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検収作業
朝８時から当日
使う食材がセン
ターに届き始め
ます。

検収作業
センター職員は食材が注
文通りの量、品質である
かどうかを確認します。

保存食
万一食中毒などが発生し
た場合などを想定し、食
材はすべてマイナス２０度
の冷凍庫で１４日間保存し
ます。

食器の準備
食器やスプーン、トレー
などをその日の献立や必
要食数にあわせて数をそ
ろえてコンテナに積み込
みます。

下処理室
野菜などの食材は、ここで
入念に洗浄したり、大きさ
を切りそろえるなどの下処
理をします。

野菜の皮むき
検収室にはタマネギやニンジンなどの
皮をむく機械があります。大まかな野菜
の処理もここで行います。

上処理室
下処理の済んだ食材はここ
でスライサーなどの機械を
使い角切りやスライスなど
の加工をします。また冷凍
食材はここで解凍して、虫
などの異物が混じっていな
いかを確認します。

食缶の準備
コンテナに食缶を積み込み
ます。低学年の子どもが運
びやすいように積み込む位
置も工夫しています。

配送第２便
１１時１５分。コンテナを配
送トレーラーに積み込み、
各学校へ届けます。

片付け
調理が終わったら、機械や
道具を洗浄して、翌日の調
理作業に備えます。

洗浄作業
１３時を過ぎると各学校か
らコンテナが帰ってきま
す。残食量を調べて、食器・
食缶などを洗浄します。

洗浄作業
食器類は汚れ落ちを確
認したうえで、翌日の
給食にそなえて数をそ
ろえるなどの準備をし
ます。
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　皆さんは『給食』という言葉
に懐かしさを感じることはあ
りませんか。小学校や中学校
時代、学校生活の楽しみの一
つだった人も多いのではない
でしょうか。
　柳井市の学校給食は、伊保
庄の市立学校給食センターで
作られています。現在は、平
郡東小学校を除く小学校１０
校、中学校４校に、約 2,500
食を提供しています。
　今回の広報やないでは、身
近なようでなかなか知る機会
のない学校給食についてご紹
介します。
●問い合わせ
　学校給食センター
　☎�１３１２
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和え物・サラダ室
和え物やサラダなど温度の
低い料理は、特に衛生面に
気をつける必要があるため、
専用の部屋で調理します。
みかんなどの果物の仕分け
作業もここで行います。

配送第 1 便
午前９時４５分。
児童生徒数の多
い学校に、まず食器類を運
びます。センターでは４台
の専用トレーラー車が働い
ています。

揚物・焼き物室
揚物や焼き魚などの焼き物
は、専用の機械を使って調
理します。（写真は連続式揚
物機）

炊飯
専用の釜で約 4.6 升のご飯
を炊くことができます。ひ
と釜に米 6.5 キロ、麦 500
グラムを使います。気温や
湿度にあわせて水加減を調
整します。

炊飯その２
炊飯釜は最大で３１釜を
使用します。使われてい
るお米は、すべて柳井産
のきぬむすめという品種
です。

炊飯その３
炊き上がったご飯は、ク
ラスごとに量を確認しな
がらつぎ分けていきます。

煮炊き調理室
煮物や汁物などは、煮炊き調理室の大
きな釜で作られます。通常３つの釜を
使います。

煮炊き調理室
料理の中心温度を専用の
温度計で測ります。決め
られた温度と時間で火が
通っているかを確認しま
す。

煮炊き調理室
ホワイトボードには、当日
の各学校、各クラスの必要
食数が書かれています。

検食
午前１１時。セン
ター職員が給食を
試食し、異物が混じってい
ないかや加熱冷却が適切に
行われているかなどを確認
します。

特集　2,500食の給食ができるまで
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給食の作り手が
変わります
給食調理を民間企業に委託します

　本年８月から、学校給食センター内での給食調理と食器や食缶の洗浄作業を、民

間企業に委託します。新体制による給食の提供は、９月３日からを予定しています。

　なお、献立作成、必要な食材の発注と購入、調理手順の指示、調理された給食

の検査などは、引き続き市が直営で行います。

安心・安全な給食を提供します

　給食調理業務を民間に委託することで、大量給食調理を専門とする民間企業が持
つ調理や衛生管理に関する技術やノウハウを活用し、今まで以上に安全で安定的な
給食の提供を図ります。
　このたびの民間委託では、大量の給食調理や衛生管理等に関して高い技術水準と
実績を有する業者を選びました。受託業者には学校給食衛生管理基準や食中毒・異
物混入・アレルギーに関する対応マニュアルを遵守するよう義務付けています。ま
た市が、その履行確認・検査・指導を行います。

地元の食材を使います

　献立作りや食材購入、食材の品質や産地、製造者、含有アレルギー物質などの確認
作業は、従来どおりセンターが担います。また、地元産野菜を優先的に購入するとと
もに、生産者の顔が見える地産地消を推進します。

給食の質は変わりません

　工場などの外部施設は使用せず、引き続きセンターの設備を使って調理します。
調理水準がさらに向上するよう、栄養教諭が作成した調理指示書による的確な指示
のもとで調理します。また、できあがった給食の検食は、引き続きセンター職員が
実施します。

食の指導や食育活動を積極的に進めます

　食に関する指導や食育活動は、学校の先生や栄養教諭が主体となって実施してお
り、民間委託後も変わりません。引き続き、食育に関する巡回訪問や生産者と連携
した出前授業など、市給食センターとして食を通じた教育活動の充実に努めます。
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「給食はつながっています」
　栄養教諭に聞きました
　現在、市内小中学校の給食の献立を作っている栄養教諭は３人。
その１人である河野先生にお話を伺いました。

地元野菜を使っています

　学校給食には積極的に地場産物を活用しています。
特に市独自の取組として、「学校給食協力会」の会員農
家が、計画的に作った野菜を購入しています。
　また、郷土料理である「けんちょう」は月１回、必
ず献立に取り入れています。
　柳井市健康づくり計画には「うす味で 野菜たっぷ
りカミング３０」というスローガンがあります。学校
給食でも「よく噛んで食べる」をテーマに、一口で３０
回噛むことを目標とした「カミング３０デー」を設けて
います。例えばレンコンを使った「あじあじれんこん」
などは、自然と噛む回数が増えるような献立です。

生産者の声が届く食育

　３人の栄養教諭が市内の小中学校すべてを巡回訪
問しています。給食の時間に様子を見に伺うととも
に、給食前の時間をいただいて食育授業も行ってい
ます。
　また「ふるさと食材の日」では、小学３年生を対象
に学校給食協力会の農家や県農林事務所、JA の職員
さんたちと出前授業を行っています。

　農家の方が実際に、自分が育てた作物を持って来
て、野菜作りで工夫していることや、その楽しさを
話してくださいます。

学校給食は“食”の勉強

　学校給食の時間は、単に“お昼ごはん”ということ
だけではなく、食について学ぶ機会でもあります。
行事食や献立に旬の食材を取り入れることで季節を
感じてもらうなど、さまざまなことにつながってい
ます。また何より、楽しくおいしく残さず食べても
らえることが一番です。

ご家庭に期待するのは

　給食の献立は、毎日ブログで紹介していますので
ぜひご覧ください。ご家庭でも給食が話題にのぼる
とうれしいです。
　また、センターでは「早寝・早起き・朝ごはん」を
推奨しています。朝ごはんにも、しっかり主食・主菜・
副菜をそろえて、野菜もしっかり食べてもらいたい
と思います。

▲各工程の開始・終了時間などのスケジュール、
センター内での作業の導線までもが、栄養教諭
から詳細に指示されます。

柳井市の給食献立を写真入りで毎日ご紹介しています。
■市立学校給食センター給食ブログ
　https://blog.goo.ne.jp/yanakyucenter

特集　2,500食の給食ができるまで

柳井市学校給食センター
栄養教諭

河野 香緒里 先生

↗
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６月は土砂災害防止月間

災害から身を守るために
災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が重要です。
土砂災害が多発する梅雨時期における、情報収集方法や避難方法をお知らせします。

　　 危険箇所や
　　 　　避難ルートの確認

　事前に避難場所や避難ルートなどを
確認しておきましょう。
　過去に浸水した所や土砂災害が起こ
りやすい所は、土砂災害ハザードマッ
プや洪水ハザードマップで確認するこ
とができます。このような場所は、で
きるだけ避けて避難しましょう。
■柳井市土砂災害ハザードマップ
　http://www.city-yanai.jp/soshiki/11/

dosyasaigaihazardmap.html
■柳井市洪水ハザードマップ
　http://www.city-yanai.jp/soshiki/11/

hazardmap.html

　　 土砂災害警戒情報を
　　 チェック

　天気予報や注意報・警報に注意しま
しょう。
　警報発表時に災害の恐れが高まった
ときには、気象庁・県が土砂災害警戒
情報を発表します。テレビ（ｄボタン）・
ラジオ・防災メールで情報収集し、早
めの避難を心がけましょう。
■山口県土木防災情報システム
　http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/
■山口県土砂災害ポータル
　http://d-keikai.pref.yamaguchi.lg.jp/

portal/

　　 災害危険度をいち早く
　　 チェック

　気象庁 HP では以下のとおり気象警
報を確認できます。
①５日先までの大雨警報等の発表の可

能性を［高］［中］の２段階で提供し
ます。

②警報・注意報の発表時に危険度の予
想を色分け表示して提供します。

③大雨・洪水警報が発表されたときに、
どこで危険度が高まっているのかを
地図上に色分け表示します。

●気象警報への問い合わせ
　下関地方気象台
　☎ 083-234-4007
■気象庁
　http://www.jma.go.jp/jma/index.

html

　　 柳井市防災メールに
　　 登録を

　柳井市の防災情報がメールで届きま
す。次のアドレスに空メールを送信し、
返信されたメールの内容
に従って登録してくださ
い。
　　yanai@xpressmail.jp

　　 防災グッズを
　　　　 準備しましょう

　すぐに避難できるように、土砂災害
ハザードマップの防災グッズチェック
を参考にして、防災グッズを準備しま
しょう。
　また、大雨などで電気や電話が寸断
されて、情報収集が困難になるおそれ
があります。電池で作動するラジオな
どを準備し、日頃から作動確認をして
おきましょう。

　　 地域で協力して
　　　　 避難しましょう

　日頃から地域で協力し、防災に努め
ましょう。市内には地域の皆さんが協
力して防災活動を行う自主防災組織が
結成されています。

　なお、市では自主防災組織の結成に
対し助成しています。詳しくはお問い
合わせください。

　　 冠水した道路の通行は
　　 避けましょう

　冠水した道路はできるだけ通行しな
いようにしましょう。やむをえず通行
するときには、十分に注意してくださ
い。道路と水路の境が見えずに、水路
に落ちたり、冠水により見えない障害
物につまずいたりして、ケガをする可
能性があります。

　　 指定緊急避難場所と
　　 指定避難所

　避難すべき場所は、災害の種類に
よって異なります。指定緊急避難場所
と指定避難所を市危機管理室、各出張
所・連絡所や市ホームページで確認し
ておきましょう。
　また大きな災害になると、連絡がと
れなくなる可能性があります。どこへ
避難するのか、事前に家族で話し合い
ましょう。
■指定緊急避難場所と指定避難所
　http://www.city-yanai.jp/site/bousai/

hinansho.html

●問い合わせ
○土砂災害全般／柳井市土砂災害ハ

ザードマップなど
　土木課　☎�２１１１内線 223
○緊急避難場所・避難所／自主防災

組織／市防災メールなど
　危機管理室　☎�２１１１内線 431
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　　 土砂災害の
　　　　 前ぶれに注意

　土砂災害は、主にがけ崩れ、地すべ
り、土石流の 3 種類に分けられます。
次の前ぶれがあった場合には、迅速な
避難を心がけましょう。
■がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）
　雨水がしみ込んだ斜面が急激に崩
れ落ちる。
< 前ぶれ >
　がけからの水が濁る／がけに亀裂が
入る／小石がぱらぱらと落ちてくる／
地下水や湧水が止まる

■地すべり
　広範囲にわたり大量の土砂がゆっ
くりと移動する。
< 前ぶれ >
　地面にひび割れができる／沢や井戸
の水が濁る／斜面から水がふき出す／
家や擁壁に亀裂が入る
■土石流
　長雨などにより石や土砂を一気に
下流へ押し流す。
< 前ぶれ >
　山鳴りや立木の裂ける音がする／石
のぶつかりあう音がする／急に川の水
が濁り流木が混ざり出す／腐った土の
臭いがする

　　 土砂災害や河川の決壊が
　　 発生したら

　土砂災害や河川の決壊が一度起こる
と、雨が止んで河川の水量が減ったり、
土砂の崩壊が止まるまで、対策をとる
ことができません。
 そのような箇所を見つけたら、無理
に近づこうとせずに、市へ連絡して
ください。

●問い合わせ
▼土木課　☎�２１１１内線 221-224
▼休日・夜間　☎�２１１６

とるべき避難行動を確認しましょう

避難勧告や避難指示（緊急）を発令す
ることが予想される場合

災害による被害が予想され、人的被
害が発生する可能性が高まった場合

災害が発生するなど状況がさらに悪
化し、人的被害の危険性が非常に高
まった場合

避難準備・
高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示

（緊急）

▼いつでも避難ができるよう準備をし
ましょう。身の危険を感じる人は、
避難を開始しましょう。

▼避難に時間を要する人 （高齢者、障
がいのある人、乳児を連れている人
など）は、避難を開始しましょう。

避難場所や避難施設へ
避難をしましょう。

▼まだ避難していない場合は、直ちに
その場から避難をしましょう。

▼外出することでかえって命に危険が
及ぶような状況では、自宅内のより
安全な場所に避難をしましょう。

ｄ ボタンを利用しましょう
     避難情報などを届けます

　柳井市の災害前後の避難情報などの詳細を見ること
ができます。テレビリモコンの d ボタンで確認してく
ださい。
●問い合わせ
　危機管理室　☎�２１１１内線 431

宮本雨水ポンプ場の運転が
可能になりました
　宮本雨水ポンプ場は、宮本地区の内水排除を目的と
して昭和４３年に整備され、５０年を経過しています。
施設の老朽化が著しいため、平成２６年度から改築工
事に着手し、今年４月にはポンプの運転が可能となり
ました。
　引き続き既設ポンプ場の撤去など残りの工事のため
通行止めなどの交通規制を行います。ご理解とご協力
をお願いします。
●問い合わせ
　下水道課
　☎�２１１１内線 291

避難をしましょう。

●問い合わせ　危機管理室　☎�２１１１内線 431

　柳井市の災害前後の避難情報などの詳細を見ること
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Pick UP

後期高齢者医療保険料の通知書を
７月中旬に送付します
■保険料の通知書は２通りの方法で
　納付方法により通知書の形式が異
なります。
▼はがき形式：特別徴収（年金天引）

の人、口座振替の手続をした人
▼封書形式：納付書で納める人
■保険料の計算は
　均等割額 ／ 52,444 円
＋所得割額 ／［賦課のもととなる所得

金額（平成 29 年中の所得 - 33 万円）
× 10.28％（所得割率）］

＝年間保険料（上限額 62 万円）
■均等割額、所得割率、上限額が改定

されます
 28・29 年度
 　均等割額　52,390 円
　　所得割率　10.52％
　　上限額　　57 万円
　　　　▼

30・31 年度
　均等割額　52,444 円
　所得割率　10.28％
　上限額　　62 万円

■均等割額の軽減基準が見直されます
　（２割・５割軽減の対象者が拡大）
　平成２９年中の世帯主と世帯の被保
険者の所得の合計額により、均等割額
が軽減されています。

世帯の所得の合計額 軽減
割合

33 万円以下の世帯のうち、被保
険者全員が年金収入 80 万円以
下で、その他各種所得がない

９割

33 万円以下 8.5 割

33 万円+(27.5万円×被保険者
数）以下
29 年度：27 万円
　→ 30年度：27.5 万円

５割

33 万円＋（50万円×被保険者数）
以下
29 年度：49 万円
　→ 30年度：50 万円

２割

■軽減特例が一部変更されます
▼被用者保険の被扶養者であった人

の均等割額の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する前日

まで被用者保険の被扶養者であった
人は、均等割額が軽減されています。

　29 年度：７割軽減
　　→ 30 年度：５割軽減
※世帯の所得の合計額が 33 万円以下

の場合は、９割軽減または 8.5 割軽
減の対象となります。

▼賦課のもととなる所得金額が５８万
円以下の人の所得割の軽減

　29 年度：２割軽減
　　→ 30 年度：軽減なし
●問い合わせ
▼保険料の賦課について
　山口県後期高齢者医療広域連合
　業務課　☎ 083-921-7111
▼保険料の納付について
　市民生活課
　☎�２１１１内線 168,169

国保・後期高齢者医療
新しい被保険者証（保険証）を
７月下旬に送付します
国保・後期高齢者医療の保険証の有効
期限は７月３１日までです。新しい保
険証は、７月末までに簡易書留で郵送
します。
▼郵送する新しい保険証は８月１日

から使用してください。
▼現在の保険証は８月１日以降、使

用できません。各自で処分してく
ださい（返却不要）。

■国民健康保険（カード型）
　現在／黄色　→　更新後／緑色
■後期高齢者医療
　現在／薄紫色　→　更新後／緑色
●問い合わせ
　市民生活課
　☎�２１１１内線 150,151,169

国民健康保険
【限度額適用認定証】
【限度額適用・標準負担額減額認定証】
申請・更新
医療機関・保険薬局等に「認定証」を提
示することで、１カ月の支払いが自己
負担限度額で済み、住民税非課税世
帯の人は入院時の食事代が減額されま
す。なお、自己負担限度額は世帯の所
得状況（住民税課税・非課税等）、国保
加入者の年齢等により異なります。詳
しくは申請時に確認してください。
※国民健康保険税に未納があると認定

証を交付できない場合があります。
■認定証の申請（新規）
　事前に申請して認定証の交付を受け
てください（申請月の初日から認定）。
■認定証の更新
　７月下旬に更新のお知らせを送付し
ます。引き続き認定証が必要な人は、
８月３１日㈮までに申請してください。
○申請・更新場所
　市民生活課、各出張所・連絡所
○申請・更新に必要なもの
　現在の認定証（更新の人）、国保被保

険者証（保険証）、印鑑、個人番号（マ
イナンバー）のわかるもの

○長期に入院したとき
　次の要件をすべて満たす人は、標準

負担額（食事代）がさらに減額でき
る場合があります。申請・更新時に
入院日数の確認できる書類（病院の
領収書など）を持参してください。

▼現在、認定証の交付を受けていて、
区分が「オ」または「Ⅱ」

▼認定期間内で過去１２カ月の入院日
数の合計が９１日以上ある

●問い合わせ
　市民生活課
　☎�２１１１内線 150,151

国民健康保険
後期高齢者医療のお知らせ
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後期高齢者医療
【限度額適用・標準負担額減額認定証】
申請・更新
後期高齢者医療の被保険者で住民税
非課税世帯の人は、医療機関・保険
薬局等に「限度額適用・標準負担額減
額認定証」を提示することで、１カ月
の支払いが自己負担限度額で済み、
入院時の食事代が減額されます。
■認定証の申請（新規）
　事前に申請して認定証の交付を受け
てください（申請月の初日から認定）。
■認定証の更新（手続不要）
　現在、認定証を持っていて８月以降
も該当する人には、７月末までに新し
い認定証を郵送します。
○申請場所
　市民生活課、各出張所・連絡所
○申請に必要なもの
▼後期高齢者医療被保険者証（保険証）
▼個人番号（マイナンバー）のわかる

もの
○長期に入院したとき
　「区分Ⅱ」の認定証の交付を受けてい

て、過去１２カ月の入院日数が９１日
以上の場合、入院時の食事代がさら
に減額となる場合があります。入院
日数の確認できる書類（領収書など）
を持参し、申請してください。

※すでに長期入院の認定を受けてい
る人は、申請不要の場合があります。
市民生活課に確認してください。

●問い合わせ
　市民生活課
　☎�２１１１内線 169
　山口県後期高齢者医療広域連合
　業務課　☎ 083-921-7111

後期高齢者医療制度の
歯科健康診査（無料・要申込）
“お口の健康”は心と体の健康につなが
ります。この機会に自身の口腔状態を
確認してみましょう。
　対象者には５月末に歯科健康診査受
診券を送付しています。
○対象
▼前年度（２９年度）に７５歳になり、

新たに被保険者資格を取得した人

▼前年度に障害認定により新たに被
保険者資格を取得した人

○期間
　６月１日㈮～平成３１年１月３１日㈭
○場所
　送付した歯科健康診査受診券に同封

の歯科医療機関の一覧のとおり
○健診項目
　口の中の状態（虫歯や歯周病の有無

等）、噛む力、舌の動き、のみこむ
力などの確認

○持参物
　歯科健康診査受診券、同封の質問

票、後期高齢者医療被保険者証
●問い合わせ
　山口県後期高齢者医療広域連合
　業務課　☎ 083-921-7112

バスで山口ゆめ花博を訪れる人へ
借上料を補助します
市内の団体が山口ゆめ花博会場までのバスを借り上げる際に、
借上料の一部を補助します。

○支給対象　次の①②を共に満たす団体
①市内の自治会、子ども会、老人クラブ、その他の地

域団体、市内の事業所
②当日参加者が２０人以上
○支給額
　上限額３万円（応募多数の場合は上限額まで交付でき

ない場合があります）
○申込期限　７月３１日㈫（必着）
　※応募が少ない場合のみ追加募集を行います。
●応募方法
　所定の様式（窓口備付の用紙または HP からダウン

ロード）に必要事項を記入して、添付書類とともに提
出してください。（郵送可）

●申込・問い合わせ
　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 232

前売入場券を好評発売中
９月１３日㈭まで、次の場所で購入できます。詳
しくはお問い合わせください。
▼都市計画・建築課（市役所 2 階）
　☎�２１１１内線 232
▼各出張所、連絡所
▼柳井商工会議所／☎�３７３１
▼大畠商工会／☎�２４１４
○入場料金
　【大人】／当日 1,200 円、前売 900 円
　【高校生】／当日 800 円、前売 600 円
　【小・中学生】／当日 600 円、前売 500 円
　【小学生未満】／無料
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○日程　１０月７日㈰／前日祭・前日受付：６日㈯
○場所　柳井市～周防大島町～上関町～平生町～田布施町
○コース
　ロングライドコース　距離：約１５２㎞
　ショートコース　距離：約７０㎞
○参加資格
　ロングライドコース　中学生以上
　ショートコース　小学生以上（小学生は保護者もエント

リーと伴走が必須）
○参加費（消費税及び傷害保険料を含む）
　ロングライドコース　9,000 円
　ショートコース　6,000 円
※申込後の取り消し及び荒天に伴う大会中止の場合、参加

費は返金いたしません。

○募集人数
　ロングライドコース　1,200 人
　ショートコース　300 人
○申込締切　９月９日㈰（定員になり次第締切）
○申込方法　公式サイトでインターネット受付
　 　http://www.southernseto-longride.jp/
●問い合わせ
　サザンセト・ロングライド in やまぐち実行委員会
▼事務局
　㈱ JTB 中国四国山口支店 徳山営業所　
　☎０８３４�０８０８
▼地元事務局
　柳井商工会議所　☎�３７３１

タイムを競うレースではなく、制限時間内で完走を目指し、多島美を誇る瀬戸内海や
山麓の美しい景観を楽しみながら走行するサイクリングイベントです。

参加者募集中
コース、エントリーなど詳しくは

公式サイト http://www.southernseto-longride.jp/ まで 

柳井金魚ちょうちん祭り 助っ人スタッフを大募集
祭りの運営や準備に参加してみませんか。
参加者全員に“特製スタッフＴシャツ”をプレゼントします。

○募集内容　右表のとおり
○対象　高校生以上で屋外での作業が可能な人
○申込方法　様式に参加希望イベントの番号、住所、

氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、希望す
るＴシャツのサイズ（S・M・L・XL）を記入して、
申し込んでください。

○申込期限　７月６日㈮（多数の場合、調整）
○その他　▼事務局で傷害保険に加入します。
▼高校生は必ず保護者の承諾を得てください。
▼収集した個人情報は本募集事務以外には使用しま

せん。
●申込・問い合わせ
　柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局（商工観光

課内）　☎�２１１１内線 364、FAX �７４７４
　　 shokokanko@city-yanai.jp

日程
（１０分前集合） イベント内容 募集

人数
1 7/25 ㈬ 9:00-12:00 金魚ちょうちん装飾作業 5

2 7/28 ㈯ 16:00-20:00 点灯式・白壁夜市運営補助 5

3 8/4 ㈯ 16:30-18:45 金魚すくい体験スタッフ 3

4 8/4 ㈯ 18:30-20:45 金魚すくい体験スタッフ 3

5 8/4 ㈯ 16:00-21:10 パラソルショップステージ
運営補助 5

6 8/4 ㈯ 16:00-21:10 パラソルショップ警備員補助 2

7 8/13 ㈪ 15:30-21:00 イベント補助 3

8 8/13 ㈪ 15:00-21:30 しらかべかき氷屋 運営補助 1

9 8/13 ㈪ 15:00-21:00 オリジナル金魚ちょうちん
づくり運営補助　※ 5

10 8/13 ㈪ 16:30-20:30 ふわふわドーム運営補助 2

11 8/13 ㈪ 17:00-21:00 清掃エコボランティア 8

※未成年不可

URL
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市民と市長と気楽にトーク
お子様連れ、小中学生、高校生の
参加もお待ちしています。
■定例開催（申込不要）
日 場各18:30 ～ 20:00

（平郡地区を除く）
▼６月２０日㈬／日積公民館
▼６月２１日㈭
　／伊保庄北文化会館
▼６月２６日㈫／伊陸公民館
▼７月２４日㈫／阿月公民館
▼７月２５日㈬
　10:15 ～ 11:45　
　／平郡東小学校体育館
　12:30 ～ 14:00
　／平郡西集会所
▼７月２７日㈮／新庄公民館
▼７月３０日㈪／余田公民館
■随時開催（要申込）
　３人以上の参加者から受け付け
ています。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 472

福祉医療費受給者証（重度心身
障害者用）の交付申請
重度心身障害者を対象に保険適用
となる医療費の自己負担額を助成
する制度です。
①または②に該当する人 ( 本人の

所得要件有り )
①身体障害者手帳１～３級・療育

手帳Ａ・精神障害者保健福祉手
帳１級のいずれかの交付を受け
ている人

②国民年金法施行令別表１級程度
の障害を有する人

○必要書類等　医療保険の被保険
者証、障害程度を証明する書類

（手帳等）、印鑑、１月２日以降
に転入した人は１月１日現在の
住所地で発行する平成３０年度
所得課税証明書

○申請期限　６月２９日㈮／期限
後は随時受け付け、助成は申請

月の初日から
○申請手続
▼現在受給者証が交付されていて

更新手続きが必要な人には申請
書を送付します。

▼過去に所得制限となった人も、
申請することで平成２９年中の
所得で再審査をします。

▼対象要件が継続していると判断
される一部の人には、申請を省
略し、６月下旬に受給者証を郵
送します。

申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 183

ごみの野焼きは
禁止されています
～違反した場合には罰則も～
煙や臭いで洗濯物が干せない、窓
を開けると煙が入って気分が悪く
なるなどの苦情が多く寄せられて
います。
▼農業のためにやむを得ないあぜ

草などの野焼きは例外として行
えますが、良く乾かしたり少量
にとどめ、風向きなども考えて、
煙や臭いが近隣住民の迷惑にな
らないようにしましょう。

▼庭で剪定した枝や刈った草、家
庭のごみは燃やさずに、可燃ご
み収集に出すか、清掃センター
に直接持ち込んでください。

問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

ネコの正しい飼い方
お宅のネコはご近所に迷惑を
かけていませんか？
ネコの迷惑行為に
よる苦情が数多く
寄せられます。こ
れらは飼い主がネ
コの習性を理解し、周囲への気配
りと責任を持ち飼育することで解
決できます。皆が気持ちよく生活

できるように飼いましょう。
■習性を理解しましょう
　ネコの習性は…／夜行性／縄張
りを持ち単独生活を好む／爪とぎ
をする／メスは年２～４回発情／
１回の出産で３～８匹生まれる
■飼い方を見直しましょう
▼屋外にエサを置くと野良ネコが

集まってきます。屋内で十分与
えましょう。

▼排便のしつけをしましょう。
▼首輪やリボンなどをつけておき

ましょう。
▼管理出来る頭数で飼いましょう。
■不妊、去勢手術を考えましょう
　繁殖を望まない場合は不妊、去
勢手術を考えましょう。
■屋内飼育に努めましょう
　ネコは広い生活空間を必要とし
ません。外では交通事故や病気へ
の感染、害虫に寄生されるなどの
危険も増すため、屋内で飼いまし
ょう。
■ネコを捨ててはいけません
　愛護動物を遺棄すると動物愛護
法により罰せられます。やむを得
ず飼うことが出来なくなった場合
は市にご相談ください。
■野良ネコにエサを与える人へ
　野良ネコにエサを与えると他所
からも集まり子を産むため、手に
負えなくなります。ところかまわ
ず糞尿をするなど周囲に様々な被
害を与えます。飼う自覚のない無
責任な餌付けはやめましょう。
問市民生活課
　☎�２１１１内線 166

６月２３日土～２９日㊎は
男女共同参画週間
○キャッチフレーズ　「走り出せ、

性別のハードルを超えて、今」
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

市政だより
日日時  場場所  内内容  対対象  定定員
料参加料  持持参物  申申込  問問い合わせ

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

５月発生状況 8 0 9

累
計

平成３０年 31 0 38
前年対比 -20 -2 -25

平成３０年５月３１日現在

日程
（１０分前集合） イベント内容 募集

人数
1 7/25 ㈬ 9:00-12:00 金魚ちょうちん装飾作業 5

2 7/28 ㈯ 16:00-20:00 点灯式・白壁夜市運営補助 5

3 8/4 ㈯ 16:30-18:45 金魚すくい体験スタッフ 3

4 8/4 ㈯ 18:30-20:45 金魚すくい体験スタッフ 3

5 8/4 ㈯ 16:00-21:10 パラソルショップステージ
運営補助 5

6 8/4 ㈯ 16:00-21:10 パラソルショップ警備員補助 2

7 8/13 ㈪ 15:30-21:00 イベント補助 3

8 8/13 ㈪ 15:00-21:30 しらかべかき氷屋 運営補助 1

9 8/13 ㈪ 15:00-21:00 オリジナル金魚ちょうちん
づくり運営補助　※ 5

10 8/13 ㈪ 16:30-20:30 ふわふわドーム運営補助 2

11 8/13 ㈪ 17:00-21:00 清掃エコボランティア 8

※未成年不可
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７月１日日～７日土は
全国安全週間
○スローガン
　「新たな視点でみつめる職場
　創意と工夫で安全管理
　惜しまぬ努力で築くゼロ災」
問商工観光課
　☎�２１１１内線 361

６月は環境月間
・住環境衛生推進月間です
■環境保全活動に取り組みましょう
　６月５日は「環境の日」です。「ぶ
ちエコやまぐち～ CO ₂削減県民
運動～」に取り組みましょう。
▼ライトダウン／可能な範囲で照

明の消灯をしよう。
▼クールビズ／ノーネクタイ、ノー

上着など服装を工夫しよう。
▼エコドライブ／やさしいアクセ

ル操作でゆっくり発進。タイヤ
の空気圧は定期的に点検。

▼緑のカーテン／つる性植物で窓
を覆うと室内を約３℃下げる効
果があります。

▼ノーマイカー運動に取り組もう
　／６月はノーマイカー強化月間。
○ねずみ・衛生害虫の防除を！
▼ゴキブリなどの衛生害虫は気温

の上昇とともに活動が活発にな
ります。生活環境への侵入を防
ぎ駆除に努めましょう。

▼掃除や食品、残飯などをしっか
り管理しましょう。

▼薬剤を使うときは使用上の注意
を守り安全に注意しましょう。

○換気にご注意を！
▼気温が高い時期、特に新築・改

築・改装後の建物では換気に努
めましょう。

▼化学物質を放散する建材・内装
材で室内の空気が汚染され、体

調不良を訴える事例が起きてい
ます。夏期は十分換気するよう
心がけましょう。離れた２カ所
の窓を開けると効果的です。

問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

７月から国民年金保険料の
免除申請を受け付けます
国民年金保険料の納付が困難な人
は、申請をして審査、承認を受け
れば、７月から翌年６月までの保
険料が免除・猶予されます。

区分 保険料月額
平成３０年度 16,340 円

免
除
・
猶
予

1/4 免除 12,260 円

半額免除 8,170 円

3/4 免除 4,090 円

全額免除 納付なし

▼申請時点から２年１カ月前の月
分まで遡って免除申請ができま
す。未納期間がある人などはご
相談ください。

▼昨年度、全額免除、若年者納付
猶予が承認された人で、継続申
請を希望していた人は自動的に
審査されます。後日届く結果通
知を確認してください。

▼保険料の免除や猶予を受けずに
未納の状態で障害や死亡など不
慮の事態が発生すると、障害基
礎年金・遺族基礎年金が受けら
れない場合があります。

○手続きに必要なもの　年金手帳
またはマイナンバーカード、印
鑑（本人は不要）、失業による申
請の場合は離職票または雇用保
険受給資格者証の写し

問市民生活課
　☎�２１１１内線 168,169

寝具洗濯乾燥消毒の
回収サービス
市の委託業者が寝具を訪問回収し
洗濯・乾燥・消毒したのち即日宅
配します。
対在宅生活をする市民で、次のい

ずれかの世帯に属する人
■高齢者　①８０歳以上の高齢者

のみの世帯②７５歳以上の高齢
者のみの世帯で、要介護状態・
指定の難病等で寝たきりの状態
にある人の世帯（同居者による
寝具の衛生管理が可能な場合や
同一敷地内や隣接地に別世帯の
７５歳未満の家族が居住してい
る場合は対象外）

■重度障害者　障害者のみの世帯
または同居者による寝具の衛生
管理が困難な世帯の重度身体障
害者（一定の要件に該当する人、
常時寝たきり状態にある障害者）
の世帯

日７月９日㈪～２０日㈮／㈯㈰㈷
を除く

料敷・掛布団：１６０円／枚、毛布：
６０円／枚、枕：３０円／個

○その他
▼サービスの利用は布団等３枚と

枕１個以内で年１回限りです。
▼離島など場所によっては訪問回

収ができない場合もあります。
○申請期限　６月２８日㈭
申 問印鑑を持参し、以下のところ
か各出張所・連絡所で申請してく
ださい（電話申請は不可）。
▼高齢者：高齢者支援課
　☎�２１１１内線 186
▼障害者：市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191
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狂犬病予防注射の手続きは
６月３０日土までに
獣医師のもとで狂犬病
予防注射を受けると

「狂犬病予防注射済証」
が発行されます。これ
を市民生活課に持参し、狂犬病予
防注射済票の交付（５５０円／頭）
を受けてください。
※獣医師から「狂犬病予防注射実

施猶予証明書」の交付を受けた
場合は、７月２日㈪までに市民
生活課へ提示してください。

問市民生活課
　☎�２１１１内線 166

野生鳥獣から農作物を守ろう
侵入防止柵の設置補助
対電気柵、トタン壁、ワイヤーメッ

シュ（パネル状・ロール状）
○補助率　▼受益戸数１戸で侵入

防止柵を設置する場合／原材料
費の 1/3 以内（補助限度額１０万
円）▼隣接する受益戸数２戸以
上が共同で侵入防止柵を設置す
る場合／原材料費の 1/2 以内

（補助限度額２０万円）
申 問

購入前に必ず連絡してください。
農林水産課　☎�２１１１内線 355

農作業中の事故から
身を守るために
▼体調管理に心がけましょう。
▼早めに休憩を取りましょう。
▼機械に巻き込まれない服装で作

業しましょう。
▼安全キャブフレームのあるトラ

クターを使用し、シートベルト
の着用を徹底しましょう。

▼路肩の走行やほ場の出入には特
に注意しましょう。

▼必ずエンジンを止めた状態で機
械を点検しましょう。

▼共同作業時には、声を掛け合い、
安全を確認しましょう。

問農林水産課
　☎�２１１１内線 352

７月１１日⺢～２０日㊎
夏の交通安全県民運動
■運動の重点
▼スピードダウンの推進　
▼反射材・ハイビームの活用促進
▼子供と高齢者の安全な通行の確

保と高齢運転者の交通事故防止
▼自転車の安全利用の推進
▼全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用
の徹底

▼飲酒運転の根絶
問危機管理室
　☎�２１１１内線 432

木造住宅の耐震診断（無料）
・耐震改修
対所有する昭和５６年５月３１日

以前に着工した木造住宅に現住
し、市税の滞納がない人（賃貸
住宅は対象外）

内木造住宅耐震診断１０戸、木造
住宅耐震改修１戸（申込多数の
場合は１０月上旬に抽選）

○補助額　工事金額の２３％以内
（工事金額上限２１７万円）

○申込期限　９月２０日㈭
申 問都市計画・建築課
☎�２１１１内線 235,236

やまぐち森林づくり県民税を
活用した森林の整備
森林所有者で荒廃したスギ、ヒノ
キの人工林、繁茂した放置竹林等
でお困りの人はご相談ください。

■森林機能回復事業（間伐）
対長期間放置され荒廃している３６

年生以上のスギ、ヒノキの人工林
※事業実施後、２０年間の皆伐禁

止等の制約あり。
■繁茂竹林整備事業（伐採）
対公共性のある身近な生活の場等

で放置され繁茂拡大した竹林
※事業実施後、９年間の転用禁止

等の制約あり。
申 問希望多数の場合は県岩国農林
水産事務所が箇所選定します。
農林水産課
☎�２１１１内線 355

グループ・サークルの
パンフレットを作成しました
生活を豊かにする活動を始めてみ
ませんか。
○配布場所　各公民館、バタフラ

イアリーナ、図書館、生涯学習・
スポーツ推進課（同課ホームペー
ジにも掲載）

問生涯学習・スポーツ推進課
　☎�２１１１内線 331

労働保険の年度更新手続等
○労働保険の申告・納付手続期間
　６月１日㈮～７月１０日㈫
○電子申請・電子納付
　電子政府の総合窓口　　
　　http://www.e-gov.go.jp/
○申告書受付相談会（申込不要）
日６月２８日㈭ 10:00 ～ 15:00
場市文化福祉会館３階集会室
問山口労働局
　☎ 083-995-0366

市民相談

URL
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知的障害者更生相談所
巡回相談（要申込）
日７月１９日㈭ 10:00 ～ 15:00
場市総合福祉センター
内療育手帳相談、保健相談等
対１８歳以上で知的障がいのある人
持療育手帳、身体障害者手帳
申 問

▼市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191
▼山口県知的障害者更生相談所
　☎ 083-922-7511

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日７月１１日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所３階大会議室
定８人（定員になり次第締切）
申 問７月２日㈪ 8:30 から電話で
受け付けます（先着順）。
市民生活課　☎�２１１１内線 161

行政・市民相談
日７月１１日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／受付 15:30 まで
場市役所３階大会議室
内行政相談：行政相談委員による

行政への苦情や要望の相談
　市民相談：行政書士会岩国支部

柳井地区会員による官公署手続、

書類作成等の相談
問市民生活課
　☎�２１１１内線 161

行政相談
日７月１１日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／受付 15:30 まで
場ふれあいタウン大畠
内行政相談委員による行政への苦

情や要望の相談
問大畠出張所　☎�２２１１

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日７月１２日㈭ , ２６日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※８月９日㈭ , ２３日㈭の年金相談

の予約は７月２日㈪から受け付
けます。

申 問相談日の前日までに電話で申
し込んでください（先着順、定員
になり次第締切）。予約の際には
基礎年金番号を確認します。
岩国年金事務所お客様相談室
☎０８２７�２２２２

夏の星座を観る会
（無料・要申込）
夏の星座を観察します。
日７月７日㈯ 20:00 ～ 21:00
※雨天・曇天は中止。天候がはっ

きりしない場合は当日 17:00 ～
18:00に問い合わせてください。

場星の見える丘工房
対幼児・児童・生徒は保護者同伴
定２０人（定員になり次第、締切）
○申込期限　７月２日㈪
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

観光ボランティア養成講座
観光セミナー（無料・要申込）
～英語でおなんどトリップ

2018 ♪～
英語に親しみながら白壁の町並み
を歩いてみませんか。
日７月８日㈰ , ２９日㈰ , ８月５日

㈰ , １９日㈰ , ９月２日㈰ , １６日
㈰／ 13:30 ～ 15:00

場アクティブやない視聴覚室
○英語講師　立川礼子
○主催
　柳井市観光ボランティアの会
○申込期限　実施日の前々日
申 問商工観光課
☎�２１１１内線 363

狩猟免許の更新／試験・
講習会（要申込）
■狩猟免許更新講習会 ①
日 場７月１０日㈫ 13:30～・県柳井
総合庁舎、１７日㈫ , １８日㈬ 13:30
～・県岩国総合庁舎
料 2,900 円
○申込期限　実施日の７日前
■狩猟免許試験 ②
日 場 ７月１５日㈰ 9:00 ～ 16:00・
下松市地域交流センター、２９日㈰
9:00 ～ 16:00・市文化福祉会館
料 5,200 円
○申込期限　実施日の９日前
■狩猟免許取得等経費の助成 ③
　わな猟免許、第１種銃猟免許の
新規取得者に助成します（新規に
取得し、当該年度内に狩猟者登録
をすることが必要）。
○助成額　わな猟免許15,000円、

第１種銃猟免許 67,000 円
■共通事項 ①～③
申 問

岩国農林水産事務所
☎０８２７�１５６７

日

　／受付 15:30 まで
場

内

問

防災行政無線放送予定
▼７月１日㈰ 12:30 ごろ
　消防署によるサイレン
　吹鳴テスト

▼７月５日㈭ 10:00 ごろ
　緊急地震速報訓練

●問い合わせ
　危機管理室
　☎�２１１１内線 431

講座・教室
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■狩猟免許講習会（要申込）
日 場各会場の試験日前日／ 9:00～
15:30・試験と同所
料新規 6,000 円、会員 4,000 円
申 問県猟友会　☎ 083-924-3517

中央公民館教室
■小学生生活講座Ⅲ
　クラフトテープで小物入れづくり
日７月２６日㈭ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館２階視聴覚室
内クラフトテープを使って小物入

れ作り
○講師　柳井友の会の皆さん
定小学２年生以上・１５人（先着順）
料３００円
持はさみ・のり
○申込期限　７月１８日㈬
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

親と子の水辺の教室
（無料・要申込）
川の中の生物を親子で川に入って
採取・観察し、生き物と川の汚れ
の関係について学習します。
日７月２７日㈮ 9:30 ～ 11:30
場日積川（岩花橋付近）
○集合場所　日積出張所 2 階
定市内小学校児童・保護者／５０組
○申込期限　７月１３日㈮
申 問電話か参加申込書を小学校に
提出してください。
市民生活課
☎�２１１１内線 165,166

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■６月１３日㈬～２５日㈪

　やない写心クラブ　写真展
■７月４日㈬～９日㈪　　　 　

新庄絵画教室作品展
問やない西蔵　☎�２４９０

おはなしの会
（無料・申込不要）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日７月７日㈯ 13:30 ～ 15:00
場大畠公民館２階和室
内腹話術「もんちゃん」、絵本の読

み語りや紙芝居、七夕飾り（願
い事）

○出演　読み語り
ボランティア

　「たまてばこ」
問大畠図書館　☎�２２２６

広島広域都市圏サンフレッチェ
広島共同応援（要申込）
日７月２８日㈯ 19:00 キックオフ
場エディオンスタジアム広島（現

地集合）
内対戦相手：浦和レッズ
▼ SA 指定席（ホーム）で広島広域

都市圏としてまとまって応援
▼選手のサインをプレゼント
▼参加者から抽選で選手のウォー

ミングアップ見学会
対広島広域都市圏内居住者（小学

生以下は大人同伴）
定１６０人（申込多数の場合は抽選）
料大人 2,600 円、小中高 1,000 円
○主催　広島広域都市圏協議会
○申込期限　６月２２日㈮消印有効
申 問往復はがきに（１枚に５人ま
で）、参加者全員の住所、氏名、年
齢（学生の場合は学年）、電話番号
と「サンフレッチェ共同応援希望」の
旨を記入し下記事務局へ。広域都
市圏ホームページからも申し込み
ができます。

〒 730-8586（住所不要）
広島市役所広域都市圏推進課
広島広域都市圏協議会
☎ 082-504-2017

山口県海岸清掃エコツアー
（要申込）
離島をフィールドとした体験型海
岸清掃エコツアーです。
日 場７月２９日㈰・平郡島

（8:00 柳井港集合）
内海岸清掃、漂着物調査（五十谷海

岸）／昼食（海鮮バーベキュー）
／海水浴、牧場見学

対県内小中学生とその保護者
定４０人（先着順）
料大人・中学生 2,000 円、小学生

1,000 円
○申込開始　６月１８日㈪ 9:30 ～
申 JTB 山口支店（電話受付）
　☎ 083-922-3343
問県廃棄物・リサイクル対策課
　☎ 083-933-2992

柳井金魚ちょうちん祭り
協賛事業
祭りと連携し、相互に催しを盛り
上げることを目的に、協賛事業を
募集します。
対７月２８日㈯ ～８月１３日㈪の

間に開催されるイベントなど
○申込期限　７月１３日㈮
申 問商工観光課備付の所定の用紙

（市 HP からダウンロード可）で申
し込んでください。
柳井金魚ちょうちん祭り協議会事
務局（商工観光課内）
☎�２１１１内線 361

募　集

催　し

☎�２１１１内線 331

親と子の水辺の教室
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農振除外の申出を受け付けます
■通常の農振除外申請
　平成３１年６月までに農振除外を予定している人は、
お早めにご相談ください。
　なお、今回の農業振興地域整備計画の見直しに伴い、
計画決定（平成３２年３月予定）までの一定期間、通常の
農振除外申請の受付を休止します。
○受付期限　平成３１年１月１０日
○受付休止期間（受付できない期間）
　平成３１年１月１１日～平成３２年３月３１日（予定）
※次回受付／平成３２年４月以降の計画決定後
■平成３２年４月以降の農振除外について
　平成３２年４月以降に農振除外を予定している人は、
見直し期間中に検討しますので申し出てください。
○受付期限　９月２８日㈮
○受付要件　原則、通常の除外申請要件と同様です。
※具体的な転用計画のないものなどは、受付できない場

合があります。
●問い合わせ
　農林水産課　☎�２１１１内線 351

市営墓地使用者
○対象墓地　瀬戸山墓地園／神代

１３４５番地１５
○墓地種別　中（2.25 ㎡）
○募集区画数　１区画
○使用料　１５万円／区画
対次の①②を共に満たす人／①市

内に本籍か住所を有し、市営墓
地の使用許可を得ていない②５
年以内に使用を開始できる

▼１世帯の申込は１回限り（血族・
姻族関係にある同住所の世帯は
一つの世帯とみなす）

▼柳井市民でない人は市内在住の
代理人が必要

○選考
　申込が複数の場合は公開抽選
○申込期限　７月１３日㈮必着
申 問 所定の申込用紙（市民生活課
備付、HP からダウンロード可）で

申し込んでください。
市民生活課　☎�２１１１内線 166

市営住宅入居者
入居資格など詳しくはお問い合わ
せください。
○住宅名　一般住宅：琴風・迫田・

高須・新庄北・築出・瀬戸・本町、
身体障害者向け：高須（１戸）

○申込期間　６月１４日㈭～２９日
㈮の執務時間内（郵送の場合、
同期間の消印有効）

○注意事項　申込者多数の場合は
抽選／単身者の申込が可能な住
宅あり／同一の募集住宅・住戸
タイプが２戸以上ある場合、高
齢者世帯等のみで抽選する優先
枠を設定／原則、公営住宅居住
者は申込不可

申 問所定の申込書に６２円切手２

枚を貼付して申し込んでください。
〒 742-8714　都市計画・建築課
☎�２１１１内線 236,237

柳井ロータリークラブによる
国際友好親善大使
米イリノイ州シャンペン市のロー
タリークラブ会員宅にホームステ
イをする親善大使を募集します。
○渡航時期　８月下旬～９月下旬
○応募資格　大学生相当、日常会

話ができる英語力
○渡航費用
　柳井ロータリークラブが負担
○面接　別途通知
○申込期限　６月２２日㈮
申 問柳井ロータリークラブ事務局
☎�１８２３・FAX �８８１８

農業振興地域整備計画とは
　１０年先を展望しながら優良な農地を保全し、農業振
興の各種施策を実施するための計画です。「農業振興地域
の整備に関する法律」に基づき市町村が定めます。

農用地区域には優遇措置と制限があります
　「農業振興地域」には今後 10 年間、農用地として利用
する「農用地区域」を定めています。この農用地区域には、
農業振興や生産基盤への補助などの優遇措置が講じられ
ます。
　一方、その区域内にある土地の、農業以外の目的（住宅、
商業施設、駐車場、資材置き場等）への転用（※）は、法
で厳しく制限されています。
※農用地区域内の農地を、農業以外で使用するための

手続きを「農振除外」と呼びます。

農用地区域の“農振除外”は
　農用地区域内の土地をやむを得ず農業以外の目的に使
用する場合、定められた諸要件を満たせば、農業振興地
域整備計画を変更して、その土地を農用地から除外する
ことができます。詳しくはお問い合わせください。

柳井農業振興地域整備計画を見直します
市では豊かな住みよい農村環境の実現と農業振興を図るため、昭和４６年に「柳井農
業振興地域整備計画」を策定し、現在まで定期的に見直しを行ってきました。
このたび第 2 次柳井市総合計画の策定に伴い、平成３２年３月を目途に見直しを実
施します。

柳井農業振興地域整備計画を見直します
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試

　験

夏休み期間中の
放課後児童クラブ補助員
○応募資格
　子どもが好きで熱意のある人
○勤務内容
　放課後児童の育成支援の補助
○勤務場所　柳井・新庄・柳東・

小田児童クラブ　
○勤務時間等　７月２０日㈮～８月

３１日㈮／毎週㈪～㈯のうち原則
週４～５日・7:45 ～ 18:45 のう
ち５時間１５分

○賃金　時給９３０円
○雇用　面接の上、採用
申 問履歴書（写真添付）を提出して
ください。
市社会福祉課
☎�２１１１ 内線 188

第３９回
柳井市民水泳大会参加者
日７月２９日㈰ 10:00 ～
場アクアヒルやない
料１種目 100 円（別途プール 300

円、保険料 100 円 )
○申込期限　７月１４日㈯ 17:00
申☎�２１８８（市山）
問☎�７５５７（岩向）

戦没者遺族の慰霊巡拝
○主な地域　硫黄島、旧ソ連、ソ

ロモン諸島、フィリピン等の南
方地域

対先の大戦の戦没者遺族（原則８０
歳以下・配偶者、子、兄弟姉妹、孫）

定地域ごとに１５～１００人
料硫黄島２～３万円、その他２０

～３５万円、旅費の約３分の１
を国が補助（国内旅費は別途）

申 問

詳しくはお問い合わせください。
県長寿社会課　☎ 083-933-2800

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業参加者
旧戦域に赴き戦没者の霊を追悼し
現地の人々と友好親善を行います

（厚労省補助事業）。
対戦没者遺児
料１０万円（集合場所への交通費、

渡航手続手数料等の別途負担有）
○主な地域（各々日程あり）
　フィリピン、ミャンマー、中国、

ニューギニア、旧ソ連、トラッ
ク・パラオ諸島他

申 問（一財）日本遺族会事務局
☎ 03-3261-5521

放送大学３０年度第２学期
（１０月入学）学生
放送大学はインターネット、ラジ
オ、テレビによって学ぶことがで
きる遠隔教育大学です。
○出願期間　第１回：６月１５日

㈮～８月３１日㈮必着、第２回：
９月１日㈯～２０日㈭必着

申 問放送大学山口学習センター
〒 753-0841 山口市吉田 1677-1
☎ 083-928-2501

平成３０年度 消防設備士試験
○試験日　９月２日㈰
○受験地　下関市、山口市、周南市
○試験の種類　甲種（特類、第１

～５類）、乙種（第１～７類）
○願書受付期間　電子申請：６月

２９日㈮～７月１０日㈫、書面
申請：７月２日㈪～１３日㈮

問柳井地区広域消防本部予防課　
☎�７７７４

税務職員採用試験
（高校卒業程度）
○受験資格　平成２７年４月１日

以降に高等学校・中等教育学校
を卒業して３年を経過していな
い人、平成３１年３月までに高
等学校・中等教育学校を卒業見
込みの人または人事院が同等の
資格があると認める人

○第 1 次試験日　９月２日㈰
○受付期間　インターネット申込

／６月１８日㈪～２７日㈬（申込
データを受信完了）、郵送・持
参／６月１８日㈪～２０日㈬（当
日消印有効）

問広島国税局人事第二課
　☎ 082-221-9211 内線 3743
　柳井税務署　☎�０２７７

平成２９年度審議会等の会議の公開運用状況

実施機関
区分

会議（件） 傍聴
（人）計 公開 一部

非公開 非公開

市長 160 42 3 115 48
教育委員会 39 34 4 1 12
農業委員会 12 12 0 0 4
固定資産評価
審査委員会 1 1 0 0 0

合計 212 89 7 116 64
※会議の開催は市役所１階ロビー掲示板、各出張所・連絡所、

総務課ホームページに掲載しています。
※個人情報保護などの理由で非公開とする場合があります。

平成２９年度個人情報保護制度の運用状況　　 （件）

実施機関
区分 請求等

処理状況 審査
請求開示 一部

非開示 非開示 文書
不存在

市長 0 0 0 0 0 0
教育委員会 2 2 0 0 0 0
合計 2 2 0 0 0 0
※訂正・削除・利用中止に関する請求は０件。

平成２９年度情報公開制度の運用状況　　　　 （件）

実施機関
区分 請求等

処理状況 審査
請求全部

公開
部分
公開 非公開 文書

不存在
市長 40 36 11 1 3 0
教育委員会 12 7 5 0 0 0
合計 52 43 16 1 3 0
※１件の請求につき複数の処分があるため、請求等の件数

と処理状況の件数が異なります。

●問い合わせ　総務課　☎�２１１１内線４３４

試　験
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にこにこ健康づくり
アクアヒルやない運動講座

（現地受付）
■にこにこステップ教室
　ステップ台を使った踏み台運動
の講座です。音楽に合わせて楽し
く体を動かしてみませんか。
日６月１９日㈫ , ７月３日㈫ , ３１日

㈫ , ８月７日㈫／13:30 ～ 14:15
■にこにこ筋活教室
　基礎的な筋力トレーニングの講
座です。主に自体重を利用した軽
めのトレーニングなので、運動初
心者でも安心して参加できます。
日６月２６日㈫ , ７月１０日㈫ , ２４

日㈫／ 13:30 ～ 14:30
■共通事項
場アクアヒルやない
○講師　三島孝雄さん
対医師から運動の制限を受けてい

ない人
定各回２０人　料各回３００円
申 問アクアヒルやない
☎�００２５

にこにこ健康づくり推進員
活動予定（無料・申込不要）
約１時間、にこにこできる範囲で
体を動かし、楽しい時間を過ごし
ませんか。誰でも参加できます。
▼動きやすい服装で参加してくだ

さい。
▼室内会場（市保健センター、中央

公民館、伊保庄公民館を除く）
は室内用の運動靴が必要です。
FUJIBO 柳井化学武道館では裸
足で行います。

▼複数の会場に参加できます。
対医師から運動の制限を受けてい

ない人
問市保健センター　☎�１１９０

７～９月の場所・日時
天候等により中止や日程の変更を
する場合があります。
■遠崎地区体育館（サークル遠崎）
日各 9:00 ～／７月９日㈪ , ２３日

㈪ , ８月６日㈪ , ２０日㈪ , ９月
１０日㈪ , ２４日㈪

■伊陸小学校体育館
日各19:00～／７月１０日㈫ , ９月

１１日㈫
■中央公民館
日各15:30～／７月３日㈫ , １７日

㈫ , ８月７日㈫ , ２１日㈫ , ９月
４日㈫ , １８日㈫

■阿月地区体育館
日各13:30～／７月１１日㈬ , ９月

２６日㈬
■伊保庄公民館
日各 10:00～／７月２５日㈬ , ８月

２２日㈬ , ９月２６日㈬
■大畠総合センター
日各10:00～／７月４日㈬ , １８日

㈬ , ８月１日㈬ , ９月５日㈬ , １９
日㈬

■柳井ウェルネスパーク
日各 19:00 ～／７月１２日㈭ , ２６

日㈭ , ８月９日㈭ , ２３日㈭ , ９月
１３日㈭ , ２７日㈭

■ FUJIBO 柳井化学武道館
日９月２７日㈭ 14:00 ～
■遠崎地区体育館（健康づくり in

遠崎）
日 各 9:00 ～／７月２８日㈯ , ８月

２５日㈯ , ９月２２日㈯
■保健センター
日 各9:00～／７月７日㈯ , ２１日

㈯ , ８月４日㈯ , ９月８日㈯ , １５
日㈯

■つなげ隊ツアー（市内で実施）
○ナイトジョギング
日８月９日㈭ 19:30 ～
　集合／サンビームやない駐車場
○モーニングジョギング

日９月８日㈯ 7:00 ～
 集合／柳井ウェルネスパーク

FUJIBO 柳井化学武道館
健康講座（要申込）
■リンパコンディショニング講座
　さびないカラダづくりに挑戦し
てみませんか。
日６月２２日㈮ 13:30 ～ 15:00
■春のエアロフットセラピー
　てくてくテンポの裸足でできる
簡単エアロと足つぼ経絡療法を融
合したエクササイズです。
日６月２８日㈭ 10:00 ～ 11:00
　６月２０日㈬ , ２７日㈬
　／ 13:30 ～ 14:30
■共通事項
場 FUJIBO 柳井化学武道館武道場
申 問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎�３３８３

献血まつり
ー７月は『愛の血液助け合い運動』
強調月間ー
日７月８日㈰
　9:30 ～ 12:00,13:15 ～ 16:00
場ゆめタウン柳井
内４００ml 献血
▼献血パネル展示、射的、ヨーヨー

つりなどを無料で楽しめます。
▼献血をした人には粗品をプレゼ

ント
問市保健センター　☎�１１９０

７月のけんけつ （400ml）
日７月１９日㈭
　 9:30 ～ 12:00 柳井総合庁舎
　14:00 ～ 16:00 周東総合病院
問市保健センター　☎�１１９０

健康 & すくすく

講演会「こどもを病気から守ろう～こどもの病気と予防接種、妊婦
さんが気をつけたい病気について～」（無料・要申込）

○日時　８月２日㈭ 13:30 ～ 15:00
○場所　市保健センター
○講師　キャプテンキッズクリニック・近藤穂積先生
○対象　妊娠中の人、０歳～就学前の乳幼児の保護者
※託児はありませんが親子で参加できます。
○主催　柳井医師会、柳井市
○申込締切　当日まで申込可
●申込・問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０
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やないファミリー・サポート・
センター第 1 回講習会
■乳幼児と児童に対する救急法指

導と AED の使い方
日７月４日㈬ 10:00 ～ 11:45
場市総合福祉センター４階
内心肺蘇生法の実技を学び、いざ

という時に備える
○講師　柳井地区広域消防組合
定２０人（先着順・子ども同伴可）
※託児を希望する人は事前に申し

込んでください。
料１００円（お茶代）
○申込期限　６月２７日㈬
申 問やないファミリー・サポート・
センター　☎�０６６８

不妊専門相談会（無料・要予約）
不妊検査や治療に関する情報提供
や助言を行う相談会です。
日７月２７日㈮ 15:00 ～ 17:00
場県柳井健康福祉センター２階ク

リニック室
○専門相談担当者
　産婦人科医師／
　徳山中央病院・山縣芳明先生
　臨床心理士／佐々木直美先生
対不妊・不育に関する悩みやスト

レスのある人、不妊治療に関す
る情報提供を希望する人

○申込締切　７月１９日㈭
申 問電話で予約してください。
県柳井健康福祉センター
☎�３６３１

７月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（１６㈪は除く）
　／ 9:00 ～ 11:30
■こころの相談会
日７月４日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日７月１１日㈬ 9:30 ～ 11:00
場いずれも市保健センター
■一般健康相談（予約不要）
日７月９日㈪
場10:30 ～ 11:00
　／平郡東地区老人憩いの家
　13:00 ～ 13:30
　／平郡西地区老人憩いの家
問市保健センター　☎�１１９０

柳井市健康づくり計画 「おいしい  たのしい  元気やない」
毎年６月は「食育月間」、毎月１９日は「食育の日」

朝食にプラス 1 品を
～朝ごはんからよい生活習慣を始めましょう！～

朝食を食べることのメリットは
▼ブドウ糖をはじめ様々な栄養素を補給できるため、集中力や能率がアップ

し、イライラしなくなるなど、午前中から元気に過ごすことができる。

▼朝からよく噛んで食べることで、脳や消化器官を目覚めさせ、早寝・早起
きのリズムや排便習慣が整う。

▼３食きちんと食べることで、1 日の栄養バランスを整えやすくなり、肥満
予防や冷え性の改善になる。

朝食に必要な食べ物
３つのグループの食材を組み合わせましょう。

朝食や 1 日の食事で不足しているものを「プラス 1 品」
○朝食を食べていない人は
　バナナ、ヨーグルト、おにぎり、トーストなど少しでも食べることから。

○ごはんやパンなどの穀類を食べていない人は
　おにぎり、お茶漬け、おかゆ、ロールパン、食パン等、手軽に食べやす

いものをプラス。

○ごはんやパンだけ食べている人は
　納豆、卵、ウィンナー、チーズ、牛乳、野菜・果物などをプラス。

○朝食で２品以上食べている人は
　３つのグループのうち不足しているものをプラス。

○３つのグループがそろっている人は
　１日の食事で十分とれていないものがあればプラス。

１日の目安
　牛乳…マグカップ１杯分（200ml）、野菜料理…小鉢５皿分（350g）、果

物…片手にのる量（150 ～ 200g）

毎日、元気に活動的に過ごすためには、きちんと朝食を食べることが
大切です。朝食を食べている人でも、朝は「食欲がない」「時間がない」
などの理由で、きちんと食べていない人も多いようです。日頃の食生
活を振り返り、朝食内容を見直しましょう。
●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

脳や体のエネルギー源
（ごはん・パン・麺類等の穀類）

体温を効率よく上げる
（肉・魚・大豆・卵・牛乳等）（肉・魚・大豆・卵・牛乳等）

体に活力をつける
（野菜・芋・海藻・果物等）
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平成３０年度柳井市健康マイレージ

健康づくりで特典をゲットしよう

○対象
　４月１日現在、１８歳以上の市民（市内在勤・在学で

あれば可）

○参加方法
①市保健センター、各出張所・連絡所で健康マイレージ

のパンフレットをもらう。
②健康づくりに取り組み、３５ポイント以上貯める（ポ

イントの獲得方法は右下表）。ポイントは自己申告で、
パンフレット内のチャレンジシートに記入する。

③３５ポイント以上貯まったら、チャレンジシートを保
健センター、各出張所・連絡所へ提出し、特典カード
をもらう（提出期限：平成３１年２月２２日㈮）。さら
に抽選で特典景品が当たる。

○特典カードの使い方
　カードを協力店で提示してサービスを受けます。

■柳井市内のカード協力店（店名／特典内容）
▼うどんの釜屋／１０% 引き、おひとり様１回限り

▼シュクルヴァン柳井店／お買い上げ金額から３%OFF

▼シュシュ柳井店／お買い上げ金額から３%OFF

▼果子乃季ゆめタウン柳井店
　／お買い上げ金額から３%OFF

▼果子乃季総本店／お買い上げ金額から３%OFF

▼ sweets&cafe miyabi
　／ランチをご注文の人のみ、お菓子１個プレゼント

▼クスリ岩崎チェーンイオン柳井店
　／カード提示でイワちゃんポイントカードのポイント２
　倍（ポイントデーでの併用不可）

▼株式会社村岡時計店
　／時計の分解 ･ お掃除のお見積り料サービス

▼やまぐちフラワーランド
　／入園料２０% 引き（他の割引との併用不可）

■その他の市外協力店の一覧
　やまぐち健康マイレージ事業
　http://www.kenko.pref.yamaguchi.lg.jp/mileage/

○特典景品のプレゼント
　チャレンジシートを提出した人の中から抽選で１００

人に、以下の特典景品をプレゼント。

■特典景品の一覧
　ステップ台／５人、加湿器／５人、体重計（体組成計）

／５人、活動量計／５人、地元農産物詰合せセット
／５人、地元特産品詰合せセット／５人、やまぐち
フラワーランド年間パスポート引換券／１０人、アク
アヒルやない１日利用券２枚組／１０人、歯磨きセッ
ト／５０人

※特定の景品を指定しての応募はできません
※当選者には平成３１年３月中にお届けします。

ポイントの獲得方法
健康づくりの内容 獲得ポイント

必
須

健（検）診の受診（今年度受診したもの
が対象）
特定健診、がん検診、後期高齢者医療
健診、職場の健診、人間ドック、妊婦
健診、歯科検診など

各健（検）診に
つき
１０ポイント

選
択
可

健康づくりに関する教室、イベント
への参加
健康づくり教室、ウォーキング大会や
健康づくりができる市内各地域の自主
グループ、にこにこ健康づくり推進員
活動など

市内の地域行事への参加、ボランティ
ア活動
地域の清掃活動や介護ボランティア、
献血への協力、学校での健康づくり行
事など

各５ポイント
グループ活動
など定例的な
活動は年間で
５ポイントと
計算

選
択
可

生活習慣の改善に向けた取り組み
自分で目標を設定し実践する
例 . １日１ｇの減塩／野菜料理を毎日
プラス一皿／睡眠時間を十分とる／禁
煙／１日 8,000 歩以上歩く／１日３０
分以上体を動かす／よく噛んで食べる
／毎食後歯みがきをするなど

目標を設定して
１ポイント

（複数でも）
実践して１日
１ポイント

（上限）

健康づくりに取り組んでポイントを貯めると、協力店で特典が受けられる「や

まぐち健康づくり応援カード」（特典カード）が必ずもらえるほか、１００人に特

典景品が当たります。
※市外在住者の特典は「やまぐち健康マイレージ」の特典カードのみ

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０
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5/7 環境大臣表彰・県緑化功労者賞を受賞
　日積地区を中心に地域活性化に取り組む団体「Seeds」（西本
利治代表・写真中央）が自然環境功労者環境大臣表彰を、市内
林業者の研究グループ「柳井ふれあいの森の会」の山重義則会
長（写真左）が県緑化功労者賞を受賞し、市長に報告しました。
ともに地域の自然環境を活かした活動が評価されました。

5/13 プロ野球 OB が直接指導
　広島カープなどのプロ野球 OB ら６人による少年少女野球教
室が、柳井高校室内練習場で開催されました。児童らは打撃、
守備、投球に分かれて、往年の名選手の指導を受けました。

まちの出来事

5/19 三世代で楽しく交流
　第３６回伊保庄地区三世代交流大運動会「レクリエーションフェス
タ」が柳井南中学校グラウンドで開催されました。地域の幼児からお
年寄りまで約３００人が参加
して、玉入れやバケツリレー、
パン食い競走など様々な競技
を通じて、楽しく交流、親睦
を深めました。

5/20 青空の下で春恒例の運動会
　第５３回柳西地区親睦大運動会が柳井中学校グラウンドで
開催されました。柳西地区８自治会から約５００人が参加し、

「ふれあい、親切、健康」の大会スローガンのもと、ジャン
ボ縄跳びや綱引き、玉入れ、ムカデ競走など様々な競技で、
ふれあいの一日を過ごしました。

▲低学年児童はカープの元投手・渡辺弘
基さんからバッティングの基礎を教わりま
した。

◀カープの元監督・阿南準郎さんは、腰を落
として早くグラブを構える捕球の基本動作を
指導しました。
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第一歩  踏み出す勇気で  なくすぞいじめ

やまぐちフラワーランド
イベントガイド
岡本康志氏によるガーデニングセミナー

『花後の管理（バラ）』 （要予約）
10日 13:30-15:00 ／定員８０人

初夏の盆栽展  16土 ,17日

父の日感謝イベント（無料）
17日 10:00-12:00,13:30-16:00
お父さんと一緒に来園すると写真を撮影しプレゼント

花の共演 （果子乃季あじさい祭り連携イベント） 
22㊎～ 24日　会場間無料シャトルバス運行

▼スタンプラリー
　両会場でスタンプを集めて花苗かお菓子と交換
▼新企画！ダブルラッキーナンバープレゼント
　スタンプラリー台紙の番号が、両会場のラッキーナン

バーと一緒なら、さらに素敵な景品をプレゼント

▼お買い物抽選会
　フラワーランド売店で５００円以上お買い上げの人対象

ハンドマッサージ（無料）   22㊎ , 23土
至福のハンドマッサージを体験

初夏の山野草展   22㊎～ 24日
販売会もあります。

山口県オリジナル花きの展示   30土～ 7/8日

県小児救急医療電話相談　19:00 ～翌朝 8:00
☎ 083-921-2755 ／携帯電話 ☎ #8000

休日夜間応急診療所　☎�９００１
受付は診療終了時間の３０分前まで／土曜日休診
■休日昼間 : 9:00 ～ 12:00,13:00 ～ 17:00
■平日夜間 : 19:00 ～ 22:00

水道修理連絡先　☎ 090-9505-1140
市指定水道工事協同組合加盟業者（順不同）
㈲笹木設備、トオル電気㈱、㈱安原設備工業、
日昭住設㈱、ベルダ㈱、㈱一山電業

市の
人口

32,236 人

（前月比３４人減）
男性 15,059 人

女性 17,177 人

15,757 世帯

5/31
現在

☎�１１８７

やないの維新１５０年 連載コラム ③

遠崎の海防僧・月性 ～攘夷のためなら狂となって討幕も辞さず～

　明治維新のリーダーの多くが松下村塾の出身者で
あったことから、吉田松陰は松陰神社の神様として
祀られました。その神様に多大な影響を与えた人物
が、幕末の柳井にいました。遠崎の月性です。安政
の大獄によって処刑された吉田松陰は、「留

りゅうこんろく

魂録」と
名づけた遺言の中で、「清狂の護国論と吟

ぎん

稿
こう

を天下の
同志の士に与えたい」と書いています。月性は因習
にとらわれるころなく、ただひたすら日本国のため
に行動して、自らの号を「清

せいきょう

狂」と称しました。月性
が論じる国を護る手法を学び、月性が詠った漢詩を
味わって心を熱くせよと、松陰は全国の志士たちに
呼びかけたのです。遠崎の妙円寺に生まれた月性は、
まず豊前にあった恒

つね

遠
とお

醒
せい

窓
そう

の蔵
ぞうしゅんえん

春園に入塾して漢学
や漢詩を学んでいます。その後も多くの著名な学者
の塾を訪れては教えを請い議論をして、幅広い学識

を身につけました。新庄の岩
いわ

政
まさ

信
さ

比
ね

古
ひこ

からは国学を
吸収しています。欧米列強のアジア侵攻に抗し、海
防の必要性を説いて東奔西走します。藩主には「藩
政改革意見封事」を提出し、萩藩重鎮たちに招かれ
ては海防策を説き、京都本願寺では「仏法護国論」を
執筆し、あらゆる場所に出向いて講演活動を行いま
した。攘

じょう

夷
い

に徹しない幕府を見限って、いち早く討
幕論も展開しました。最
初は松陰が過激な月性を
たしなめましたが、月性
の思惑どおりに展開し、
明治維新が成し遂げられ
たのです。

－次回は８月９日号に掲載します。

市教育委員会社会教育指導員　松島　幸夫

遠崎の地に立ち、瀬戸内海
を臨む月性像

柳井金魚ちょうちん祭り
ふるさと花火募金にご協力を
市内店舗、公共機関など約１００カ所に募金箱を設置
しています。皆様のご協力をお願いします。
●問い合わせ　柳井金魚ちょうちん祭り協議会
　事務局（商工観光課）　☎�２１１１内線 361

増　転入　  91 人
　　出生　  10 人
　　その他  0 人
減　転出　  92 人
　　死亡　  41 人
　　その他  2 人
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人とちがう  そこに自信を  もってみて

新刊情報　図書館だより
柳井図書館　☎㉒０６２８
大畠図書館　☎45２２２６
■休館日：毎週月曜日　
　柳井図書館／祝日の翌日、6/30�
　大畠図書館／祝日

新刊図書の一部をご紹介します。

しらかべ
ポリスニュース
　　　　　  柳井警察署　☎㉓０１１０

■一般書（柳井図書館）

爽年・・・・・・・・・・・・・・ 石
いし

田
だ

　衣
い

良
ら

玉村警部補の巡礼・・・・・・・・ 海
かい

棠
どう

　　尊
たける

罪人が祈るとき・・・・・・・・・ 小
こ

林
ばやし

　由
ゆ

香
か

オリンピックへ行こう！・・・・・ 新
しん

保
ぽ

　裕
ゆう

一
いち

戦前の怪談・・・・・・・・・・・ 田
た

中
なか

貢
こう

太
た

郎
ろう

雨と詩人と落花と・・・・・・・・ 葉
は

室
むろ

　　麟
りん

三千円の使いかた・・・・・・・・ 原
はら

田
だ

　ひ香
か

集団探偵・・・・・・・・・・・・ 三
み

浦
うら

　明
あき

博
ひろ

マザリング・サンデー ・・グレアム・スウィフト  
海防僧月性 明治維新を展いた男 ・ 秋

あき

田
た

　　博
ひろし

 
孫ができたらまず読む本・・・・・ 宮

みや

本
もと

まき子 
犬房女子・・・・・・・・・・・・ 藤

ふじ

崎
さき

　童
どう

士
し

■一般書（大畠図書館）

スイート・ホーム・・・・・・・・ 原
はら

田
だ

　マハ
闇の叫び・・・・・・・・・・・・ 堂

どう

場
ば

　瞬
しゅん

一
いち

房総グランオテル・・・・・・・・ 越
こし

谷
がや

オサム 
このお守りがすごい！・・・・・・ 中

なか

津
つ

川
がわ

昌
まさ

弘
ひろ

かみさま試験の法則・・・・・・・ の　ぶ　み

■児童書（柳井図書館）

なくのかな・・・・・・・・・・・ 内
うち

田
だ

麟
りん

太
た

郎
ろう

ひとりぼっちのつる・・・・・・・ 椋
むく

　　鳩
はと

十
じゅう

たぬきの花よめ道中・・・・・・・ 最
も

上
がみ

　一
いっ

平
ぺい

失敗図鑑・・・・・・・・・・・・ いろは出版
その景色をさがして・・・・・・・ 中

なか

山
やま

　聖
せい

子
こ

編集後記
　４年に一度のサッカーワールドカップがロシアで
開幕します。日本代表の本田圭佑選手はテレビ番組
で、「失敗は、必要な過程」と話されていました。常
に前向きなそのメッセージを信じて、応援したいと
思います。４年前のブラジル大会は平日朝の試合ば
かりで生では観れませんでしたが、今回は寝不足を
覚悟すれば観戦できそうです（三浦）

表紙写真の説明
　新庄小学校グラウンドで開催さ
れた新庄地区大運動会の様子で
す。参加した幼児からお年寄りま
での地区住民約４００人は、くす
玉割りや綱引き、パン食い競走な
ど様々な競技で親睦を深め、楽し
い1日を過ごしました。

うそ電話詐欺に注意
　有料サイトの未納料金や訴訟取下げ料金を請
求する「架空請求詐欺」や、警察官等をかたる「オ
レオレ詐欺」などの「うそ電話詐欺」が多発してい
ます。幅広い年代の人が被害に遭う可能性があ
ります。十分に注意しましょう。

うそ電話詐欺の被害を防止するには
○有料サイトの利用料を請求するショートメールや
訴訟の最終通知等のはがきが届いても、記載され
た連絡先に電話をかけずに、家族や
警察に相談しましょう。

○家族や友人には話しづらいからと
言って、すぐにコンビニで支払手続
をしないようにしましょう。

○電話機の「留守番電話設定」や「ナン
バーディスプレイ」機能を活用して、
知らない相手からの電話には出ない
ようにしましょう。

�

▼サイト利用の未納料金を請求する
　ショートメール
▼総合消費料金に関する訴訟の
　最終告知はがき

これらは詐欺！
すぐに警察に相談しましょう。
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「音訳しらかべの会」の皆さんによる「声の広報（音訳版広報）」を市ホームページに掲載しています。

季節の
たより

　新庄小学校では、学校支援ボランティア・森永信範さ
んの協力のもと、毎年５年生が年間を通して米作りを学
んでいます。この日は田植えを前に田んぼや土に親しむ
ためにどろんこ遊びが企画され、約５０人が参加しました。
児童らは水着姿にゴーグルをつけ、水温２８℃の田んぼで、
元気よく走り回りました。この後には、田植え、稲刈り、
餅つき、正月飾り作りなど全１０回の学習を通して米作り
の過程を体験します。

5/31 田んぼでどろんこ遊び

サルビアファリナセア 　シソ科・一年草
　暑さにも強く丈夫で育てやすい花です。美しい
青紫色の花を咲かせるため、別名「ブルーサルビア」
とも呼ばれます。その涼しげな色は、夏の花壇に
ぴったりです。フラワーランドでは、自由広場や
ジョイフルガーデンを中心に約 12,000 本を植栽
しています。

※イベントガイドを２２ページに掲載しています。


