住できる者（特別な事情がある場合を除く）

・論文試験
・個人面接（Web による個人
　面接を行います。ただし、
　市内在住の方や
　ご希望の方に
　ついては
　対面式面接
　を実施します）

看護師 ５人程度
・昭和 42 年４月２日以降に生まれた者
　（令和５年４月１日現在で 55 歳以下）
・看護師免許を有する者
・市内に居住できる者（特別な事情がある場合を除く）

【市民病院　正規職員】　※採用は令和５年４月以降採用を予定しています。

募集職種 募集人員 業務内容 勤務日・勤務時間 給料額

看護師 ３人
外来または病棟で勤務
※勤務場所についての希望は、面接時にお
　伝えください。また、３交代勤務や当直
　が可能な場合もお伝えください。

8:30～17:15
※３交代の場合や当直を
　する場合は、勤務時間が
　変更となります。

月額
197,000 円

准看護師 ２人
主に外来で勤務
・内視鏡室または放射線科内での検査補助、
  その他中央処置室、外来診察室等での診
  療補助等

月～金曜日
8:30～17:15

月額
169,900 円

准看護師
（透析） １人 透析室で勤務

・透析室内での透析・検査補助

8:30～17:15
週５日の勤務ですが、土曜・
祝日に勤務がある場合があ
ります。

看護助手
（病棟） ４人

看護師の補助者として勤務
・シーツ交換、ベッド周辺の整理（環境整備）
・看護用品の洗浄・準備
・入院患者への配膳・配茶や、清拭等の看
　護ケア
・入院患者の入浴介助（看護師との２人以
  上の体制で行います。）
・院内患者搬送

① 7:00～15:45
② 8:30～17:15
③10:45～19:30

①～③のいずれかのシフト
での勤務になります。シフ
トは毎月の勤務表によりま
す。土・日・祝日に勤務が
ある場合があります。

月額
162,900 円

医師事務
作業補助者 ２人 ・外来での問診対応、カルテ等の代行入力等

・診断書、学会資料の作成等
月～金曜日

8:30 ～ 17:15
月額
150,100 円

【市民病院　会計年度任用職員（フルタイム）】

どを行う看護助手（ナースエイド）、患者さんの医療相談などを行う社会福祉士などにも広がっています。
　市民病院ではこのような状況の中、萩市の地域医療を担う人材を募集しています。フルタイムで働くことに自
信が無い方や、家庭の都合で夜勤が出来ない方については、会計年度任用職員として自身にあった勤務体系で勤
務をしていただく事も可能です。また、無資格・未経験でも携わることのできる職種もあります。興味のある方
はぜひ一度、市民病院までお問い合わせください。
　また、事前の見学についてもお受けしていますので、お気軽におたずねください。

市民病院 職員募集 （正規職員・会計年度任用職員）
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募集職種 募集人員 業務内容 勤務日・勤務時間 給料額

看護師 １人
主に外来で看護師・准看護師として勤務
・検査室、中央処置室等での採血業務、診
  療補助業務等
・内視鏡室、放射線科での検査補助
・外来診療時の診療補助、処置等
※中央処置室での業務は、複数名で行います。

月～金曜日
8:30 ～ 13:30

（勤務日数・時間は応相談）

時給 1,255 円

准看護師 １人 時給 1,083 円

看護助手
（短時間） ３人

病棟で看護師の補助者として勤務
・入院患者への清拭ケア（口腔ケア）、排泄
  ケア（ポータブルトイレ片付け）、食事介助、
  食事の配膳・下膳等
・高齢入院患者の見守り
・院内患者搬送

17:30 ～ 21:30
週 5 日の勤務ですが、土・
日、祝日に勤務がある場合
があります。

（勤務日数は応相談）

時給 1,191 円

社会福祉士 １人
・地域連携室で他院からの外来診療の調整、
  退院調整等
・医療福祉相談室での患者さんの医療相談等

月～金曜日
9:15 ～ 17:15 時給 1,117 円

【市民病院　会計年度任用職員（パートタイム）】

※上記給料額の外、通勤手当、看護職員等処遇改善手当、その他業務によっては特殊勤務手当等が支給されます。
※上記記載の給料額については、令和 5 年 4 月からの予定額になります。
■問い合わせ　市民病院事務部　☎ 25-1200

市民病院 HP →

看護師・准看護師 募集（見島限定）
募集職種 募集人員 受検資格（すべての条件を満たすこと） 採用予定日

見島限定
（看護師・准看護師） １人

①昭和 47 年４月２日以降に生まれた方（50 歳以下）
②看護師免許もしくは准看護師免許を有する方
③看護師または准看護師の経験を２年以上有する方
④採用後は見島に居住できる方

令和５年
４月１日以降

■問い合わせ　人事課　☎ 25-1239

◎試 験 日 ：受験申込受付後、応募者と調整のうえ試験日を決定します。
◎試験内容：①作文試験　②個人面接
※年齢は令和５年４月１日現在の年齢です。

就職支度金を支給します
　萩市では、現在仕事をされていない看護師・准看護師資格をお持ちの方で、萩市内の医療機関で働きた
い方の再就職を支援する「萩市看護師確保対策事業」において、就職支度金の支給を行っています。
　この制度は、次のすべてに該当する方が対象となります。

①　看護師、准看護師資格をお持ちの方で、現在、看護業務に従事されていない方
②　45 歳未満の方
③　萩市内の医療機関に 2 年間継続して看護業務に従事する見込みがある方

就職支度金は市内在住の方は 10 万円、市外から転入される方は 40 万円がそれぞれ支給されます。
■問い合わせ　地域医療推進課　☎ 25-2182



広報はぎ 令和５年３月号6

　全国の椿愛好者をはじめ、ツバキ（サザンカ）を市区町村の花木としている全国 44 自治体において、
平成 2 年度の東京都大島町を皮切りに全国持ち回りで開催されています。全国各地でツバキを活かした
地域づくりに取り組んでいる約 200 人の皆さんが、全国最大規模の椿群生林のある萩に一堂に集います。
　萩での開催は、平成６年度、14 年度、23 年度に次いで４回目となります。

今回は「ヤブ椿の自然林　笠山椿群生林の再生を目指して」をテーマに開催します。このサミットは会
員の方だけでなく、市民の方も入場できますので、ぜひお越しください。

全国椿サミット萩大会
３月18日㊏・19日㊐

萩市での開催は11年ぶり４回目！

「ヤブ椿の自然林　笠山椿群生林の再生を目指して」

全国椿サミット萩大会
３月 18 日㊏　14:30 ～ 17:10
市民館

　【大ホール】
　　①オープニング
　　・越ヶ浜郷土芸能保存会「巫

み っ こ
女の舞」

　　・「Ｘ
シ ュ シ ュ

ＵＸＵ」ライブ　～歌でつなぐ椿の絆～
　　　（女性３人組のアカペラユニット）
　　②基調講演「ヤブ椿の自然林 笠山椿群生林の再生を
　　　目指して」（萩市観光課 樹木医 草野 隆司）　
　【小ホール】「萩焼と生け花展」
　　萩陶芸家協会から特別に提供された萩焼と、市内
　華道団体によるコラボレーション。
　【ロビー】椿油搾油の実演、椿グッズの販売

3 月 19 日㊐
　〇市内視察（笠山椿群生林、東光寺、松陰神社ほか）

観光課　☎ 25-3139

開催数 年度 全国サミット開催地
第１回 H ２年度 東京都大島町
第２回 H ３年度 宮崎県宮崎市
第３回 H ４年度 新潟県加茂市
第４回 H ５年度 静岡県伊東市
第５回 H ６年度 山口県萩市
第６回 H ７年度 石川県野々市町・珠洲市
第７回 H ８年度 福岡県久留米市
第８回 H ９年度 徳島県徳島市・阿南市
第９回 H10 年度 宮崎県宮崎市

第 10 回 H11 年度 岩手県大船渡市
第 11 回 H12 年度 東京都大島町
第 12 回 H13 年度 広島県呉市
第 13 回 H14 年度 山口県萩市
第 14 回 H15 年度 島根県松江市
第 15 回 H16 年度 長崎県五島市
第 16 回 H17 年度 石川県金沢市
第 17 回 H18 年度 東京都大島町
第 18 回 H19 年度 奈良県奈良市
第 19 回 H20 年度 富山県南砺市
第 20 回 H21 年度 福岡県久留米市（国際ツバキ大会）
第 21 回 H22 年度 岩手県大船渡市
第 22 回 H23 年度 山口県萩市
第 23 回 H24 年度 沖縄県本部町・国頭村・大宜味村　　
第 24 回 H25 年度 愛媛県松山市
第 25 回 H27 年度 秋田県男鹿市
第 26 回 H28 年度 京都府与謝野町
第 27 回 H28 年度 石川県野々市市
第 28 回 H29 年度 長崎県新上五島町
第 29 回 H30 年度 静岡県御殿場市
第 30 回 R1 年度 長崎県五島市（中止）
第 31 回 R2 年度 島根県松江市（中止）
第 32 回 R3 年度 岩手県大船渡市（中止）
第 33 回 R4 年度 山口県萩市
第 34 回 R5 年度 島根県松江市（予定）

全国椿サミット開催地一覧表

萩・椿まつり ３月 19 日㊐まで開催中！

前回の椿サミット萩大会
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市長コラム 　２月 11 日、笠山椿群生林で２万５千本のヤブツバキが見頃を迎えるなか、園児・児童
による巫

み っ こ
女の舞とともに「萩・椿まつり」が盛大に始まりました。高樹上に咲く色鮮やか

な椿の花と、木から落ちた「落ち椿」が地面を赤く染め、訪れる皆様を楽しませております。
また同日、笠屋の萩往還梅林園でも、「萩往還梅林園まつり」が始まり、13 種類、約 350 本
の紅梅、白梅、しだれ梅の鮮やかな色と香りが、多様なイベントとともに皆様をお迎えし
ております。
　これらを皮切りに、２月下旬から３月上旬にかけて、萩しーまーと横の親水公園内では
約 120 本もの鮮やかな「河津桜」が目線の高さで楽しめるほか、３月中旬から開花する
指月公園の天然記念物「ミドリヨシノ」をはじめ、各所で咲き誇る 600 本を超えるソメ
イヨシノが市内全体を彩ります。
　そして、桜の次は、菜の花、つつじ、フジ、夏みかん、紫陽花、菖蒲、ひまわり等々と
続き、萩のまちのいたるところで、１年中、心癒される花々を楽しむことができます。
　観光客の皆様はもとより、市民の皆様も、市内各所に足を運んでいただき、美しく鮮や
かな花の数々をぜひとも楽しんでいただきたいと思います。　　　　  萩市長　田中 文夫

全国ホープス選抜卓球大会
3月25日・26日　鹿児島県

山本 匠
しょうま

馬
渡邉 健

け ん た
太（明倫小３年）

（GOOD FORM）

阿部 真
しんいち

一
（明倫小５年）

全国高等学校柔道選手権大会
3月20日・21日　東京都

河合 ひなた（２年）

［女子 52kg 級］

藤本 巧
た く み

海（２年）

［男子 73kg 級］

日本フットサル施設連盟選手権
3月4日・5日　和歌山県

バンブーフットボールクラブ
【上段左から】嶋崎 晶

しょうたろう
太郎、金

か ね た
田 東

と う や
也、久保 奏

そ う た
太、

　藤田 千
せんのう

央（以上、明倫小 5 年）
【下段左から】金子 凌

りょうじ
士（川上小 5 年）、德

と く ち
地 雅

まさゆき
行

　（明倫小 5 年）、中原 碧
あ あ き

希（椿西小 5 年）、
　水津 旺

お う し ろ う
志郎（明倫小 5 年）

全国大会出場おめでとうございます！

GOOD FORM（スポーツ少年団） 山口県選抜チーム
男子監督

第50回 全国高校選抜卓球大会
3月24日～27日　愛知県

萩光塩学院高等学校
【上段左から】阿部 一

かずみち
道先生、中原 志

し ほ
穗、

　田中 雅
ま さ み

美、竹内 愛
ま ゆ

結（以上、２年）
【下段左から】中田 渚

なぎさ
、足立 愛

み く
空、嘉

か よ う だ
陽田 澪

みお
、

　藤村 朋
と も か

花、吉田 一
か ず は

葉（以上、１年）

萩高等学校
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　国において、マスク着用の考え方の見直しが行われ、
個人の判断の参考として、マスクの着用が効果的な場面
などが示されました。
　次のことに、ご理解とご協力をお願いします。

これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、　令和５年　令和５年
３月13日から３月13日から マスク着用は　　　　　　が基本となりますマスク着用は　　　　　　が基本となります個人の判断個人の判断

※令和５年２月 20 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

ワクチン接種の実施期間は令和５年３月 31 日㊎までワクチン接種の実施期間は令和５年３月 31 日㊎まで（4 月以降の接種については国が検討中）（4 月以降の接種については国が検討中）

３月１日㊌以降に予約されるワクチン接種は、次のようになりますのでご注意ください。

【予約・接種の流れ】
萩市ワクチン接種対策室へ、電話またはメールで予約・申し込み
※医療機関では予約を直接お受けしません。

萩市ワクチン接種対策室で接種日時・接種医療機関を調整し、予約者へお知らせ

予約した接種日時に接種医療機関で接種

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ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）萩市ワクチン接種対策室　☎ 21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）

ワクチン接種はお済みですか？ワクチン接種はお済みですか？

ご自身を感染から守るためにご自身を感染から守るために
マスク着用が効果的ですマスク着用が効果的です

高齢者高齢者 基礎疾患を有する方基礎疾患を有する方 妊婦妊婦

慢性肝臓病慢性肝臓病
がんがん
心血管疾患 など心血管疾患 など

周囲の方に、感染を広げないために周囲の方に、感染を広げないために
マスクを着用しましょうマスクを着用しましょう

１１

２２

３３

電　話：0838-21-5925（受付時間 : 平日 8:30 ～ 17:15）
メール：hagi-reserve@city.hagi.lg.jp

メールでの記載事項（必須）
①氏名  ②住所  ③生年月日  ④接種券番号  ⑤希望の曜日・時間帯  ⑥日中に連絡可能な電話番号
※日程ごとの予約数に満たない場合は再調整となり、ご希望に添えない場合があります。

●本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがない
　よう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮
　をお願いします。
※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員
　がマスクを着用している場合があります。
●感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に
　応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけることがあ
　ります。
●学校教育活動では、マスクの着用を求めないことを基
　本とします。（令和５年４月１日から実施）

●基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「３密の回
　避」、「人と人との距離の確保」、「こまめな手洗い・手指
　消毒」、「定期的な換気」等の励行をお願いします。 

受診時や医療機関・高齢者受診時や医療機関・高齢者
施設などを訪問する時施設などを訪問する時

通勤ラッシュ時など混雑した通勤ラッシュ時など混雑した
電車・バスに乗車する時電車・バスに乗車する時

重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時
健康増進課　☎ 26-0500
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　若者の雇用機会の拡大を図るとともに、市内企業
の優秀な人材確保を支援するため、市主催の合同企
業説明会を開催します。参加された方には、市内の
企業情報等が掲載された「企業ガイドブック」を配
付します。

３月17日㊎　11:00～12:20
【企業ブース訪問（全３回）】
1 回目　11:00 ～ 11:20
２回目　11:30 ～ 11:50
３回目　12:00 ～ 12:20

総合福祉センター
令和６年新規学卒者（高校、

　大学、短大、高専等）、第二
　新卒者、UJI ターンを考えら
　れている方、保護者等

市 HP 予約フォームから申込
商工振興課　☎ 25-3638

　３月 25 日㊏、萩循環まぁーるバスに IC カード
システム（I

イ コ カ
COCA）が新たに導入され、交通系 IC

カード※での決済が可能となります。

萩ふるさと合同企業萩ふるさと合同企業
説明会 参加者！説明会 参加者！

萩循環まぁーるバス 萩循環まぁーるバス 
IC カードシステムを導入IC カードシステムを導入募集募集 新新

　個人情報保護制度は、萩市個人情報保護条例に基づき、市が保有するさまざまな個人情報を適正に取り扱うと
ともに、市民の皆様の権利利益を保護する制度です。

個人情報保護制度の見直し個人情報保護制度の見直し

　令和３年５月 19 日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
　これにより「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度も、
令和５年４月１日から、改正後の個人情報保護法による全国的な共通ルールが直接適用されることとなります。
　また、これに伴い、「萩市個人情報保護条例」を廃止し、法律の施行に必要な「萩市個人情報の保護に関する
法律施行条例」を新たに制定しました。（令和４年 12 月 23 日公布、令和５年４月１日施行）

現行制度現行制度 見直し後見直し後

個人情報
保護条例

地方公共
団体等

行政機関
個人情報保護法

国の行政機関

独立行政法人等
個人情報保護法

独立行政法人等

個人情報
保護法

民間
事業者

新個人情報保護法（改正法）

国の行政機関、民間事業者、
地方公共団体　等

※地方公共団体は、条例による必要
　最小限度の独自の保護措置を許容

法令

対象

　保有個人情報の開示決定等の期限について　保有個人情報の開示決定等の期限について
　　法の規定どおり、開示請求があった日から 30 日以内
　となります。
　開示請求の手数料について　開示請求の手数料について
　　手数料は無料ですが、保有個人情報の写しの交付に 
　必要な実費は、開示請求者の負担となります。

　現在の個人情報保護制度と令和５年４月１日か　現在の個人情報保護制度と令和５年４月１日か
らの新たな個人情報保護制度とで、個人情報保護らの新たな個人情報保護制度とで、個人情報保護
措置の水準が変わることはありません。措置の水準が変わることはありません。
　萩市では法令等の規定に則って、引き続き市民　萩市では法令等の規定に則って、引き続き市民
の皆様の個人情報を適正に管理してまいります。の皆様の個人情報を適正に管理してまいります。

総務課　☎ 25-3359

防長交通㈱萩営業所　☎ 22-3811
　商工振興課　☎ 25-3583

まぁーるバス専用
バスプリペードカードの利用について

　利用期限が令和５年３月 31 日㊎までとなって
おりますので、ご注意ください。
　なお、期限後は、防長交通㈱萩営業所と萩バス
センターの２カ所で払い戻しできます。

【利用可能な交通系ICカード】
ICOCA、Kitaca、Suica、PAS
MO、TOICA、manaca、PiTa
Pa、SUGOCA、nimoca、はや
かけん

ＩＣＩＣＣＡＲＤＣＡＲＤ参 加参 加
無 料無 料

これまでの萩市の個人情報保護制度これまでの萩市の個人情報保護制度

令和５年４月１日から制度が変わります令和５年４月１日から制度が変わります

新しい制度の主な内容新しい制度の主な内容
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　市では、70 歳以上の高齢者の方を対象に、通院や買い物などの外出を支援するため、路線バスの運賃
と離島航路の船賃の助成する「HAGICA」を交付しています。対象の方に新しい「HAGICA バス乗車証」対象の方に新しい「HAGICA バス乗車証」
を３月末までに送付する予定です。を３月末までに送付する予定です。また、離島航路「HAGICA 回数券」も継続してご利用いただけます。

１１月月 日日
からから

４４

【路線バス】HAGICA バス乗車証 　【離島航路】HAGICA 回数券

対象者
70 歳以上の市民の方
※対象の方へは３月末に送付予定です。 離島に住民登録のある 70 歳以上の方

今後 70 歳になる方は誕生月から対象となります。また、どちらも申込不要どちらも申込不要です。

どんな時に
利用できる？

市内発着の路線バス（高速バス・特急バス
は除く）を利用し、市内で乗車または降車
する場合に利用可

【利用できる範囲】
①市内の移動 
②市内⇔市外への移動 
※市外⇔市外は対象外

住民登録のある島の航路に限り、利用可
※他の割引制度との併用不可

利用方法等
バスを降りる際に「HAGICAバス乗車証」を
提示し、100 円を現金でお支払いください。
※一乗車につき 100 円

萩港の切符売場で、「HAGICA回数券」（24枚つづ
り）を提出し、乗船券と引き換え
※使い切られたら、新しい回数券をお渡しします。

注意事項 他の割引制度との併用はできません。また、紛失された場合はご相談ください。

バス運賃 100円バス運賃 100円

　

萩市お試し暮らし住宅萩市お試し暮らし住宅
（＃さんちゃんち）完成見学会（＃さんちゃんち）完成見学会

萩市文化財保存活用地域計画協議会萩市文化財保存活用地域計画協議会

まちじゅう博物館推進課　☎ 25-3290

高齢者支援課　☎ 25-3137

【完成見学会】　かつて「制御盤」のあったホームが
見渡せる出窓部分は、テレワークブースに生まれ変
わりました。駅舎の思い出が残る施設内を
ご案内します。

３月26日㊐ 13:00～15:00
三見駅舎（三見 3349 番地）
おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎ 25-3360

　市外から萩市への移住を検討している方や、テレ
ワーカー等を対象に、萩の風土や日常生活の状況を
一定期間、体験してもらうために、三見駅舎を「お
試し暮らし住宅」として改修しました。
　今後、お試し暮らし住宅を活用して、萩市への移住
促進を図り、あわせて、地域外から萩に関わりを持
つ「関係人口」の増加につながるような取組を進め
てまいります。

　市では、文化財等を総合的に把握し、保存・活用
することで、地域の特徴を活かした地域振興と確実
な文化財等の継承につなげるため、文化財等に関わ
る総合的な基本計画となる「萩市文化財保存活用地
域計画」を作成します。
　計画作成にあたり、広く関係者の意見をいただく
ため、１月 31 日に第１回「萩市文化財保存活用地
域計画協議会」を開催し、各委員から保存と活用に
関するさまざまな意見をいただきました。
　計画は令和５年度までにとりまとめ、令和６年度

「 HAGICA バス乗車証 」「 HAGICA バス乗車証 」
ハ ギ カハ ギ カ

を更新します！を更新します！

に国の認定を受ける予定です。
■協議会委員　商工・観光・まちづくり・学識経験者・
　　　　　　　教育・行政などの団体から構成

三見駅舎の
キャラクター

「さんちゃん」
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令和５年度の福祉サービス
　市では、高齢者や障がい者の方へ、介護用品支給
など、各種サービスを実施しています。
　利用を希望される方は申請をお願いします。

３月 22 日㊌から申請受付開始
各利用券の使用は４月１日㊏から

高齢者支援課高齢福祉係　☎ 25-3137
各総合事務所市民窓口部門、
各担当地区の在宅介護支援センター

■問い合わせ

福祉支援課障がい福祉係　☎ 25-3523
各総合事務所市民窓口部門、各支所・出張所

家族介護用品支給事業
　在宅で高齢者等の方を介護している家族に、紙おむ
つ等の購入のための利用券を交付します。

対象者

次のすべてに該当する方
①市内在住の高齢者等（要介護１～５）
を在宅で介護している家族の方
②同居・別居に関わらず、介護者、要介護
者ともに世帯全員が市民税非課税の方

利用方法 市内の登録協力店で利用券を提示し、介
護用品と引き換え

支給
介護用品

紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、
清拭剤、防水シーツ

利用上限額
（年間）

▶要介護１～３＝３万5,000円分
▶要介護４・５＝７万5,000円分
※４月（上半期）と10月（下半期）に分け
て、半額ずつ交付。

申請方法

【必要なもの】介護保険証
・高齢者支援課、各総合事務所市民窓口
部門備え付けの申請書を提出
・各担当地区の在宅介護支援センターの
相談員が訪問、代行申請

１１

リフト付きタクシー専用利用券
　高齢者等で、一般公共交通機関の利用が
困難な方に交付します。利用券は在宅から
保健・医療機関への通院等に限り使用できます。

対象者

市内在住で、次のすべてに該当する方
①原則、要介護３以上の認定を受けている方
②ストレッチャーでの移送が必要な方、常時
車椅子を使用するなど一般のタクシーでの
移送が困難な方
③医療機関・福祉施設に入院・入所していな
い方
※障がい者福祉タクシー券の交付を受けて
いる方や、自動車税・軽自動車税の減免を受
けている方は対象外。

利用券 １枚500円（１回の使用枚数に制限なし）。
交付
枚数

年間40枚（２万円分）
※10月以降申請分は20枚（１万円分）。

運行
時間

原則、7:30～18:00
※事前に登録事業所に予約が必要。
治療等で運行時間外に利用する場合は、事業
者に直接ご相談ください。

申請
方法

各担当地区の在宅介護支援センターの相談
員が訪問、代行申請

２２
対象者

市内在住で、次のいずれかに該当する方
①身体障がい者手帳１級～３級の方
②身体障がい者手帳の種別が腎臓機能障がい
で通院による人工透析治療を受けている方
③療育手帳Ａの方
④精神保健福祉手帳１級の方

【対象外】▶自動車税または軽自動車税の減免
を受けている方 ▶高齢者のリフト付タクシ
ー専用利用券の交付を受けている方 ▶福祉
施設に入所している方

利用券 １枚500円

交付
枚数

年間１冊48枚（２万4,000円分）
※一般・透析ともに１回につき２枚使用可。

【透析で通院の場合】
▶週２回通院される方　２冊が上限
▶週３回通院される方　３冊が上限
※医療機関の証明（通院状況のわかるもの）が
必要。

申請
方法

各障がい者手帳を持参し、福祉支援課、各総合
事務所市民窓口部門、各支所・出張所備え付け
の申請書を提出

障がい者福祉タクシー利用券４４

１１ ２２
３３

４４

訪問理美容サービス
　寝たきり等で理容院や美容院に出向くことが
困難な方が、自宅で散髪等を受けられるよう
に、訪問にかかる費用を助成する利用券を交付します。

対象者 寝たきり、または心身の障がいがある市
内在住の在宅高齢者等

利用方法 サービスを受ける際に利用券を提出
利用者
負担金

理美容料金は実費（訪問にかかる費用は
無料）

利用限度 年６回　※10月以降申請分は３回

申請方法 各担当地区の在宅介護支援センターの
相談員が訪問、代行申請

３３

　令和４年度の利用券の使用期限は３月
31 日㊎までです。有効期限が過ぎたもの
は使用できませんので、ご注意ください。

！！
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ＧＩ萩で、乾杯！美酒と美食のペアリングキャンペーン

　期間中は「ＧＩ萩」の周知・ＰＲの催しとして、地元飲食店による特別メニューの提供や、参加店での食事
や買い物で豪華景品が当たるキャンペーンなどを開催します。
　※地理的表示（ＧＩ）とは、正しい産地であること、かつ、一定の基準を満たして生産されたことを示す国
　　の制度で、国税庁長官が指定します。「ＧＩ萩」は、令和 3 年 3 月に指定されました。

３月４日㊏～ 26 日㊐

◉「日本酒と萩の美食を楽しむ本」の発刊
　「ＧＩ萩」指定６蔵の紹介のほか、萩の地酒を旬
の料理とともに味わえる人気の飲食店や宿泊施設、
酒販店の情報を集約した「日本酒と萩の美食を楽し
む本」を発刊します。本を片手に、酒と肴と気の合
う仲間と、とっておきのひと時を楽しみましょう。

◉「ご酒印めぐり」キャンペーン
　酒蔵見学や指定購入場所で対象銘柄の日本酒を購
入すると、ファン垂

すいぜん
涎の「蔵元オリジナルご酒印シー

ル」をプレゼント。さらに、規定枚数を集めて応募
するとプレミアムシール付き「オリジナルご酒印帳」
が抽選で 100 名様に当たります。全てのシールを
集めて、「ＧＩ萩」をもっと楽しみましょう。

◉「地酒でＫ
か ん ぱ い

ＡＭＰＡＩ！」キャンペーン
　対象店舗で飲食される方に、「ＧＩ萩」指定６蔵
の乾杯酒をお一人につき１杯、無料でご提供。備付
けの専用ハガキで応募すると「ＧＩ萩・６蔵飲み比べ
セット」が抽選で 100 名様に当たります。この機会
にひと味違う「ＫＡＭＰＡＩ！」を味わいましょう。

萩・食の祭典実行委員会（産業戦略室内）　☎ 25-3351

◆「桜ふぐ」って？
　「ふぐの女王」とも言われ、桜の咲く頃から旬を迎え
るマフグ。マフグが「春になったら美味しいふぐ」だと
いうことを多くの方に知っていただくために、今年度、
新たに「桜ふぐ」という愛称をつけて PR を始めました。

◉季節限定！桜ふぐ特別メニューの提供 　春に旬を迎える「桜ふぐの特別メニュー」を、市内
９店舗で提供します。
　春の桜ふぐのお料理をお楽しみください。

口福の馳走屋 梅乃葉

彦六又十郎

割烹千代

B
ブ ラ ッ ス リ ー
rasserie L

ラ ボ
ab

ダイニングまめだ

萩明倫レストランカフェ 萩暦

萩の酒と萩の肴 MARU

鯖島食堂（道の駅「萩・さんさん三見」）

居酒屋 銀

萩の魚ブランド化推進協議会（水産課内） 
　☎25-4195
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◉本処
どころ

ぶらり亭「～萩の美味しい地酒と本で
　ほろ酔い気分～」
　日本酒に合うおつまみのレシピ本、お酒と料理が
テーマの小説を特別展示。
　また、「GI 萩」６蔵の味覚チャートを用いて、美
酒と美食の組み合わせをご紹介します。「GI 萩」を
知って学んで、ファンになりましょう。

◉「萩・桜ふぐ×ＧＩ萩・酒蔵しおり」
　プレゼントキャンペーン
　期間中に対象の本を借りられる方に、萩図書館特
製の「萩の桜ふぐ× GI 萩・酒蔵しおり」をプレゼ
ント。下

げ こ
戸のあなたも、旨い酒と物語に酔いしれま

しょう。
萩図書館　☎ 25-6355

　桜が咲く 3 月に旬を迎えることから、今年から
新たに「桜ふぐ」と愛称をつけ PR を始めた真ふぐ
が主役のグルメイベントです。

3 月 19 日㊐　10:00 ～ 13:00（雨天決行）
山口県漁協越ケ浜支店旧せり場
10:15 ～ 真ふぐのお刺身・みがき・真ふぐ鍋・

　　　　　  真ふぐの炊き込みご飯の販売
　10:30 ～  真ふぐの握り寿司の販売
　10:30 ～  ガラポン抽選会
　11:00 ～  真ふぐのお刺身の無料試食

萩の真ふぐ祭り実行委員会（水産課内）  ☎25-4195

◉萩の真ふぐ祭り
　インスタグラムで、萩市観光協会をフォローし
て、桜ふぐの料理などの写真を撮り、♯桜ふぐ（♯
sakurafugu も可）と感想を付けて応募すると、お

◉萩の桜ふぐキャンペーン

刺身、唐揚げや
お 鍋 で 楽 し め
る「 萩 の 桜 ふ
ぐ 満 ぷ く セ ッ
ト」（１万円相
当）が抽選で 5
名様に当たりま
す。

未来を切り拓くひとづくりセミナーを開催 ～ようこそ！萩東中学校へ～
村岡県知事が萩東中学校を訪問　２月６日、植松 努

つとむ
氏（㈱植松電機代表取締役）

による講演会「思うは招く～夢があればなんでもで
きる～」を開催しました。当日は、一般参加者のほ
か、市内中学校と高等学校から、現地会場とオンラ
イン合わせて、合計 1,100 人の参加がありました。
　一般参加者からは、「私も学生の時に、この話を
聞きたかった」、学生からは「自分の好きなことに
自信をもって突き進んでいきたい」、「植松先生のお
話は、私たちの挑戦するという心の背中を押してく
ださいました」など感想があり、夢をあきらめない
ことの大切さについて考える講演会となりました。 

　2 月 8 日、村岡県知事が萩東中学校を訪問され、
授業参観の後、全校生徒との交流や地域の皆さんと
懇談しました。萩東中学校では、県内の地域連携教
育のトップランナーとして、地域とともに子どもた
ちの学びや育ちを支援する取組を推進しています。
こうした取組が評価され、本年度、文部科学大臣か
ら PTA の優良団体として表彰されました。
　交流会では、生徒からさまざまな質問をし、村岡
県知事は、具体的な例をあげながら分かりやすく丁
寧に答えていました。

イメージ写真
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消費生活センター　☎ 25-0999

●霊感等により不安をあおられ高額商品を購入した！●霊感等により不安をあおられ高額商品を購入した！

●無料の就活セミナーで不安をあおられ契約した！●無料の就活セミナーで不安をあおられ契約した！

　知人に誘われたセミナーで講師から「あなたの運気が弱まっている。このままでは
親や子に災いが起こってしまう。このブレスレットを購入すれば運気が回復する。」
と言われて、高額な商品を購入してしまった。
⇒　令和５年１月、消費者契約法の改正により、このように不安をあおられて契約した場合、契約締結時か契約締結時か
ら10年（改正前は５年）ら10年（改正前は５年）の間、契約を取り消すことができます。の間、契約を取り消すことができます。お金を多く払うことで運が開けたり、幸せ
になったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱりと断りましょう。

消 費 生 活 コ ー ナ ー消 費 生 活 コ ー ナ ー

「誰でもできる！魅力を引き出すメイク術セミナー」 「誰でもできる！魅力を引き出すメイク術セミナー」 

「ほっこり♡ティータイム恋活」「ほっこり♡ティータイム恋活」

３月５日㊐　13:30 ～ 15:30（受付 13:10）
美祢市民会館（美祢市大嶺町東分326-1）

■参加条件　20 代・30 代の独身女性

３月 11 日㊏　14:30 ～ 18:00
（受付 男性 13:10　女性 14:00）

美祢グランドホテル（美祢市大嶺町東分270-1）
■参加条件　20 代・30 代の独身男女

男性 2,500 円、女性 1,500 円

　ホテルのカフェのワッフルとコーヒー・紅茶などを楽しみながら、ゆっくりおしゃべ
りのできる恋活イベントです。男性はイベント前に 45 分間のセミナーがあります。

　いつも使っているコスメの正しい使い方を知るだけで、嬉しい効果がたくさん得られるセミナーです。

　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

機に三市への移住を考えられる方を対象に素敵な婚活・恋活を応援します。

無料
10 ～ 15 人程度
３月３日㊎

婚活セミナー・イベント参加者募集！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まずはお気軽にご相談ください

　GO-EN センターでは、相談員が会員同士の１対１の出会い
から婚活・恋活をサポートします。ご相談の際は、希望日の３
日前までに電話でご予約ください。（月に１日、開所時間を延長）
■問い合わせ・予約先　GO-EN 萩センター　☎ 25-3421

■申し込み・詳細
㈱ネクスト・ステージ
☎ 083-250-6519

女性婚活セミナー女性婚活セミナー

婚活イベント婚活イベント

「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 ＃10＃10

　就活相談会の帰り、無料の就活セミナーに誘われ見学した。セミナーの契約を勧め
られたが、受講料がかかるため断ったところ、「アルバイト代で支払え」「今決められ
ないなら社会人としてやっていけない」などと恫喝され、契約してしまった。
⇒　契約してもクーリング契約してもクーリング・・オフや取り消し等ができる場合があります。オフや取り消し等ができる場合があります。社会生活上の経験
が乏しい若者の将来への不安につけこんだセミナーや儲け話の勧誘には注意しましょう。

～婚活・恋活を応援！ GO-EN センターの取り組みを紹介します～～婚活・恋活を応援！ GO-EN センターの取り組みを紹介します～

20 ～ 30 人程度
■男性婚活セミナー

「結婚前に、知って
　　よかったお金の話」

３月９日㊍

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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　投票は、決められた投票所で行うことになっています。郵
送された「投票所入場券」で自分の投票所を確かめておき
ましょう。また、３月20 日以降に市内で転居届をされた方
は、前住所地の投票所で投票することになります。
○入場券をなくしたり、届かなかったとき
　◦当日投票所は再発行いたします。
　◦期日前投票所は備え付けの宣誓書をご利用ください。

■投票所の確認を

山口県議会議員一般選挙

投票所 場　所 期　間 時　間

萩市役所 萩市役所
玄関ロビー

４月１日㊏
～４月８日㊏ 8:30～20:00

三　見 三見出張所 ４月３日㊊
～８日㊏ 8:30～17:00

大　井 大井出張所

大　島 大島公民館
４月３日㊊

～６日㊍ 8:30～16:30

４月７日㊎ 8:30～12:00

見　島 見島ふれあい
交流センター

４月３日㊊
～６日㊍ 8:30～17:00

４月７日㊎ 8:30～12:00

越ヶ浜 越ケ浜介護
予防センター

４月６日㊍
～８日㊏ 9:00～17:00

川　上 川上総合事務所

４月３日㊊
～８日㊏

8:30～19:00
田万川 田万川総合事務所 8:30～19:00
小　川 小川交流センター 8:30～17:00
むつみ むつみ総合事務所 8:30～19:00
高　俣 高俣支所 8:30～17:00
須　佐 須佐総合事務所 8:30～19:00
弥　富 弥富支所 8:30～17:00

旭 旭総合事務所 8:30～19:00
佐々並 佐々並支所 8:30～19:00

福　栄 福栄コミュニテ
ィセンター 8:30～19:00

紫　福 福栄老人福祉セ
ンター 8:30～17:00

❶期日前投票の場所・期間等

４月９日㊐が投票日です
（大島・相島・見島投票区は４月８日㊏）

■投票できる方
　平成 17 年４月 10 日以前に生まれた日本国民の方で、
山口県内市町に住所を有する方に選挙権があります。
○萩市に住民票があり、令和４年 12 月 30 日（転入届出日）
　以前から引き続き萩市に住んでいる方
○萩市より県内市町へ転出され、転出予定日から４カ月が 
　経過しておらず、引き続き県内に居住されている方で、現
　住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、引き続き 
　県内に居住していることの確認申請、もしくは「居住証 
　明書」を持って萩市で投票することになります。確認申請 
　の場合、申請に時間を要しますのでご了承ください。ただ 
　し、萩市で選挙人名簿に登録されていることが必要です。
※選挙権の有無について、ご不明な場合はお尋ねください。

■投票時間
午前７時から午後７時まで
※木間・川上・田万川・むつみ・須佐・弥富・旭・福栄の
　全投票区は午後６時まで

■投票の方法
　投票用紙には、候補者の氏名を一人書いて投票してくだ
さい。漢字、ひらがな、カタカナでもかまいませんが、候
補者の氏名がはっきり正しく書かれていないと無効になる
場合がありますので注意してください。
◆代理投票　投票は自分で書くのが原則ですが、体の不自
　由な方や字が書けない方は投票所で申し出てください。
　補助者が、あなたに代わって、あなたの支持する候補者
　を書きます。投票に関する秘密は堅く守られます。
◆点字投票　目の不自由な方は、点字投票ができますので
　投票所でお申し出ください。

■開票
 午後８時 30 分から萩市民体育館で開票

■こんなときは期日前投票を
⃝投票日に仕事や旅行、出産予定等の事情で投票所へ 
　行けない方や新型コロナウイルスの感染等が懸念さ
　れる場合は、期日前投票を行うことができます。
⃝投票できる期間、時間、場所は表❶のとおりです。
⃝大島、相島、見島投票区（前日繰上投票の地区）の方の
　期日前投票は４月７日㊎までとなります。
⃝令和２年に投票区の統廃合を行った地域等では表❷
　のとおり短時間期日前投票所を開設します。

　不在者投票は、特別な事情により選挙期間中に投票所に
行くことのできない方のための制度です。
◆入院中の場合　指定病院や施設に入院・入所している場
　合は、病院長や管理者に申し出をすれば、不在者投票を
　することができます
◆仕事等で市外に滞在中の場合　郵便等で宣誓書を添え、
　萩市選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、投票用紙
　など必要書類が送付されますので、滞在地の選挙管理委
　員会で投票できます。

■不在者投票

◆郵便等でできる場合　身体障害者手帳、戦傷病者手帳を
　持ち、一定要件に該当する方、介護保険において要介護
　５と認定された方で「郵便等投票証明書」をお持ちの方
　は、自宅で投票用紙に記載して郵便等で投票することが
　できます。詳しくはお尋ねください。
◆船員の場合　船員で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方
　は、指定港の市町村選挙管理委員会で、選挙人名簿登録
　証明書および船員手帳を提示して不在者投票をすること
　ができます。
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◆問い合わせ
　選挙管理委員会
　☎ 25-2912

投票日 地域 場　　所 時間
４月５日

㊌ 萩 至誠館大学交流会館
（学生食堂）入口横※ 11:30～13:00

４月６日
㊍

田万川 尾浦地区集落排水
処理場駐車場　※ 10:00～10:30

むつみ
道の駅 うり坊の
郷駐車場　　　※ 11:40～12:30

マーケット623
駐車場　　　　※ 14:00～15:00

４月７日
㊎ 萩

今古萩老人憩の家
駐車場　　　　※ 9:00～11:00

山口県漁業協同組
合大井支店荷捌所

（旧大井湊支店前）※
12:30～14:00

山口県漁業協同組
合（旧大井浦支店
玄関前）　　　 ※

15:00～16:30

白水会館駐車場※ 9:00～10:00
山田天神様駐車場※ 10:40～11:30
三見飯井公民館駐
車場　　　　　※ 13:00～14:00

三見市仁王会館 15:00～16:00

４月８日
㊏

川上

伊藤様方駐車場
（川上江舟）※ 9:30～10:00

野戸呂構造改善
センター駐車場※ 11:00～11:30

笹尾地区防火水槽
横空き地※ 13:30～14:00

立野集会所駐車場※ 15:30～16:30

田万川

田万川農村婦人の家 9:00～10:00
下小川ふれあい
センター 11:00～12:00

江崎ふるさと
センター 14:00～17:00

むつみ
吉部市公会堂 8:30～10:00
旧高佐下ふれあい
センター 11:30～13:00

須佐

高山公民館 9:00～10：00
須佐三原農事集会所 11:00～12:30
鈴野川農林漁業者等
健康増進施設 14:00～15:00

旭
矢代公民館 9:30～10:30
長高公民館 12:30～13:30
舞谷公民館 15:00～16:00

福栄

山崎集会所 9:00～10:00
紫福市自治会集会所 11:00～12:00
京場集会所 13:30～14:30
黒川集会所 15:30～16:30

❷短時間（巡回式・移動）
期日前投票所の場所・期間等

投票所名 場　所 区　域
旧萩第 1 萩東中学校教室（ひだまり）川島全区、土原全区

旧萩第 2 萩市総合福祉センター
多目的ホール

橋本町、御許町、唐樋町
江向全区

旧萩第 3 萩市保健センタ－ 河添、平安古全区

旧萩第 4 萩西中学校音楽室 堀内全区、城東全区
樽屋町、今魚店町

旧萩第 5 日の丸保育園保育室

北古萩1区、細工町、塩屋町
恵美須町、瓦町、米屋町
東田町、西田町、津守町
上五間町、下五間町、吉田町
古萩町、今古萩町、熊谷町

旧萩第 6 浜崎介護予防センター 北古萩2区、浜崎新町全区
浜崎町全区、東浜崎町全区

椿東第 1 県営住宅中津江団地集会所 目代、中津江

椿東第 2 椿東小学校地域
ふれあいセンター

上野、椎原、中ノ倉、長山
松本市、船津、無田ヶ原

椿東第 3 新川会館　　
無田ヶ原口、新川全区、
香川津、鶴江全区
前小畑1区、前小畑2区の1

椿東第 4 中小畑恵比須会館 前小畑2区の2・3、中小畑、
後小畑

越ヶ浜 越ヶ浜介護予防センター 越ヶ浜全区

椿 萩市民体育館ロビー
霧口、沖原、大屋、笠屋
河内、椿、濁淵、金谷、椿町
雑式町、桜江、青海

木　間 木間地域活性化センター 木間地区

山　田 山田保育園遊戯室 山田全区、玉江全区、玉江浦
全区、倉江、小原

三　見 三見公民館講義室 三見地区
大　井 大井公民館研修室 大井地区
大　島 大島公民館大会議室 大島地区
相　島 相島文化センタ－集会室 相島、櫃島

見島第 1 見島ふれあい交流センター 本村地区
見島第 2 見島診療所宇津分室待合室 宇津地区
川　上 川上総合事務所 川上地域

田万川第 1 小川交流センター 小川地区
田万川第 2 田万川保健センター 江崎地区
むつみ第 1 高俣支所 高俣地区
むつみ第 2 むつみ総合事務所 吉部地区

須　佐 須佐総合事務所 須佐地区
弥　富 弥富支所 弥富地区
旭第 1 旭活性化センター 佐々並地区
旭第 2 旭マルチメディアセンター 明木地区

福栄第 1 福栄コミュニティセンター 福川地区
福栄第 2 農事組合法人ふくえ会議室 紫福地区

❸あなたの投票所
※は移動期日
前投票所

◆新型コロナウイルス感染症対策　
●鉛筆、シャープペンシルを持参し、投票用紙に記入することができます。
　ただし、ボールペンはインクがにじむことがありますので推奨できません。
●投票所では、可能な限りマスクを着用し、周りの方との距離を保つようにお願いします。
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　令和４年、萩消防管内では 28 件の火災が発生しました。出火原因で最も多かったのは、枯れ草焼き等の火入れに
よるものです。火の取扱いには十分注意し、火災を起こさないようにしましょう。

春季全国火災予防運動 ３月１日㊌～７日㊋

予防課　☎ 25-2798

■住宅防火 いのちを守る 10 のポイント
○４つの習慣
１. 寝たばこは絶対にしない、させない
２. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
３. こんろを使うときは火のそばを離れない
４. コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
○６つの対策
１. 火災発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装
　  置の付いた機器を使用する。
２. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的
　  に点検し、10 年を目安に交換する。
３. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、　
　  衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
４. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、
　 使い方を確認しておく。
５. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方　
　 法を常に確保し、備えておく。
６. 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
　 ぐるみの防火対策を行う。 

年度末・年度始めに本庁の臨時窓口を開設 ３月 26 日㊐、４月２日㊐　8:30 ～ 12:00
　業　　務 担当課・電話番号

○住民異動届の受付（転入、転出、転居、世帯変更）
○各種証明書の交付
　住民票の写し、印鑑登録証明、戸籍・除籍・附票の謄・抄本、戸籍記載事項証明等
　※戸籍異動および附票の一部の証明については、発行できない場合があります
○国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金に関する届出および申請
　（資格の取得・喪失・変更の受付等）
○印鑑登録の受付
■取り扱いできない業務
　他機関への照会が必要なもの、旅券（パスポート）業務等

市民課
（住民登録）　☎ 25-3493
（戸籍）　☎ 25-3400
（国健康保険）　☎ 25-3147
（後期高齢者医療・国民年金）
☎ 25-3239

受
付
は
市
民
総
合
窓
口
で
行
い
ま
す

○各種証明書（所得証明、課税証明、納税証明）の交付　※固定資産関係は除く
○国民健康保険料、介護保険料に関する問い合わせ 課税課　☎ 25-3136

○水道料金・下水道使用料の収納業務
○水道の開閉栓に関する手続
　（移転等で使用中止・開始される場合、1 週間程度前から届出が可能）

上下水道局総務課　☎ 25-2398

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（122ch）。
　エフエム萩（77.5ＭＨｚ）でも生中継。

日 日程

２日㊍
会期の決定、諸報告、市長施
政方針、議案上程、一部議案
質疑、委員会付託

６日㊊ 一部議案表決、議案質疑、委
員会付託

日 日程
７日㊋
８日㊌
10 日㊎

一般質問

13 日㊊～
16 日㊍ 各常任委員会

23 日㊍ 委員長報告、質疑・討論・表決

市議会３月定例会 ３月２日㊍～ 23 日㊍
　 開議はいずれも 10:00 から　

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

■消防団員による住宅用火災警報器の調査訪問
　市内の無作為で抽出した住宅へ、各地域の消防団員が新
型コロナウイルス感染対策を行った上で、住宅用火災警報
器の設置調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
※消防団員が物品を販売したり、料金を請求することは
　ありません。

■令和４年に園児・児童・生徒等から募集した
　　　　　　　　　　　　火災予防作品を展示します！

３月１日㊌～７日㊋　9:00 ～ 18:00　
ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと （萩・明倫学舎３号館2階）
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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・延期等に変更になる場合があります。

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

戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金の請求
■請求期限　３月 31 日㊎まで

25 万円、５年償還の記名国債
戦没者死亡当時の三親等内親族の

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

福祉政策課　☎ 25-3550
　各総合事務所、支所、出張所

令和５年度 交通災害共済の加入
　交通災害共済とは、加入者が会費
を出しあい、交通事故によるけが等
をした場合、その会費から見舞金を
支払う相互扶助制度です。
　加入申込書は、広報はぎ３月号と
一緒に配布しています。

３月１日㊌から受付開始
市民活動推進課　☎ 25-3601

引越したら住民票の移動
　進学や就職などで引越しをされた
方は、原則、現在住んでいる寮・ア
パート等が住所地です。
　住民票は、選挙の投票や、各種登
録、行政サービスにつながる情報の
ため、忘れずに届出をお願いします。

市民課　☎ 25-3493

軽自動車等の登録・廃車手続き
　軽自動車税（種別割）は 4 月 1 日
現在の所有者に課税され、廃車、譲
渡、名義変更、転出、転入などの場合
に手続きが必要です。車種により手
続きの場所・必要なものが異なりま
す。詳しくは市 HP をご覧ください。

【廃車予定の方へ】
　4 月 1 日㊏までに、廃車手続き
をしなければ、令和 5 年度の軽自
動車税（種別割）が全額課税され

お知らせ

　
　

◎お楽しみ企画 ワークショップ開催
３月 12 日㊐　10:00 ～ 14:00
バッグインバッグ作り 
100円（材料費別）　※事前予約不要

◎リサイクル講座 
４月２日㊐　10:00 ～ 12:00
ガラス棒をバーナーで溶かしてト

ンボ玉を作る
10 人　 200 円（材料費別）
３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、３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。

◎不用品活用銀行
■おゆずりします　50ccバイク、学
習机、二層式洗濯機、スクーター、
食器棚、家具調こたつ、台付木枠ふ
るい、防草シート、お雛様一式
■おゆずりください　テレビ台、毛
糸の腹巻、ワープロ、測量トランシッ
ト三脚
※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。
◎雑貨の販売

３月12日㊐～26日㊐ 16:30まで
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選

３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　３月 19 日㊐ 13:00 から

☎ 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→

ます。4 月 2 日以降に廃車しても、
月割りの減額はありません。

課税課　☎ 25-3485

固定資産の縦覧および閲覧
■土地・家屋の価格等の縦覧

4 月 3 日㊊～ 5 月 31 日㊌
　8:30 ～ 17:15（土日祝を除く）
※木曜日は課税課の窓口に限り、
　19:00 まで縦覧可
※コピー不可

市内の土地または家屋に係る固定
資産税の納税義務者、納税管理人、
納税義務者の代理人
■固定資産税課税台帳（名寄帳）の閲覧

4 月 3 日㊊から
納税義務者、納税管理人、納税義

務者の代理人、借地人・借家人等
※借地人・借家人等は、権利がある
　物件に限り閲覧できます。
■閲覧手数料　200 円 / 件
※土地・家屋の価格等の縦覧期間中

　は無料
■写しの交付手数料　200 円 / 枚

【共通】
課税課、各総合事務所、各支所・出張所
身分証明書（マイナンバーカード、

運転免許証等）
※代理人の場合は委任状が、法人の
　場合は、社印が押印された委任状
　があわせて必要です。
※借地人・借家人等については、契
　約書等の権利関係がわかる資料が
　必要です。

課税課　☎ 25-3485

貸出カードのデジタル化
　市内の図書館で利用している貸
出カードをお持ちの方は、スマー
トフォンで図書館 HP にログインし
て、本を借りることができます。詳
しくは、図書館 HP をご覧ください。

萩図書館　☎ 25-6355
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「あそぼー舎」の開館時間変更
　４月１日㊏から、開館時間を変更
します。

曜日 時間
月・水・木・金 13:00 ～ 18:00

土 10:00 ～ 19:00
日・祝

10:00 ～ 18:00小・中学校の
春・夏休み期間中

団体予約 10:00 ～ 13:00

子育て支援課　
　☎ 25-3259

林野火災対応訓練
　萩市消防団中央方面団・消防署で
は、火災防ぎょ活動の連携強化を目
的に訓練を実施します。
　当日は、多くの消防車両が訓練会
場に集結するため、災害とお間違え
ないようご理解とご協力をお願いし
ます。

３月 19 日㊐　9:00 ～ 11:00
萩ウェルネスパーク
警防課　☎ 25-2784

江崎幹部交番の業務の変更
■免許更新　４月１日㊏から、毎週
水曜日のみ（講習日は毎月第２・第
４水曜日）
■受付廃止　道路使用許可申請、自
動車保管場所証明（車庫証明）
詳しくは、県警 HP をご覧ください。

萩警察署　☎ 26-0110

寄付
○田中 宗

むねあき
昭さん（東田町）より、写真

　１件、絵画６件
○桂 道

み ち お
夫さん（川島）より、古文書等

　1,907 件
○田中 将

ま さ き
喜さん（東京都）より、扁額

　１件
○大久 勲

いさお
さん（椿）より、現金 10 万円

「春の花いっぱい運動」参加者
■応募種類　個人の部、地域・職域
団体の部、学校の部

自由に鑑賞できる場所に、花を植
栽している花壇等（学校の部を除く）
※他薦の場合、所有者の承諾を得ること
■審査基準　管理状態、花壇（ポッ
ト）の美しさ、育成状況、花壇づく
りの創意工夫等
■審査日　４月中旬予定

3 月 31 日㊎までに、観光課、各
総合事務所備え付けの応募用紙また
はハガキに、住所、氏名、電話番号、
応募種類を記入し、郵送または持参

〒 758-8555　萩市江向 602 番地 
　萩市観光課　☎ 25-3160

萩市健康福祉推進協議会委員
　市では、市民の皆さんから、保健・
福祉の推進について広く意見等をい
ただくため、「萩市健康福祉推進協
議会」を設置しています。
　この度、協議会で「萩市健康福祉
計画」の検討・審議を進めるため委

員を募集します。
■任期　令和５年４月～令和８年３
月（３年間）
■募集人員　本庁・各総合事務所単
位で１人（選考で決定）

市内在住で 18 歳以上の方　
３月 20 日㊊までに、福祉政策課ま

たは各総合事務所市民窓口部門備え
付けの応募用紙（市 HP からもダウン
ロード可）を郵送、持参またはメール

福祉政策課　
　☎ 25-3585
　メール  fukusiseisaku@city.hagi.lg.jp

募　集

講座名 曜日 時間 会費（毎月）

健康を
楽しむ会

ソフトバレー 毎週月曜日
13:00 ～ 16:00 700 円

卓球
毎週水曜日
毎週木曜日

萩社交ダンス 毎週金曜日 9:30 ～ 12:00
900 円

レク＆フォークダンス 毎週金曜日 13:00 ～ 15:00
ソフトエアロビクス 毎月第１～４月曜日 19:30 ～ 20:30

3,000 円
水彩画

午前 A クラス 毎月第２・４木曜日 10:00 ～ 12:00
午後 B クラス 14:00 ～ 16:00
午前 C クラス 毎月第１・３木曜日 10:00 ～ 12:00

K.K.T
（健康キープ体操）

毎月第１～４木曜日

9:30 ～ 10:20 回数券制
3,000 円

（４回分）11:00 ～ 11:50

リラックス
ストレッチ講座 14:00 ～ 14:50

回数券制
3,000 円

（４回分）

■開催期間　４月～令和６年３月
３月１日㊌～ 25 日㊏までに、サンライフ萩備え付けの申込書を提出
サンライフ萩　☎ 26-1333

サンライフ萩の講座受講生募集

納期限までに忘れずに納めましょう
・国民健康保険料（10 期）
・介護保険料（10 期）
・後期高齢者保険料（９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　３月 31 日㊎

収納課　☎ 25-3575

納期のお知らせ
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NPO 萩観光ガイド協会会員
■活動日　週１～２日程度

文化財施設の管理、清掃、案内、
料金徴収
■謝金　4,000 円 / 日

NPO 萩観光ガイド協会事務局
　☎ 25-3527

県健康福祉祭「美術展」作品
■募集作品　日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真
※「第 35 回全国健康福祉祭えひめ大会 
　美術展」への出品選考会を兼ねます

60 歳以上（昭和 39 年 4 月 1 日
生まで）のアマチュアの方
※一人一点。未発表作品に限る。

３月 23 日㊍までに、高齢者支援
課、各総合事務所、社会福祉協議会
に備え付けの申込書を提出

高齢者支援課　☎ 25-3137
　各総合事務所市民窓口部門

萩人形制作体験教室
３月 16 日㊍　13:30 ～ 16:00
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

15 人（先着順）
岡野 芳

よ し こ
子（日本手工芸指導協会師範）

1,000 円　 はさみ、ものさし　
３月１日㊌～ 10 日㊎までに、ま

ちじゅう博物館推進課へ
☎ 25-3290

至誠館大学公開授業
■「日本近代黎

れいめい
明史」

3 月 3 日㊎
① 10:30 ～ 12:00、② 12:45 ～ 14:15

至誠館大学 1 号館 102 教室
①「工学の父・山尾庸

ようぞう
三」　

　②「高杉晋作の生涯」
①野村 興

こ う じ
兒（至誠館大学学長）

　②三宅 紹
つぐのぶ

宣（広島大学名誉教授）
QR コードから（先着順）
至誠館大学　

　☎ 24-2400

萩市子育て支援センター行事
○子育て誕生会

３月 10 日㊎　10:30 ～ 11:00
日の丸保育園
１～３月生まれの未就園児とその

保護者
３月３日㊎までに、萩市子育て支

援センターへ　☎ 25-4488

エコプラザ・萩 令和 5 年度講座
○古布の小物作り講座

毎月 第 1・3 金曜日
○さげもん講座（端午の節句）

毎月 第 1・3 火曜日
○パッチワーク基礎講座

偶数月 第 2・4 火曜日
※各講座とも 10:00 ～ 15:00
※受講できる講座は 1 つ

各 15 人
月 1,000 円（キット代・材料費別）
３月２日㊍～ 11 日㊏の 16:00

までに、ハガキを持参のうえ直接エ
コプラザ・萩へ
※応募者多数の場合 3 月 12 日㊐の
　14:00 から公開抽選。抽選に参
　加される方は事前に連絡してくだ
　さい。

エコプラザ・萩　☎ 24-5300

萩まちじゅう博物館　
　　　　　萩の語り部歴史講座 
　萩の魅力や歴史物語をわかりやす
くお話しします（お茶・お茶菓子付）。
○渡辺蒿蔵旧宅 会場

３月 19 日㊐　13:00 ～　 15 人
時間 語り部 タイトル

13:00 山根 和
か ず と

人

松陰の墓を建立
した門下生 17
名のその後の生
き様

13:45 繁澤 征
ゆ く お

夫
吉田松陰の母、
滝さんと中津江
の里

14:30 末永 光
みつまさ

正 御殿山英国公使
館焼き討ち事件

○平安古かいまがり交流館 会場
３月 26 日㊐　13:00 ～　 20 人

時間 語り部 タイトル

13:00 清水 洋
ようすけ

介
幕末維新 ～長州
藩・本願寺・新選組
の微妙な関係～

13:45 中野 悦
え つ こ

子

おもしろ筋名で
萩まちあるき『平
安古よしん橋の
悲劇』

14:30 末永 光
みつまさ

正 LOVE LETTER 
from 玄瑞 to 文

３月 13 日㊊までに、まちじゅう
博物館推進課へ　☎ 25-3290

パワーポイント基礎講座
３月 25 日㊏　13:30 ～ 15:00　
市民活動センター「結」
プレゼンテーションに役立つパ

講演・講座

　飼い犬は毎年１回、狂犬病予防注
射を受けることが法律で義務付けら
れています。また、新たに生後 91
日以上の犬を飼うときは、犬の登録

（生涯 1 度）をしなければなりません。
　市では、狂犬病予防注射（集合注射）
と登録受付を、４月に実施します。

環境衛生課　☎ 25-3341
　各総合事務所市民窓口部門

狂犬病予防注射を受けましょう 注射日 場所
４月４日㊋ 川内・椿東・椿

５日㊌ 川内
11 日㊋ 椿東・大井

12 日㊌ 三見・椿・木間・山田・萩市
民館

13 日㊍ 須佐地域
14 日㊎ 見島
17 日㊊ 旭地域
18 日㊋ 川上地域
21 日㊎ 相島・大島、むつみ地域
27 日㊍ 福栄地域
28 日㊎ 田万川地域

募　集
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ワーポイントの作成方法等
10 人程度（要申込）
大平 憲

け ん じ
二（NPO 萩市民活動ねっと）

マイクロソフト・パワーポイント
の入っているパソコン

３月 19 日㊐までに、市民活動セ
ンター「結」へ　☎ 24-0161

史都萩を愛する会　現地研修会
○長門を歩く

３月 25 日㊏　9:30 ～ 16:30
大寧寺（長門市）ほか

　※９:15 萩市役所正面駐車場集合
15 人（要申込、先着順）
1,500 円
3 月 22 日㊌までに、史都萩を愛

する会事務局（萩博物館内）へ
☎ 25-6447

萩セミナーハウス えがおの広場
○健康セッションと笑いヨガ
　　　　　　　　前期（４月～ 9 月）

毎月第１日曜日　10:00 ～ 11:30
歌や音楽を活用した「健康セッ

ション」と、ヨガの呼吸法と笑いを
組み合わせた「笑いヨガ」

15 人
長
ながたに

谷 英
ひではる

治（笑いヨガティーチャー・
レクリエーションコーディネーター）
○絵手紙教室　前期（４月～９月）

毎月第 3 土曜日 10:00 ～ 12:00
身近な物を題材に絵や文字で表現
20 人　 吉村 孝

たかし
（雑工房・道楽）　

【共通】
3,000 円（6 カ月分）

萩セミナーハウス　
　　　☎ 21-7501、FAX 21-7666

消費生活無料法律相談
　　　　　　（借金相談含む）

３月 10 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁（第４会議室）

■山口 正
まさのぶ

之（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
３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
３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（3/1 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
○９日㊍ 13:30 ～くるみの会
○ 22 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談
○ 23 日㊍ 13:30 ～ 暮らしと心身
の総合相談会 
○ 28 日㊋ 13:00 ～心の健康相談　
※いずれも予約制

県萩健康福祉センター　
　☎ 25-2667

高齢者・障がい者のための弁護
士無料電話法律相談

３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

巡回相続登記無料相談会
３月 10 日㊎　13:00 ～ 15:00
須佐総合事務所 相談室　

　※事前予約制
遺産分割、相続登記・放棄、遺言

相続土地国庫帰属制度等

県司法書士会萩支部（早野）　
　　☎ 21-4557

市民春季ソフトボール大会
４月 16 日㊐　8:30 ～（受付）
萩ウェルネスパーク スポーツ広場
市内在住の社会人（大学生可）

■チーム編成　原則として行政区単
位で編成
※行政区・地域内で編成が困難な場
　合、他地区の選手（登録人数の半
　数以下）をメンバーに含めること
　を可とする
※女性チームの場合、行政区を超え
　たクラブ等での参加も可
○１部　年齢制限なし
○２部　50 歳以上（女性は制限なし）

４月３日㊊までに、市民体育館備
え付けの申込用紙（市 HP からもダ
ウンロード可）をスポーツ振興課へ　
☎ 25-7311

萩人形展

3 月 14 日㊋～ 4 月３日㊊
　9:00 ～ 17:00

渡辺蒿
こうぞう

蔵旧宅（江向）
※毎週水曜休館
※伊藤博文別邸でも、4 月 3 日㊊
　まで、萩人形（別作品）を展示して
　います。
■作者　「萩人形教室（渡辺蒿

こうぞう
蔵旧

宅で実施）」の生徒
まちじゅう博物館推進課　

　☎ 25-3290

スポーツ

イベント

相　談
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はぎマルシェ　
　今回は、ステージイベントでもち
まきのほか、田中市長によるトラン
ペット演奏や、萩高合唱部のパフォー
マンス、ジオパークフェアとコラボ
したスタンプラリーを開催します。

３月 18 日㊏　11:00 ～ 14:00
中央公園（山縣有朋銅像付近）
農政課　☎ 25-4192

　メール nousei@city.hagi.lg.jp

　市HP　　 Facebook 　 Instagram

萩探究部第５期発表会

　慶應義塾大学生等がサポートメン
バーとなり、萩の高校生が自分の興
味を探り、それをテーマにして究め
ています。

３月 19 日㊐　13:00 ～ 17:00
萩・明倫学舎３号館 交流室（大）

産業戦略室　
　　☎ 25-3351

萩近郊芸術演奏会
3 月 19 日㊐　14:00 ～ 17:00

　（開場　13:30 ～）
市民館 大ホール
音大在学生と一般の音大卒業生に

よる演奏
1,000 円（会員・高校生以下無料）

■プレイガイド　萩楽器店　☎ 25-2017
萩音楽協会（木戸）☎ 26-7766

萩高等学校吹奏楽部定期演奏会
３月 21 日㊋㊗　14:00 ～ 16:00

　（開場　13:15 ～）
市民館 大ホール

■３部構成（クラシックステージ、
中学生ステージ、ポップスステージ）

前売券 300 円（当日券 400 円）
※小学生以下無料
※前売券は、萩高校事務室で購入

萩高校吹奏楽部（小
こ ざ る

猿）☎ 22-0076

朝ごはんメニューコンテスト
　　　最優秀賞メニューの販売

３月 22 日㊌～ 31 日㊎　
　11:00 ～ 15:00（土日を除く）

K
く う ね る ぷ ら す
unelplus（江崎 9196-1）

　☎ 050-8881-0576
■メニュー　田万川名物べっぴんさ
んを使って「安達くんが考えたあっ
さりべっぴん丼」
■販売数　1 日限定 10 食

800 円（税込）
健康増進課　☎ 26-0511

海峡の風　オカリナコンサート 
３月 25 日㊏　13:30 ～ 15:00

　（開場　13:00 ～）
市民館 小ホール
オカリナ奏者３人による演奏（萩

市初開催）

1,000 円（高校生以下 500 円）
アースサウンド・オカリナ

　☎ 093-964-6020

日曜日の工場見学会
３ 月 26 日 ㊐　10:00 ～ 14:00

（雨天決行）
萩・長門清掃工場「はなもゆ」
工場に関する 3D 映像、エコクイ

ズ（参加賞あり）、エコアート作成、
エコプラザ・萩展示品、工場棟から
の施設見学等

萩・長門清掃一部事務組合　
　☎ 24-5349

萩おさんぽまーけっと
　市内外約 25 店舗のキッチンカー
や雑貨屋などが集まり、マルシェを
開催します。

３月 26 日㊐　11:00 ～ 16:00
中央公園（集いの広場）
まちじゅう博物館推進課　

　☎ 25-3290

吉田松陰顕彰吟詠コンクール
　　　　　　　　　全国大会

４月 2 日㊐　9:30 ～ 16:00
市民館 大ホール
吉田松陰の漢詩・和歌・俳句から課題

10 題の競
きょうぎん

吟（幼少年の部、一般３部）
吉田松陰顕彰吟詠実行委員会事務

局（木原）　☎ 090-3637-4419

大展示室
○来て ! 見て！！知って！！！みん
な須佐 LOVE に！

３月 18 日㊏・19 日㊐・21 日㊋㊗・

小展示室
○萩美術協会特別展「藤﨑恒

つねより
頼新作展」

３月 30 日㊍～４月３日㊊
　10:00 ～ 17:00

藤﨑さんの小作品、約 25 点を展示
萩美術協会（藤﨑）　☎ 26-0605

ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと（萩・明倫学舎３号館２階）３月イベント

大・小展示室
○謎解き×お化け屋敷 狐にとらわ
れた少女 ～廃校の暗闇に潜む影～

３月 11 日㊏　17:00 ～ 20:00
高校生が企画したお化け屋敷

※３号館２階交流室でも開催
わくわくベース　☎070-2161-8989

25 日㊏・26 日㊐　10:00 ～ 17:00
中学生が須佐の魅力を切り絵・風

景画・動画等で紹介
須佐中学校　☎ 08387-6-2240

○萩焼の弁財天と筆文字アート展
３月３日㊎～５日㊐　9:00 ～ 18:00

※５日は 17:00 まで
萩焼でできた弁財天１点と、筆文

字によるアート作品、約 50 点を展示
タイガーマスクズ（三島）　☎ 22-0317

○在りし日の小川忠
ただふみ

文氏 写真展
３月 14 日㊋～ 28 日㊋　

　9:00 ～ 18:00
小川 忠文さんを偲び、思い出の

写真を展示
萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018

イベント
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健康増進課　☎ 26-0500

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 ～ / 旭マルチメディアセ
川上健康運動教室 /9:30 ～ / 川上保健セ
あさひ健康運動教室 /10:00 ～ / 佐々並山村広場

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

１日㊌　城東タマちゃん体操/13:30～/城東会館
２日㊍　大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館
７日㊋・28日㊋　こころの相談日（※）/10:00～/萩市保健セ
８日㊌　白水健康教室 /10:00 ～ / 白水会館
　　　　越ヶ浜グッドヘルス/13:30～/越ヶ浜介護予防セ
10日㊎・24日㊎　健康づくり応援隊体操/10:30～/中央公園
10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
13日㊊　倉江健康教室/10:00～/倉江公会堂
16日㊍　浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家
17日㊎　今古萩タマちゃん体操会/13:30～/今古萩老人憩いの家
20日㊊　健康づくり応援隊研修会/10:00～/萩市保健セ
22日㊌　江向健康教室/13:30～/江向１区公会堂

１日㊌
２日㊍

７日㊋ 
17日㊎ 
28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

３日㊎
６日㊊   
８日㊌
９日㊍
14日㊋
16日㊍
20日㊊
22日㊌

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～/田万川体育館
エアロビクス教室 /10:00 ～ / 田万川体育館
すくすく相談・学級/10:00～/須佐保健セ
新・健康ちょ筋教室 /9:30 ～ / 田万川体育館

３月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

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

○ RRR（インド映画）　　　 上映中
○アバター ウェイ・オブ・ ウォーター　～ 3/9
○ Dr. コトー診療所　　　 ～ 3/17
○百姓の百の声　　　　　　3/4 ～ 24
○すずめの戸締り　　　　 3/18 ～
○ THE FIRST SLAM DUNK　3/25 ～

■下水道工事（大井）
■工事期間（予定）
　４月上旬～９月下旬　8:30 ～ 17:00
■規制内容　諸車通行止め、車両片
側交互通行　
※夜間、工事中止日は解放

下水道建設課　☎ 25-3148

通行規制にご協力を

卒園式・卒業式
■保育園・認定こども園・子ども発達支援センター
3 月３日㊎　椿
3 月８日㊌　椿東、山田、越ヶ浜
3月10日㊎　三見
3月11日㊏　田万川、小川分園、むつみ、
　　　　　　須佐、福川、紫福
3月15日㊌　からふる
3月16日㊍　春日　
3月18日㊏　大島
3月19日㊐　住の江　
3月21日㊋㊗　萩光塩学院

■小学校
3月17日㊎　市立小学校
※三見、大井は3月９日㊍、
　大島は3月10日㊎
■中学校
3月 ９日㊍　市立中学校  ※旭、大島は3月10日㊎
3月11日㊏　萩光塩学院

■高校・その他
2月28日㊋　萩光塩学院
3 月１日㊌　萩高、萩商工高
3 月３日㊎　萩准看護学院
　　　　　　萩看護学校
3月10日㊎　萩総合支援学校
3月18日㊏　至誠館大学

3月23日㊍　萩幼稚園
3月24日㊎　日の丸
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３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水

●市役所ロビーコンサート（コーラス）/12:15～/市役所ロビー
●萩往還梅林園まつり（～5日）/10：00～/萩往還梅林園
●火災予防作品展（～7日）/9：00～/ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと
●萩・椿まつり（～19日）/10：00～/笠山椿群生林
●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
●浜崎旧正月提灯まつり（～4/3）/9：00～/旧山村家住宅
●萩八景遊覧船運航（～11/30）/9:00～/指月橋そば
●先生のおすすめの本～小川小学校編～（～22日）/9:00～/田万川中学校図書館
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/9:30～/児童館
●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（毎週水曜日）/10:30～/明木図書館
●市・県民税申告、確定申告（～15日）/8：30～/市民館ほか

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

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～」（～５日）/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」（～21日）/9:00～/萩博物館
●萩市議会３月定例会（～23日）/10:00～/萩市議会議場
●ピヨピヨ「ひな祭り」/10:30～/児童館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

3金

●さんさん三見の日/9:00～/道の駅「萩・さんさん三見」
●萩焼の弁財天と筆文字アート展（～５日）/9:00～/ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと
●至誠館大学公開授業「日本近代黎明史」/10:30～、12：45～/至誠館大学
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/11:00～/子ども図書館
●人権相談/9:30～/川上総合事務所

外科
内科
小児科

兼田（22-1113）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

4土

●GI萩で、乾杯! 美酒と美食のペアリングキャンペーン（～26日）
●萩・明倫学舎の文化祭（～11日）/萩・明倫学舎
●萩博物館常設展リニューアル３周年記念イベント（５日）/萩博物館
●史跡 恵美須ヶ鼻造船所跡 発掘調査現地見学会/10:00～/恵美須ヶ鼻造船所跡ほか
●展示「本処ぶらり亭～萩の美味しい地酒と本でほろ酔い気分」（～31日）/9:00～/萩図書館
●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

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

5日 ●プラバン工作/13:30～/児童館
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 須佐

（08387-6-2540）

6月
外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

7火

●おもちゃ図書館開館日（14日）/10:00～/からふる
●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

萩むらた（25-9170）
中坪（22-5430）

8水
●ベビーマッサージ教室/10:00～/児童館
●おはなし・あそびの会/15:30～/明木図書館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

9木 ●行政相談/10:00～/むつみコミュニティセンター
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

10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！（24日）/19:00～/児童館
●行政相談/9:00～/福栄コミュニティセンター、10:00～/旭マルチメディアセンター

外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

11土

●萩往還ワンデーウォーク/佐々並コース 9:00～、明木コース10:00～/萩往還
●ザ・卓球（25日）/10:30～/児童館
●萩わんぱーく10周年記念事業/11:00～/児童館
●みんなの図書館シネマ「オリバー！」/14:00～/萩図書館

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

12日
●舞台鑑賞「チリンとドロン」/14:00～/児童館
●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）
阿北地区 / 齋藤

（08388-2-2838）

13月
外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

14火

●萩人形展（～4/3）/9:00～/ 渡辺蒿蔵旧宅
●在りし日の小川忠文氏 写真展（～28日）/9:00～/ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと
●心配ごと相談/9:30～/小川交流センター
●行政相談/13:30～/川上公民館、14:00～/小川交流センター

外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

15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
●人権相談/10:00～/田万川保健センター

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

16木 ●ピヨピヨ「お楽しみ会」/10:30～/児童館
外科
内科
小児科

田町（24-1234）
中坪（22-5430）
いわたに（24-2100）

17金 ●行政相談/10:00～/須佐総合事務所 外科
内科

玉木（22-0030）
柳井（22-0748）

18土

●萩博物館企画展「古写真で見る幕末明治 海外渡航者編」/9:00～/萩博物館
●ジオパークフェア/10:00～/萩・明倫学舎
●来て！見て!！知って！！！みんな須佐須佐LOVEに！（19日、21日、25日、26日）
　/10:00～/ふれ愛ギャラリー萩ぶらっと
●全国椿サミット萩大会（19日）/14:30～/市民館ほか
●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）

19日

●萩の真ふぐ祭り/10:00～/県漁協越ヶ浜支店旧せり場
●萩探究部第５期発表会/13:00～/萩・明倫学舎３号館
●萩近郊芸術演奏会/14:00～/市民館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

20月
外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

21火
●萩高等学校吹奏楽部定期演奏会/14:00～/市民館
●萩図書館開館記念日行事「春のわくわくおはなし会」/10:30～、13:00～/萩図書館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

22水
外科
内科

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

23木 ●子育て相談/10:30～/児童館 外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

24金
外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

25土

●特集展示「松林桂月とその周辺」（～6/18）/9:00～/萩博物館
●海峡の風オカリナコンサート/13:30～/市民館
●みんなでミュージック/13:30～/児童館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
ふじわら（22-0781）

26日

●萩おさんぽまーけっと/11:00～/中央公園
●萩・長門清掃工場「はなもゆ」工場見学会/10:00～/萩・長門清掃工場「はなもゆ」
●トパーズ&こすもす オカリナコンサート/13:30～/萩・明倫学舎本館
●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
●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）
阿北地区 / 福賀

（08388-5-0863）

27月
外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

28火 ●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター
外科
内科
小児科

大藤（21-0002）
中坪（22-5430）
いわたに（24-2100）

29水

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

30木
●萩美術協会特別展「藤﨑恒頼新作展」（～ 4/3）/10:00～/ふれ愛ギャラリー萩ぶらっ
と

外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

31金 ●新一年生から新一年生へ（～5/21）/９:30～/須佐図書館 外科
内科

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

※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

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等は、受診・相談センター「＃7700」へ
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人の動き 人口／43,572人（前月比-113）　男／20,231人（前月比-55） 　女／23,341人（前月比-58）
世帯数／22,811世帯（前月比-47） 　出生／13人　死亡／125人　（令和５年１月末日）

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　３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。
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
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　800 年近い歴史を誇り、かつては鉄壁を誇った山
城・津和野城。今は城の石垣だけが残っていますが、
だからこそ感じることのできる風情と、津和野のまち
を一望出来る開放的な見晴らしは抜群。
　津和野の歴史と山の植物を熟知したガイドと一緒に
早朝登山を行い、頂上では、津和野食材を使った季節
ならではの朝ごはんを楽しみましょう。

山岳ガイド　津和野城跡観光リフト乗り場
　（津和野町後田イ 477）に 7:00 に集合

8,250 円（１人）　■体験時間　３時間
Yu-na 推進協議会（津和野町観光協会内）

　☎ 0856-72-1771

山口県央連携都市圏域の 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、お出かけしてみませんか？

　桜の名所である一の坂川沿い桜並
木のライトアップをします。ライト
アップ期間は桜が見頃の約２～３週
間程度の予定で、毎日行います。

３月下旬～４月上旬
　19:00～22：00

山口市後河原
山口市観光交流課

　☎ 083-934-2810

山 口 一の坂川桜ライトアップ

　江戸時代、山野井村の一部は長府
藩領でした。長府藩領の庄屋を務め
た「大田家（現太田家）」には、村の
運営や酒造業に関する多くの古文書
が残されていました。本企画展では、
その一部を紹介します。

３月 28 日㊋まで　9:00 ～ 16:30
山陽小野田市歴史民俗資料館

　☎ 0836-83-5600

企画展「大田家文書～山野井
村長府藩領庄屋家の記録～」

　昭和初期から平成半ばに活躍した
列車の鉄道模型（1/80 サイズ）が
走ります。特別急行「つばめ」、寝台
特急「あさかぜ」「トワイライトエク
スプレス」、貨物列車などが登場。

３月 18 日㊏～ 26 日㊐
　9:30～17:00（入館は16:30まで）

防府市青少年科学館（ソラール）
　☎ 0835-26-5050　

防 府 スポット展
「走る！鉄道模型展」

　日本屈指のプロ合唱団「東京混声
合唱団」が秋吉台に初登場。「大地
讃頌」を終曲に含む「土の歌」をメ
インに、日本人作曲家による合唱曲
と世界の合唱の変遷を歌います。

３月 21 日㊋㊗　14:00 ～ 16:00
一般3,500円、25歳以下1,000円

秋吉台国際芸術村
　　☎ 0837-63-0020

美 祢 東京混声合唱団
特別演奏会 秋吉台公演

　安
あ ん の

野光
みつまさ

雅さんが「歌」をテーマに
描いた作品を展示します。初の詩画
集「雲の歌風の曲」など、エッセイ
ストとしても活躍した安野さんなら
ではの作品をお楽しみください。

３月10日㊎～6月7日㊌ 9:00～17:00
一般800円、中高生400円、小学生250円

安野光雅美術館
　☎ 0856-72-4155

津和野 『歌の世界』展
　桜山の桜を幻想的にライトアップ
します。昼間とはひと味違う、幻想
的な世界に癒されてみませんか。

３月 18 日㊏～ 4 月上旬
　18:30 ～ 22:00

ときわ公園東入口付近
宇部市ときわ公園課　

　☎ 0836-54-0551

宇 部 夜桜ライトアップ

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」情報をお知らせします。ながと路

　お茶の生産から加工まで営む「秀
しゅうすいえん

翠園」で煎茶体験。
緑茶、紅茶、ほうじ茶、津和野名産のまめ茶まで、 た
くさんのお茶を一度に楽しめます！
　津和野のシンボル「青野山」を眺めながら、津和野
銘菓と一緒に、 のんびりとしたプレミアムな時間をお
過ごしください！

秀翠園（津和野町直地 142）☎ 0856-72-2204
4,950 円（１人）　■体験時間　1 時間 30 分

津和野で本物の自分と旅をする

↑予約は
こちらから

◆山岳ガイドと早朝登山！町を一望できる
　津和野城跡から愉しむ “ つわの朝ごはん ”

◆茶畑一望「お茶テラス」で愉しむ煎茶体験

※写真はイメージ
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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。

史跡恵
え び す が は な

美須ヶ鼻造船所跡
の発掘調査現地見学会

　今年度の調査で、造
ぞ う せ ん ば

船場進
し ん す い

水口
ぐ ち

、護
ご が ん

岸、石
い し が き

垣と底
の一部などを確認し、造船場の形・大きさがわかっ
てきました。発掘調査は今年度で最後となります。
　この機会に江戸時代の造船所跡をご覧ください。

3 月 4 日㊏　10:00 ～ 12:00
恵比須会館（集合）小雨決行、中止の場合は恵比

　須会館にて発掘調査の成果を説明。
■駐車場（無料）　山口県漁業協同組合小畑支店前
　に臨時駐車場を開設

文化財保護課
　☎ 25-3654

さんさん三見の日
　地域の方や道の駅を利用する方に、日頃の感謝を
込めたイベントを開催し、来場者には、道の駅特別
記念きっぷを配布します。
　また、市の東の玄関口である道の駅「ゆとりパー
クたまがわ」との周遊キャンペーンをはじめ、テイ
クアウトコーナーイベントや屋外ステージイベン
ト、キッチンカーの出店も予定しています。

3 月 3 日㊎　9:00 ～ 19:00
　（屋外イベント 17:00 ～ 19:00）

道の駅「萩・さんさん三見」　☎ 27-0041

ジオパークフェア 2023
　「食と大地のつながり」に焦点をあて、美味しい
ものを食べながら、美味しい食材を育んだ大地に目
を向けるイベントです。

3 月 18 日㊏　10:00 ～ 16:00
萩・明倫学舎
無料（ブースにより別途料金が必要）
萩ジオパーク推進協議会　☎ 21-7765

陶芸の村公園登り窯 窯焚き
　萩陶芸家協会会員の作家が、昼夜をかけて窯をた
き焚き上げます。陶芸のまち、萩ならではの、土と
炎の織りなす力強い窯焚きの様子をぜひご覧くださ
い（見学自由）。
〇窯焚き

3 月 16 日㊍ 9:00 ～、17 日㊎ 11:00（予定）
〇窯出し

3 月 23 日㊍　
　9:00 ～ 11:00（予定）

陶芸の村公園内登窯
　付近（椿東）

商工振興課
　☎ 25-3108

萩・明倫学舎の文化祭 2023
≪３月４日㊏≫
■幕末の世界への誘

いざな

い
　～小川忠文コレクション～
◇講演「おがわ是

これ

苦
くしゅう

集の特徴と価値」
　■時間　14:00 ～ 15:00
　 ３号館
　 鈴木 一

かずよし
義（国立科学博物館名誉研究員）

◇幕末ミュージアムギャラリートーク
　■時間　15:15 ～ 16:15　 ２号館

≪３月５日㊐≫
■ちびっこストリートピアノ
　■時間　10:00 ～ 12:00　 本館
≪３月 11 日㊏≫
■謎解き×お化け屋敷
　狐にとらわれた少女～廃校の暗闇に潜む影～
　―市内高校生企画イベント－
　■時間　17:00 ～ 20:00　 ３号館
　※詳しくは NPO 萩明倫学舎 HP をご覧ください。

萩・明倫学舎推進課　☎ 21-2018

NPO 萩明倫
学舎 HP
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３月７日㊋～８月27日㊐

３月７日㊋～５月７日㊐

普通展示
陶芸Ⅰ 三輪龍氣生 陶の世界

陶芸Ⅱ 茶陶―萩

山口県立萩美術館・浦上記念館 ☎ 24-2400☎ 24-2400

企画展企画展 ☎ 25-6447☎ 25-6447萩 博 物 館

《学芸員による作品解説》
いずれも10人

　（要予約、要観覧券、先着順）
陶芸Ⅰ 三輪龍氣生 陶の世界

３月11日㊏　11:00～
浮世絵
月岡芳年 新形三十六怪撰

３月25日㊏　11:00～

高杉晋作資料室
ギャラリートーク
テーマ：「高杉晋作と赤祢武人」

３月26日㊐　13:30～（約40分）
※予約不要・参加無料（要入館料）

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㊌～6日㊊、13日、20日、27日㊊

■休館日  1日、８日　 大人/520円  高校・大学生/310円  小・中学生/100円

伝 初世坂高麗左衛門《萩茶碗 銘 李華》 
江戸時代前期 17世紀 個人蔵

月岡芳年 「新形三十六怪撰 さぎむ
すめ」大判錦絵 明治22年(1889）

　没後 60 周年を迎える萩出身の画家・松林
桂
けい

月
げつ

の生涯とその周辺の人々について美術
作品などを通じて振り返ります。
■会期　3 月 25 日㊏～ 6 月 18 日㊐

人と自然の展示室・企画展示室（一部）

　英国密航留学生「長州ファイブ」をはじめ、幕末から明治にか
けて海外へ渡った人々の肖像写真のほか、
彼らが海外で出会った人々、彼らが目に
した風景・建物などを紹介します。
■会期　3 月 18 日㊏～ 6 月 18 日㊐
　※休館日：6 月 12 日㊌～ 14 日㊎

企画展示室

【特集展示】「松林桂月とその周辺」

萩博物館常設展
リニューアル 3 周年記念イベント

古写真で見る幕末明治 海外渡航者編

萩博物館HP

３月７日㊋～４月９日㊐

浮世絵
月岡芳年 新形三十六怪撰

①ホンモノ宝さがし
　萩博物館秘蔵の「タカラ」をさがせ！
　館内にかくされたタカラガイをさがし、3 種類を
　ゲットできた人へプレゼントを贈呈。
　■時間　9:30 ～ 16:00　 常設展の観覧料
②海のおたから ミニミニ貝殻ハンティング !
　砂から好きな貝をさがしてコレクション作り。
　■時間9:30～、13：30～　 150円（材料・資料代） 

③学芸員イチオシ・萩のおたから生物とご対面！
　世界で萩・阿武だけのアブサンショウウオと、
　幸せを呼ぶ（!?）白いナマコを飼育展示。
　撮影も OK ！■時間　イベント中いつでも
④太陽をみよう
　望遠鏡で太陽のプロミネンスや黒点を観望。
　■時間 13:00 ～ 16:00（3 月 4 日のみ）

　　　　　令和 4 年度 Innovate MUSEUM 事業　浮世絵ウィーク
3月9日㊍～12日㊐　落語や浮世絵の摺・飴細工・髪結いの実演解説などで江戸文化を楽しく学ぶ

イベント

はぎ博おたからアベドンチャー
この時期の萩博物館ならではの親子向けイベントを開催します。また、リニューアル３年目を迎

える常設展と、3 月 5 日閉幕の冬期企画展「ヒストリカル・スターズ」もあわせてご観覧ください！
3 月 4 日㊏・5 日㊐　 ①②各日先着 200 組程度、③④なし

※そのほか詳細は萩博物館 HP でご確認ください。
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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

演奏者を随時募集中！ 詳細はこちら→市役所ロビーコンサート

■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、白いブランコほか

第 17 回
４月12日㊌

12:15～12:45

■曲　目　　　
バラード第４番ほか

梅
うめみつ

光 真知子
（ピアノ）

■演奏者

萩八景遊覧船 運航開始！
　3 月 1 日から、萩八景遊覧船の運航を開始します。遊覧船に乗って、約 40 分の水上散策を楽しみませ
んか。天候の良い日には、指月山や白砂青松の菊ヶ浜を海から眺めます。
　また、桜の開花時期には、橋本川土手の美しい桜並木を船上から眺める桜観賞コースを運航します。
■期　　間　3 月 1 日㊌～ 11 月 30 日㊍　
■受付時間　9:00 ～ 16:00（11 月は 9:00 ～ 15:30）
■発着場所　指月橋そば（堀内）　
■乗  船 料　大人 1,200 円、小人 600 円（団体割引あり）

　萩八景遊覧船運航開始 20 周年を記念し、さまざまな
特別企画を予定しています。第 1 弾の特別企画として、

「萩市民特別優待ワンコイン乗船ツアー」を開催します。
■期　　間　3 月 1 日㊌～ 12 日㊐
■受付時間　9:00 ～ 16:00
■乗  船 料　大人 500 円、小人（小学生まで）無料
　※萩市民を証明できる証明書等をお持ちください。

萩市民特別優待ワンコイン乗船ツアー

萩八景遊覧船　☎ 21-7708

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。

４月 3 日㊊まで
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


