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2018. 9.14 － 11.4   ゆめの未来公園はじまる！

山口ゆめ花博と都市公園
特集

2018 年は明治改元 150 年。「山口から開花する、未来への種まき。ー１５０年を振り返り、

次の１５０年につなぐー」を開催テーマに、「第３５回全国都市緑化やまぐちフェア」である

「山口ゆめ花博」が、山口きらら博記念公園で開催されます。

　この山口ゆめ花博では「ゆめの未来公園はじまる！」をキャッチフレーズに、都市公

園の様々な使い方について提案しています。

●問い合わせ　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 232

会場には 1,000 万の山口県の花が華やかに咲き誇り、個性豊かな８つのゾーンで
さまざまな魅力が体感できます。

「AKB48 Team 8」「一青窈」のゆめ花スペシャルライブ、「はなかっぱショー」や「ブ
ルーインパルス」の展示飛行など 1,000 のイベントと体験プログラムで、小さな
お子様から大人まで、すべての皆様に多彩な企画を楽しんでいただけます。 
●問い合わせ
　「山口ゆめ花博」事務局（第３５回全国都市緑化やまぐちフェア実行委員会事務局）
　☎ 083-933-4805 ／ FAX083-933-4809　

前売入場券 好評販売中（９月１３日㈭まで）

現在、前売入場券を各市町、大手コンビニや JTB・主要
旅行代理店などで販売しています。

【大人】　　　　900 円（1,200 円）
【高校生】　　　600 円（ 800 円）
【小・中学生】   500 円（ 600 円）
／（　）内は当日券の金額 
※小学生未満は無料です。
※全期間通じて使用できるパスポート券も有。

市内の前売入場券取扱場所

柳井市役所都市計画・建築課、各出張所・連絡所、柳井
商工会議所、大畠商工会、アルク柳井中央店、果子乃季
総本店、シュシュ柳井店、シュクルヴァン柳井店、ゆめタ
ウン柳井、やまぐちフラワーランド、マックスバリュ柳井
店・柳井新庄店
※マックスバリュでは、WAON カードとして利用可能な

カード型の入場券を販売

山口ゆめ花博
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出演予定団体
▼阿月子ども神明太鼓　「阿月神明太鼓」
▼阿月郷土芸能保存会　「阿月神明おどり」
▼ YAPクラブ　「金魚ちょうちんの応援歌」
▼月性剣舞保存会　「立志の詩」
▼柳扇会　「花傘おどり」

●観光マスコットキャラクター「ハレマル」も
　ステージに登場 ‼

▼季節の花の寄せ植え体験
　／ 9:00～なくなり次第終了
▼エディブルフラワー試食会
　／ 9:00～なくなり次第終了
▼柳井ブランド商品の販売
　／ 9:00～ 20:30
▼金魚ちょうちん製作体験
　／ 9:00～ 17:00

ゆめ花博の会場で

柳井を再発見しよう 9/15�・柳井市PRデー
山口ゆめ花博では、会期中の土・日・祝日のうち１日を県内１９市町に割り当て、

各市町の PR 等を行う「市町デー」を設定しています。

柳井市の登場は９月１５日㈯です。会場“森のステージ”や“森のピクニックゾーン”

（詳しくは花博 HP）で、柳井市の魅力を発信します。

／ 10:00 ～ 12:00
市内の団体が伝統芸能などを披露します。各
団体の洗練されたパフォーマンスをお楽しみ
ください。

柳井市の特色を活かした体験コーナーや特産
品販売のブースを出店します。ぜひお立ち寄
りください。

森のピクニックゾーン

森のステージ
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柳井ウェルネスパーク

地域のイベントやコミュニティ活動の場にな
ります。地域の人々が気軽に集まることがで
きるため、人と人との交流が生まれます。

公園の施設や花と緑を管理して
いるのは市役所だけではありま
せん。多くの人の協力によって、
きれいな公園や花壇が保たれて
います。
次ページからは、公園と緑化推
進に携わる方々のお話をご紹介
します。

身近な都市公園が役立ちます
「公園は子どもの遊び場」、何となくそのようなイメージを持っていませんか？都市公
園の役割はそれだけではありません。都市公園は、様々な場面でいろいろな役割を果
たしており、わたしたちの暮らしに潤いと安らぎを与えてくれます。
ここでは都市公園の役割について、一例をご紹介します。

文化、教養、スポーツ、レクリエーション
など様々な余暇活動の場になります。利用
者の健康増進にも役立ちます。

地域の良好な景観をつくり、緑に囲まれた
くつろぎの場になります。花と緑を通して、
地域のつながりや生涯学習活動にも貢献し
ます。

火災時の延焼を防止したり、災害時の緊急
避難場所や、避難生活の場となります。

柳井ウェルネスパークは人が集い交流が生まれる「健
康・スポーツ・レクリエーション発信基地」として、
県内有数の規模を誇る総合都市公園です。

交流

余暇

環境

防災



5広報やない　2018.8.9

柳井ウェルネスパーク管理人
重森　一訓さん

――どのような方が利用されていま
すか？
　朝は６０歳以上の方の利用が多い
ようです。散歩をしたり、アクアヒ
ルを利用する方も。中には有志で集
まり、ラジオ体操をされている方も
います。
　逆に夕方になると若い方が増えて
きて、ウォーキングやランニングな
どをされています。

――普段はどのようなお仕事をされ
ていますか？
　普段は植栽の剪定や園内の草刈、
スクールの企画・運営などをしてい
ます。広い公園なので巡回するだけ
でも１時間弱かかり、暑い時期は苦
労しています。
　お客様に気持ち良く使っていただ
けるように、清掃には気を遣ってい
ます。園路の草取りや、プールやお
風呂の掃除など、きれいな状態を保
てるように心がけています。

――この公園の魅力は？
　一番人気は大型遊具です。春や秋

の時期は、芝スキーも同じくらい人
気があります。これだけ大きな規模
の公園で、入園も駐車場も無料とい
う施設は少ないと思います。気軽に
集まれて気軽に遊べるところが大き
な魅力です。
　また、アクアヒルの温水プールは
１年中利用でき、２５ｍのコースを８
コースも備えており、こちらもオス
スメです。

――利用者の方へひとこと
　柳井ウェルネスパークは、無料で
入れて、駐車場のすぐ目の前に遊具
があるので、気軽に利用できる公園
です。ぜひ多くの人に利用してほし
いと思います。
　利用者の方でも、アクアヒルやな
いの存在を知らない人が意外と多い
ので、ぜひこちらにもお立ち寄りい
ただけたらと思います。

柳井ウェルネスパークの概要

　柳井ウェルネスパークは、園内に「ウォー

キングコース」「人工芝スキー場」「大型遊具」

などを備えており、幅広い年代の方に気軽

に楽しんでいただける施設です。屋外体育

施設として、「人工芝テニスコート」や、全面

天然芝の「多目的広場」なども整備されてい

ます。また、柳井ウェルネスパーク内にあ

る「アクアヒルやない」では、「温水プール」、

各種トレーニング機器を備えた「フィットネ

スルーム」、「温浴施設」などをご利用いただ

けます。

柳井ウェルネスパーク管理人・重森一訓さんに聞く
公園の今とこれから。
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自主防災組織を立ち上げる手順

茶臼山古墳  歴史の広場
市内を一望できる大パノラマの眺望スポット

茶臼山古墳 歴史の広場 管理人
前　忠司さん

――どのような方が利用されていま
すか？
　社会見学の小学生や観光で来られ
る方が多いですが、朝夕の涼しい時
間には散歩をされている方もたくさ
んいらっしゃいます。また、花見の
時期には多くの方が桜を見に来られ
ます。やない美ゅーロードの開通後
はアクセスも良くなり、より多くの
方にご利用いただいています。

――普段はどのようなお仕事をされ
ていますか？
　来館者に気持ち良く利用いただく
ために、資料館内の清掃や公園内の
草刈りをしています。古墳の草刈り
は、不安定な場所での作業でたいへ
んです。また、資料館に入館された
方に古墳や展示品の説明をしていま
す。お客様からの楽しかった、勉強
になった、という声が励みとなり、
やりがいを感じています。

――この公園の魅力は何ですか？
　茶臼山古墳は４世紀の終わりごろ
に造られた古い古墳で、古墳全体の
葺石や埴輪が完全に復元されてお
り、管理人としても誇りに思います。

資料館には、古墳から出土したもの
では日本一大きい銅鏡のレプリカを
はじめ様々な展示品があります。来
館者からは展示品が充実していて良
かったという声も聞きました。
　古墳頂上の標高は７９ｍあり、柳井
湾や柳井市街、さらには琴石山を一
望でき、眺めはとても好評です。昨
年度には古墳周辺の竹を伐採し、さ
らに見晴らしが良くなりました。国
道のほうからも古墳が見えるように
なり、「古墳が見えたから立ち寄って
みた」という方もいます。

――利用者の方へ
　まずは、古墳頂上に登って素晴ら
しい眺望を楽しんでください。そし
てぜひ資料館にもお立ち寄りくださ
い。日本一大きい銅鏡を作るほど力
の強い豪族がいたことを知っていた
だきたいと思います。
　私は管理人として、お客様に「わか
りやすい」「親しみやすい」と思って
もらえる公園づくりを心がけていま
す。皆さんのお越しをお待ちしてい
ます。

茶臼山古墳歴史の広場の概要

　茶臼山古墳は、４世紀末から５世紀初め

にかけて造られた全長約９０メートルの前方

後円墳で、山口県では平生町の白鳥古墳に

次ぐ大きさです。併設する資料館には、発

掘品や、古墳から出土した鏡では日本で最

も大きい「単頭双胴怪獣鏡」のレプリカなど

が展示されています。
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――「伊保庄地区の未来を考える会」
はどのような経緯で設立されたので
すか？
　元々遊休地で、雑草の生い茂って
いた土地を公園にしたいという思い
から、この会が発足しました。災害
時の一時避難先になったり、イベン
ト等の情報発信の場所になったりし
たらいいなと思っています。最初は
５人の話し合いから始まったこの会
も、現在は３５人に増え、様々な活動
をしています。

――活動を始める前後で何か変わっ
たことはありますか。
　会員同士とても仲が良く、出会っ
たときは必ず声を掛け合います。ま
た、道路を通る子どもたちがあいさ

つをしてくれたりもします。
　この花壇がなければそのような交
流もあまりなかったとも思うので、
地域の繋がりの輪が広がったように
感じます。

――花壇の維持管理について、普段
どのような活動をされていますか。
　この会では花壇だけでなく、公園
全体の管理をしています。毎月第４
木曜日に会員が集まり、周辺の草刈
りや花壇内のお世話をしています。
公園全体の草を刈るのはかなりたい
へんな作業です。
　春と秋には約１０００本の花を植え
替えています。２日に１回はみんな
で協力して花壇の水やりをしていま
す。管理の方法も年々工夫を重ねて

おり、初めは手作業で耕していた花
壇も農業をしている人の機械で耕す
ようになりました。ほかにも会員の
人でいろいろなものを花壇に持ち寄
り、良い公園になるように考えてい
ます。
　たいへんなこともありますが、公
園に遊びに来てくださった方に「きれ
いですね」「来てよかったです」と言
われると嬉しい気持ちになります。
　
――今後はどのように活動をしてい
きたいですか？
　この花壇をもっと多くの人に見て
もらいたいと考えています。そのた
めにここで何かイベントができれば
いいですね。これからも来た人に喜
ばれるような場所になればいいと思
います。

伊保庄地区の未来を考える会
岡　紀美男  さん

市民花壇で地域の交流が深まりました
「伊保庄地区の未来を考える会」は、昨年１１月に平成２９年度「山口県花いっぱい運動」

優良団体表彰知事賞を受賞しました。同会が取り組む伊保庄県道沿いの花壇づくりには、

隣接の障害者支援施設「柳井ひまわり園」の利用者も参加するなど、地域における交流が

広がっています。代表の岡紀美男さんにお話を伺いました。
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Pick UP
市税などが
コンビニでも納付できるようになります
■コンビニで納付できる市税など
　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国

民健康保険税、保育料、市営住宅使用料、介護保険料、
後期高齢者医療保険料、下水道使用料、農業集落排水
使用料

■お支払いができるコンビニエンスストア
　セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ポプラ、

などの国内店舗
※詳しくは納付書裏面の「納付場所」をご覧ください。

■コンビニで取り扱えない納付書
▼金額を訂正したもの
▼コンビニ取扱期限を過ぎたもの
▼バーコードの印字がないもの
▼破損、汚れなどでバーコードが読み取れないもの
▼納付書１枚の金額が３０万円を超えるもの

※コンビニで取り扱えない納付書は、金融機関または市
役所（本庁、各出張所・連絡所）の窓口でお支払いくだ
さい。

●問い合わせ　☎�２１１１
▼市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国

民健康保険税　【税務課／内線 131,132】
▼保育料　【社会福祉課／内線 187】
▼市営住宅使用料　【都市計画・建築課／内線 236,237】
▼介護保険料　【高齢者支援課／内線 155】
▼後期高齢者医療保険料　【市民生活課／内線168,169】
▼下水道使用料、農業集落排水使用料
　【下水道課／内線 293,294】

第５４回柳井市美術展覧会 作品募集
○展示期間　１１月１０日㈯～１４日㈬
　　　　　　／ 9:00 ～ 17:00（最終日 15:00 まで）
○展示場所　市文化福祉会館
○部門・応募点数
▼第一部  「美術」
　絵画・彫塑・工芸・デザインは各項１人１点
　陶芸・木工・竹工・金工は２点まで
▼第二部  「書」　１人１点
▼第三部  「写真」　１人２点まで
○応募資格
▼柳井市および周辺に居住または柳井市内に勤務・通学

する人（高校生以上）
▼関係団体に所属する人（高校生以上）
○出品料
　各部・各項ごとに１人 1,000 円（高校生は無料）
○受付・搬入日時　１１月５日㈪ 12:00 ～ 18:00
○開会式・表彰式　１１月１０日㈯ 9:00 ～
※表彰式後、各部門別に審査員による作品の解説があり

ます。　　

○開催要項・出品目録
　生涯学習・スポーツ推進課に備付
●問い合わせ　
　第５４回柳井市美術展覧会運営委員会（生涯学習・ス

ポーツ推進課内）　☎�２１１１内線 331

９月以降発行の納付書から
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特別編

studio-L  と
　SUPPOSE DESIGN OFFICE
　（複合図書館設計業者）

いよいよ新しい図書館の空間を、みなさんと一緒につくって
いきます。ワークショップ企画運営事業者・studio-L 、複合
図書館設計業者・SUPPOSE DESIGN OFFICE （共同代表・谷尻
誠／吉田愛）、そして参加者のみなさんとで、新しい図書館に
ついて考えます。

【日時】　８月２０日（月）18:30 ～ 20:00　申込不要

【場所】　市文化福祉会館２階大会議室

SUPPOSE DESIGN OFFICE は谷尻誠、吉
田愛率いる建築設計事務所。広島・東京
の２カ所を拠点とし、住宅、商業空間、会
場構成、ランドスケープ、プロダクト、イ
ンスタレーションなど、国内外で幅広い
分野のプロジェクトを多数手がける。近
作 に「ONOMICHI U2」「BOOK AND BED 
TOKYO」「常滑の家」など。「ONOMICHI U2」
で中国建築大賞 2015 大賞、International 
prize for sustainable architecture Gold 
Medal、「今治のオフィス」で第一回 JIA 四国
建築賞大賞、「BOOK AND BED TOKYO」で
JCD アワード大賞を受賞するなど受賞歴多
数。最近では東京事務所に飲食業態「社食
堂」、不動産業「絶景不動産」を開業するなど
活動の幅も広がっている。

SUPPOSE DESIGN OFFICE

●問い合わせ
　政策企画課　☎�２１１１内線 471

柳井商業高等学校跡地に整備する複合図書館
の空間を考える市民ワークショップ・特別編
を開催します。
申込不要・無料・参加自由

サポーズ デザイン オフィス

スタジオ エル

サポーズ デザイン オフィス
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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８月２７日㈪ 18:30 ～ 20:00
場市文化福祉会館
■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

市議会定例会（９月議会）
平成３０年第３回柳井市議会定例
会を開催します。
日９月４日㈫～２５日㈫（予定）
○その他　詳しくは８月２９日㈬

１０時から開催予定の議会運営
委員会で決定されます。また
市ホームページ（　 http://www.
city-yanai.jp/site/shigikai/）にも
掲載します。

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿登録申請
９月１日現在で、海区漁業調整委
員会委員の選挙人名簿を調製しま
す。該当者は各漁業協同組合備付
の申請書で申請してください。
対平成１２年１２月６日以前生ま

れで市内に在住か事業所を有し
次のいずれかに該当する人

▼年間９０日以上漁船を使用する

漁業を営む人（漁業者）
▼年間９０日以上漁業者のため漁

船を使用して行う水産動植物の
採捕や養殖に従事する人（漁業
従事者）

○申請期間　９月１日㈯～５日㈬
問市選挙管理委員会
　☎�２１１１内線 260,261

国民年金付加年金制度を
利用しませんか
付加年金は毎月の国民年金保険料
に４００円の付加保険料を上乗せ
して納めることで、将来受け取る
年金額を増やせる制度です。
　年金を受け取るときに「２００円
×付加保険料の納付月数」が老齢
基礎年金に上乗せされます。
例）付加保険料を２０～６０歳の

４０年間（４８０月）納めた場合
▼納付額（総額）
　４００円×４８０月 =192,000 円
▼受給額（１年あたりの上乗せ額）
　２００円×４８０月分 = 96,000 円
→つまり年金を２年受け取ると、納

めた保険料の元がとれます。
対国民年金第１号被保険者、任意

加入被保険者（６５歳以上を除
く）。ただし保険料を免除、猶
予されている人、国民年金基金
に加入中の人は申込不可。

○申込場所
　市民生活課、岩国年金事務所
持年金手帳、マイナンバーカード
※口座振替やクレジットカード払

いを希望する場合はお問い合わ
せください。

申 問市民生活課
☎�２１１１内線 168,169

交通遺児等への
育成資金貸付・介護料の支給
■交通遺児等育成資金貸付
対自動車事故で死亡または重度の

後遺障害になった人の児童・生
徒（中学生まで）を扶養している
保護者

○貸付金額　いずれも無利子
▼一時金児童１人につき
　／ 155,000 円
▼貸付期間中毎月
　／ 10,000 円または 20,000 円
▼入学支度金／ 44,000 円
○貸付期間　貸付が決定した月か

ら中学校卒業の月まで
○返還期間　中学校卒業後１年据

え置き、月賦などによる２０年
以内の均等払いで返還（高校、
大学など在学中は返還猶予）

■重度後遺障害者介護料支給
対自動車事故によって頭部、脊髄

または胸腹部臓器を損傷し、重
度の後遺障害を残し、常時また
は随時の介護を要する人

○支給額（症状に応じて）
　月額 29,290 円～ 136,880 円
申 問

（独）自動車事故対策機構山口支所
☎083-924-5419

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）

７月発生状況 9 0 13

累
計

平成３０年 46 0 58
前年対比 -27 -3 -32

平成３０年７月３１日現在

URL
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農作業中の事故から
身を守るために
農作業事故を起こさないように気
をつけましょう。
▼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。

▼機械の点検は、必ずエンジンを
止めて行いましょう。

▼共同作業時にはお互いが声を掛
け合い、安全を確認しましょう。

問農林水産課
　☎�２１１１内線 352

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の手続を忘れずに
期間内に必ず手続をしてください。
■児童扶養手当現況届（ひとり親家

庭等）
○申込期限　８月３１日㈮
■特別児童扶養手当所得状況届（中

程度以上の障害を持つ児童を監
護する人）

○申込期限　９月１１日㈫
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 188

蜜蜂転飼許可申請の手続き
対蜂蜜などを販売することを目的

として住所地以外の場所で蜜蜂
を飼育する人

○提出書類　蜜蜂転飼許可申請書
○提出先　転飼先の市町担当課
※市町担当課への提出前に必ず県

養蜂農業協同組合支部長に申請
内容の確認を依頼すること（期

限：９月１８日㈫）。
料手数料／転飼場所１カ所につき

１群１５０円、１６群以上は一律
2,300 円

○提出期限　１０月１２日㈮
問詳しくはお問い合わせください。
　柳井農林水産事務所
　☎�２４１６
　市農林水産課
　☎�２１１１内線 355

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日９月１３日㈭ , ２７日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※１０月１１日㈭ , ２５日㈭の年金

相談の予約は９月３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

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日９月１９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９月３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９月１９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９月１９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

９月から住民票の写しなど各種証明書の様式が
変わります
　証明書等の発行システムを４市１町（周南市、下松市、光市、柳井市、
阿武町）で共同利用することに伴い各種証明書の様式が変わります。
　なお、旧様式で発行された証明書等もこれまでどおり使用できます。
※上記のシステム共同利用に伴う新たなサービスとして、９月から市税

などがコンビニでも納付できるようになります（詳しくは８ページ）。
●問い合わせ　☎�２１１１（代表）
　住民票の写しなどについて　／市民生活課　内線 162 ～ 164
　所得証明書などについて　／税務課　内線 131 ～ 136

市民相談
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司法書士無料成年後見
相談会（要予約）
希望の日時・場所（県内）で成年後
見に関する相談が受けられます。
日９月３日㈪～２８日㈮（原則平日）
対①認知症や知的障がい・精神障

がい等により判断能力が不十分
な人／②将来、判断能力が無く
なることに不安がある人／③①
②の家族・支援者等

○予約受付期間　８月２０日㈪～９
月２８日㈮／㈯㈰㈷を除く 9:00
～ 12:00,13:00 ～ 17:00

申 問詳しくはお問い合わせください。
（公社）成年後見センター・リーガ
ルサポート山口支部
☎ 083-924-5220

高校生のための広島市立大学
サテライト講座（受講無料）
高校生等を対象としたサテライト
講座です。ひと足早く大学の雰囲
気を味わい、自分の未来を考えて
みましょう。

日 内各10:20 ～ 12:00（冒頭１０
分間は広島地域の大学紹介）
■８月２６日㈰「私のアートとアー

トディレクション、そのコンセ
プト」

○講師　芸術学部・鰕沢達夫教授
■９月１７日㈪㈷ 「歩き方からわ

かること～個人認証から心身状
態の推定まで～」

○講師
　情報科学部・満上育久准教授
場市文化福祉会館
対柳井広域圏（柳井市、周防大島

町、上関町、田布施町、平生町）
に居住または通学している高校
生及びその保護者

定各５０人（先着順）
○主催　柳井市、広島市立大学
○申込締切　各講座の１週間前
申 問 講座チラシ裏面を FAX する
か E メールで申し込んでください。
▼講座チラシは柳井広域圏の高校

を通じて配布されるほか市 HP
からもダウンロードできます。

▼ E メールには講座名・住所・氏
名・電話番号・学校・学年を記
入してください。

政策企画課　☎�２１１１内線 471
FAX �４５９５
　seisakukikaku@city-yanai.jp

介護施設清掃講習
（無料・要申込）

日９月５日㈬ , ６日㈭の２日間　
　／ 10:00 ～ 16:00
場アクティブやない
内プロの技を実践演習。清掃用具

や各種洗剤などの正しい取り扱
い方も学びます。

対６０歳以上でシルバー人材セン
ターに入会して就業を希望する人

定１０人

○申込期限　８月２７日㈪
申 問（公社）山口県シルバー人材セ
ンター連合会  ☎ 083-921-6070

中央公民館定期教室／後期
（要申込）
■冠婚葬祭書道教室
　（一般・初心者）
日１０～翌年３月の毎月第２・４㈮
　／10:00 ～ 12:00
○講師　山本桂韶さん
定２０人
料月1,000 円
持書道用具一式、黒のマジック（書

き方用のペン）、筆記用具
■基本ペン字＆実用筆ペン教室
　（朝・夜・一般）
日１０～翌年３月の毎週㈫
▼朝の部 10:00 ～ 12:00
▼夜の部 19:00 ～ 21:00
○講師　田中東峰さん
定各２０人
料月 2,000 円（初回教材費 1,020

円が別途必要）
持筆記用具（ボールペン、時期が

くれば筆ペン）
■着付教室（朝・夜・一般女性）
▼朝の部　１０～翌年３月の毎月第

２・３・４㈬／10:00 ～12:00
▼夜の部　１０～翌年３月の毎月第

２・３・４㈫／19:00 ～ 21:00
○講師　山田千鶴枝さん
定各２０人
料月2,000 円（初回にテキスト料

3,100 円が別途必要）
持着物、肌襦袢、長襦

袢、タオル（２本）、
腰ひも（５本）、すそ
よけ、伊達〆（２本）、
足袋、名古屋帯、名古屋帯小物、
洗濯バサミ、筆記用具

熱中症に
気をつけましょう
▼こまめに水分をとりましょう。

▼日中だけでなく、睡眠中にも
エアコンや扇風機を使い、室
温が２８℃以上にならないよう
にしましょう。

▼暑い日、暑い時間帯の外出は
できるだけ控えましょう。

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

講座・教室
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■和裁教室（昼・夜・一般初心者）
日１０月～翌年３月の毎週㈭
▼昼の部 13:00 ～ 16:30
▼夜の部 18:00 ～ 21:00
○講師　湯治俊子さん
料月 2,000 円
持裁縫道具、筆記用具
■全講座共通
○申込期限　９月１４日㈮
申 問定員になり次第締切。なお申
込が少ないときは教室を中止する
場合があります。
生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「手話に挑戦！」
日９月１５日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小学校内）
内簡単な手話で話せるようになる
対 定小学生１０人程度
料３０円（保険代・資料等）
○申込期限　９月７日（金）
申 問

しらかべ学遊館　☎�４５１８

中秋の名月を観る会
（無料・要申込）
中秋の名月を観察します。
日９月２４日㈪ 20:00 ～ 21:00
※雨天・曇天の場合は中止。天候

がはっきりしないときは実施日
の 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　９月１９日㈬
申 問

生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

第２回市民活動講座
（無料・要申込）
■市民活動団体のためのインター

ネット広報
　市民活動団体の SNS 等による
情報発信力を高める講座です。
日９月２６日㈬ 13:30 ～ 15:30
場市文化福祉会館２階大会議室
○講師
　パインワークス

代表・
　千々松葉子氏
定３０人

申 問

やない市民活動センター
☎�３５３５

○対象
　８月１日現在、市内に住民登録があり、１２月末時点で７５歳以上の人
○日時・場所

地区 　　　　開催日時 　　　場所
大畠 ９月１４日㈮ 11:00 ～ ふれあいタウン大畠
日積 ９月２３日㈰ 11:00 ～ 四季の里地域交流ホーム
平郡西 ９月２６日㈬ 9:45 ～ 平郡西集会所
平郡東 ９月２６日㈬ 12:30 ～ 平郡東小学校体育館
阿月 ９月２７日㈭ 10:00 ～ 阿月地区体育館
伊保庄 ９月２７日㈭ 13:30 ～ 柳井南中学校体育館
余田 ９月２８日㈮ 11:00 ～ 余田小学校体育館
柳井 ９月２９日㈯ 13:00 ～ サンビームやない
新庄 １０月 ２日㈫ 11:00 ～ 新庄小学校体育館
伊陸 １０月１４日㈰ 10:00 ～ 伊陸小学校体育館

※平郡地区予備日：９月２８日㈮

■敬老記念品・祝金の贈呈
○対象・記念品等の内容
　９月１日現在、市内に住民登録があり、次の年に生まれた人
　▼米寿（昭和５年生）：記念品　▼白寿（大正８年生）：記念品
　▼１００歳（大正７年生）：祝金１万円、記念品
○その他　米寿、白寿の記念品は各地区敬老会で贈呈します。また、

１００歳の祝金、記念品は市から直接贈呈します。

●問い合わせ　高齢者支援課　☎�２１１１内線 186

敬老会にお越しください
ー８月中旬ごろに案内状を送付しますー

防災行政無線放送予定
▼８月２９日㈬ 11:00
　全国一斉情報伝達試験
●問い合わせ
　危機管理室
　☎�２１１１内線 431
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バタフライアリーナスポーツ講座
ソフトテニス教室（要申込）
日１０月３日㈬～１２月５日㈬の毎週

㈬（全８回）（10/24,11/21 除く）
　／ 13:00 ～ 15:00
場バタフライアリーナ
内基礎的なことからの技術指導
○講師　柳井グリーンクラブ会員
対 定社会人一般・１０人（先着順）
料１回５００円（保険料を含む）
持ラケット、体育館シューズ、運

動に適した服装、タオル、水分
（ラケットの貸出有）

○申込期限　９月２６日㈬
申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０／ FAX �０８３１
　http://yanaishi-taiikukan.com/

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■～８月３０日㈭
　「NEW GOLDFISH」展
　／広島市立大学芸術学部
■９月１日㈯～１０日㈪
　我流会絵画展／我流会
■９月１２日㈬～２４日㈪　　　

日報連柳井支部写真展
　／日報連柳井支部　
問やない西蔵　☎�２４９０

八朔の船流し
浴衣姿の生徒が頼母船を川に流す
伝統行事です。見学自由。

日８月２１日㈫
　17:30 ～約１時間３０分
場柳井川本橋～緑橋の川岸
問柳井市白壁の町並みを守る会
　☎ 090-1012-4204（皿田）

人権ふれあいフェスティバル
（無料・申込不要）

日８月１８日㈯ 10:30 ～ 15:00
場宇部市渡辺翁記念会館、宇部市

文化会館（宇部市朝日町 8-1）
内アトラクション、人権に関する

ポスター表彰式、講演（毛利博
物館顧問・小山良昌氏）、礒村
靖幸ピアノコンサート、パネル
展示、福祉の市、物販等

問県人権対策室
　☎ 083-933-2810

広島広域都市圏
神楽共同鑑賞
広島が世界に誇る伝統芸能”神楽”
の華麗な舞をご鑑賞ください。
日９月９日㈰・第４３回とよひら

神楽競演大会
　広島駅北口に 10:00 集合
　／ 21:00 解散（広島駅ー現地間

はバスで送迎）
場道の駅豊平どんぐり村内（広島

県北広島町都志見）
○出演神楽団　戸谷神楽団、今吉

田神楽団、龍南神楽団、中原神

楽団、西宗神楽団、上石神楽団、
阿坂神楽団、琴庄神楽団、吉木
神楽団、ほか特別出演団体

対広島広域都市圏在住者、小学生
以下は要大人同伴

定８０人（申込多数の場合は抽選）
料大人 3,000 円、中学生以下 2,500

円（バス代込）
○申込期限　８月２０日㈪消印有効
申 問往復はがき（１枚５人まで）に
参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号・「神楽共同鑑賞希望」と
記入して申し込んでください。
〒731-0592（住所不要）安芸高
田市役所政策企画課“神楽”まち起
こし協議会　☎０８２６�５６１２

サザンセト 
カップリングパーティー
 in 田布施
素敵な出会いをお探しの人、真剣
にお付き合いしたい人を大募集。
日１０月１４日㈰ 10:00 ～ 15:00
　／受付 9:30 ～
場のんびらんどうましま（田布施

町馬島）
内島と海を満喫！海鮮 BBQ
対 男性／２０～４５歳の独身者で

柳井地域（柳井市・周防大島町・
上関町・田布施町・平生町）居
住者、女性／２０～４５歳の独
身者（住所不問）

定男女各２０人
料 4,000 円（渡船料 320 円含む）
○申込締切　１０月５日㈮
※応募者多数の場合は抽選します
（締切前でも募集を打切る場合
あり）。

○主催
　柳井地区広域行政連絡協議会
○協力　（一社）やまぐち定住促進

県民活動ネットワーク、のんび
らんどうましま

申らくよりドットコム（　 http://
rakuyori.com）の専用フォームか
ら申し込んでください。

問政策企画課
　☎�２１１１内線 470,471

催　し

○就学時健康診断の日程
学校名 日程・受付時間
柳東小 １０月１１日㈭ 12:50 ～ 13:00
柳井小 １０月１２日㈮ 12:50 ～ 13:20
日積小 １０月１７日㈬ 12:50 ～ 13:00
小田小 １０月１９日㈮ 13:10 ～ 13:20
伊陸小 １０月２３日㈫ 13:10 ～ 13:20
柳北小 １０月２４日㈬ 13:10 ～ 13:20
大畠小 １０月３０日㈫ 13:10 ～ 13:20

柳井南小 １０月３０日㈫ 13:10 ～ 13:20
新庄小 １１月 ８日㈭ 13:00 ～ 13:15
余田小 １１月１９日㈪ 13:10 ～ 13:20

平成３１年４月小学校入学予定児童の 就学時健康診断

　９月１日現在の住民
基本台帳に基づき、対
象者にご案内を郵送し
ます。
　９月１８日㈫までに
届かない場合は、お問
い合わせください。
●問い合わせ
　学校教育課
　☎�２１１１内線３２３

URL
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第１０回記念柳井市障害者
フライングディスク交流大会

（要申込）
障がいを持つ人とスポーツ・レク
リエーションを楽しみましょう。
日１０月２１日㈰ 9:00 ～ 12:00
　／受付 8:30 ～
場柳井小学校体育館
対

▼市内在住・市内施設に入所・通
所する障がい者やその家族

▼フライングディスクに興味のあ
る市民

料５００円
○主催
　柳井市障害

者スポーツ・レクリエーション事
業実行委員会

○申込期限　８月３１日㈮
申 問電話で申し込んでください。
心身障害連絡協議会（担当・川村）
☎�８３７０, ☎ 090-8604-7607

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、新

庄北の各県営住宅
○受付期間　８月２０日㈪～３１日

㈮（この期間の郵便局の消印が
あるものが有効）

申 問申込資格など詳しくはお問い
合わせください。
〒 740-0016 岩国市三笠町 1-1-1

（一財）県施設管理財団県営住宅管
理事務所岩国支所
☎０８２７�１０３０

柳井市地域ブランド認証
審査会委員
市地域ブランド推進協議会は農林
水産物、加工品、郷土料理、工芸
品、文化財、記念物、自然、景観、
伝統的建造物群を対象に柳井地域
ブランドを認証しています。
○応募資格　市民または市内に勤

務する１８歳以上の人（平成３０
年９月２０日現在）

○募集人員　１人
○任期　３年間
○報酬　日額 4,800 円
○申込締切　９月２０日㈭必着

○その他　応募者の個人情報は募
集事務以外には使用しません。

申 問応募動機を４００字程度（様式
自由）にまとめ、郵便番号・住所・
氏名・性別・生年月日・電話番号・
勤務先名称（市内勤務者）を明記し
て申し込んでください。
〒 742-8714（住所記載不要）
柳井市地域ブランド推進協議会事
務局（市商工観光課内）
☎�２１１１内線 363
FAX �７４７４
　shokokanko@city.yanai.lg.jp

平成３１年度
県立農業大学校入学生
２年全寮制で学ぶ学生を募集しま
す。なお合格状況によっては二次
募集は実施されません。
定 園芸学科２５人、畜産学科１５人
○願書受付期間
▼推薦入試
　／９月１３日㈭～２７日㈭
▼一般入試／一次募集：１０月２６

日㈮～１１月１６日㈮、二次募集：
平成３１年１月４日㈮～２５日㈮

○入学試験
▼推薦入試／１０月２６日㈮
▼一般入試／一次募集：１２月５

日㈬、二次募集：２月１５日㈮
場県立農業大学校（防府市牟礼）

申 問県立農業大学校
☎０８３５�０５１０
柳井農林水産事務所　☎�３２９３

平成３０年度 火災予防作品
（防火標語の部）

対６５才以上の柳井市、周防大島
町、上関町、平生町居住者

○課題　以下のいずれかの防火標
語／住宅防火（特に住宅用火災
警報器）に関するもの／放火火
災防止に関するもの／火災が起
こった際、火がつきにくく、燃
え広がらない防炎エプロンの普
及に関するもの／その他火災予
防に関する標語（山火事予防に
関するものは除く）

○その他　▼作品は自作・未発表
のもので、一人二点まで▼金賞
の標語は県の２次審査に提出し
ます。▼著作権は主催者に帰属
するものとします。

○応募期限　１０月２９日㈪（当日
消印有効）

申 問はがき／応募用紙に作品（防
火標語）、郵便番号、住所、氏名

（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号を明記して提出してください。
〒 742-0031 柳井市南町 5-4-1
柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４・FAX �４５０３

広域農道柳井大畠線（やない美ゅーロード）

全面通行止区間▶
（上原東地区）

やない美ゅーロードの一部通行止め
　７月豪雨の影響で広域農道柳井大畠線（やない美ゅーロード）の大畠
上原東地区の法面が崩壊したため、崩落対策工事を実施します。
　工事に伴い区間の一部を全面通行止めとしますので、ご理解、ご協
力をお願いします。
○通行止め期間　７月３０日㈪～
※工事終了日時は未定です。決まり次第、改めてお知らせします。
●問い合わせ　経済建設課　☎�２１１１内線 371,372

募　集
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試

　験

工

　事

神社 宮本東
自治会館

医院 歯科医院

柳井総合卸センター

◀柳井駅 柳井港駅▶

工事箇所▶

柳井橋

宮本東
自治会館

片野橋

中開作
ふれあいセンター

コンビニエンス
ストア ▶

柳井川 片野川

◀柳井駅

■宮本東地区配水管布設替工事

■北浜地区配水管布設替工事

平成３０年度 就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験
中学校卒業程度の学力があるかど
うかを認定するために国が実施し
ます。合格者には高等学校の入学
資格が付与されます。
対病気などやむを得ない事由によ

り、就学義務を猶予や免除され
た人

日 場１０月２５日㈭・山口県庁
内試験科目／国語、社会、数学、理

科、英語
○願書受付期間
　８月２０日㈪～９月７日㈮
申 問受験資格、出願書類など詳し
くはお問い合わせください。
県義務教育課　☎ 083-933-4595

平成３０年度後期危険物取扱者
試験（甲・乙・丙種）
日１１月１８日㈰
場市文化福祉会館／県内他会場の

日程はお問い合わせください。
対甲種以外は誰でも受験可能
○願書受付期間
▼書面申請：９月３日㈪～１４日

㈮（受験願書は最寄り消防機関）
▼電子申請：８月３１日㈮～９月

１１日㈫　　http://www.shoubo-
shiken.or.jp

○その他　乙種第４類を対象とし

た試験準備講習会を開催
申 問 詳しくはお問い合わせください。
柳井地区広域消防本部予防課
〒 742-0031 柳井市南町 5-4-1
☎�７７７４

水道工事に伴い
交通規制を実施します
災害に強い管種に布設替し、耐震
化を図ります。
　交通誘導員や工事看板などで交
通規制を行いますので、ご理解、
ご協力をお願いします。
○工事箇所　上図（２カ所）

■宮本東地区配水管布設替工事
■北浜地区配水管布設替工事
→今回工事箇所の水道管は布設後

４０年以上を経過しています。
　管の老朽化は漏水や断水、ひい

いてはそれによる道路や家屋の
冠水、陥没などの大きな事故に
つながる可能性もあるため、適
正に更新する必要があります。

○工事期間／規制時間帯
　平成３１年２月２８日㈭まで
　／8:30 ～ 17:00（日曜日は工事

休止、工事時間以外は通常どお
り通行可）

問水道課
　☎�２１１１内線 651

試　験

住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度を実施しています

　住民票の写しなどを代理人や第三者の請求に基づ
いて交付したとき、事前に登録した人にその事実を
郵送でお知らせする制度です。
 　交付した事実を知らせることで、個人情報の不
正使用防止や、不正な請求であった場合に早期の事
実関係の究明が可能となります。
○対象　柳井市の住民基本台帳に記載されている（い

た）人、戸籍に記載されている（いた）人
○登録に必要なもの　本人確認書類（運転免許証、旅

券、マイナンバーカード等）、代理人の場合は登録
者の本人確認書類の写しを添付した自書による委

任状、法定代理人の場合は戸籍謄本等法定代理人
の資格を証明する書類

○通知の対象となる証明書　住民票の写し（除票を含
む）、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し（除
附票、改製原を含む）、戸籍謄本・抄本（除籍、改
製原を含む）、戸籍記載事項証明書

○通知内容　証明書の交付年月日、交付した証明書
の種類・通数、交付請求者の種別

●申込・問い合わせ
　市民生活課　☎�２１１１内線 161

工　事
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健康 & すくすく
柳井市健康づくり計画  「おいしい たのしい 元気やない」
■８月３１日は 野菜の日／９月は食生活改善普及運動

野菜料理を毎日プラス 1 皿
野菜をたっぷり食べて、夏を元気に乗り切りましょう

バランスのよい食生活をするためには、１日 350g 以上の野菜が必要です。

野菜料理１皿を約 70g として、１日５皿分の野菜料理を食べることが目標です。

不足している人は、まず毎日小鉢１皿分の野菜料理をプラスしてみましょう。

野菜を食べると
どんなよいことが？
①肥満予防
　野菜は比較的低エネルギー・低脂

肪で満腹感を得やすいので、主食・
主菜の食べ過ぎを防ぎます。

②動脈硬化・がん予防
　ビタミン C、βカロテン等が持

つ抗酸化作用で身体の酸化を防ぎ
ます。

③便秘予防
　食物繊維が便通を整えます。

④高血圧・高血糖・脂質異常予防
　カリウムはナトリウムの排泄を促

進して高血圧を予防します。
　　食物繊維は糖質、脂質、ナトリ

ウムなどの吸収を抑えるため、食
事の始めに野菜料理を食べると血
糖の上昇を緩やかにします。

プラス 1 皿する方法は？
▼朝・昼・晩のいつでもよいので、

野菜料理を何か１品付け加える。
▼普段作っている料理の野菜の量を

増やしてボリュームアップする。
▼生野菜の料理を温野菜の料理に変

え、カサを減らして量を増やす。

野菜７０g ってどのくらい？
　にんじん：中 1/2 本、だいこん：

厚さ２㎝、キャベツ：大１枚、こ

まつな：２株、かぼちゃ：一口大
3 切れ、もやし：1/3 袋

　野菜にはβカロテンが豊富な緑
黄色野菜とビタミン C や食物繊維
が豊富な淡色野菜があります。野菜
の栄養素を偏りなく摂るためには、
350g のうち 1/3 は色が濃い緑黄色
野菜を摂るようにしましょう。

１皿分の野菜がとれるレシピ

オクラとなすの和え物

■材料（４人分）
　オクラ…１ネット、なす…小１本
（100g）、なめこ…１袋（100g）、麺
つゆ（２倍濃縮）…大さじ２、削り
節…小１パック

■作り方
①オクラはヘタを切り除いてさっと

ゆで、１cm 幅の斜め切りにする。
②なすは皮をむいてサイコロ状に切

り、耐熱皿に入れてラップをかけ
る。電子レンジ強で２分程度加熱
する。

③なめこは茹でてザルにあげ、余分
なぬめりをとる。

④①～③を麺つゆで和え、削り節を
混ぜてできあがり。

未就園児親子や妊婦さんの「子育て支援情報」は
　市ホームページ「子育て支援情報」（   http://www.city-yanai.jp/
soshiki/20/kosodatesien.html・トップページ→こんなときこんな手
続き「子育て」→子育て支援情報）をご覧ください。
　また「やない DE 子育て facebook」をシェアすると、最新の情報が
お手元に届きます。
●問い合わせ
　市社会福祉課　☎�２１１１内線 187, １８８

見てね！

URL
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９月１日～３０日は「健康増進普及月間」

健康寿命を延ばしましょう

■毎日プラス１０分間の運動
　運動は肥満等の生活習
慣病を予防する効果があ
ります。特定のスポーツ
に限らず、日常生活の中
で積極的に身体を動かすようにしま
しょう。生活習慣病予防のためには
男性で 9,000歩、女性で 8,000歩
が目安と言われています。
　まずは今よりプラス 10分多く身
体を動かすことから始め、1 回 30
分程度、週２日以上を目標に、運動
習慣をもつようにしましょう。
▼今より多く歩く
　階段を利用する、いつもより遠く

の店まで買い物に行く等。
▼誰かと一緒に
　家族や友人同士で会話を楽しみな

がら歩くと、長い距離でも楽しく、
長続きする。

▼家事をしながら体を動かす
　掃除機かけ、洗濯物干し、風呂掃

除等の家事は全身運動。こまめに
体を動かして運動量アップ。

▼「ながら体操」を日常生活に取り
入れる

　仕事や家事をしながら、かかとの
上げ下げをしたり、テレビを見な
がらストレッチをする等、身体を
動かす機会を増やす。

■食事はおいしく、バランスよく
　１日３食のリズムを整え、夜食や
間食は摂りすぎないようにし、飲酒
はほどほどにしましょう。
　多様な食品を組み合わせてバラン

スのよい食事が基本です。ごはんな
どの穀類をきちんと摂り、たっぷり
の野菜と毎日の果物でビタミン、ミ
ネラル、食物繊維を、牛乳・乳製品、
緑黄色野菜、豆類、小魚などでカル
シウムを十分に摂りましょう。

■受動喫煙のない健康社会を
　たばこには 4,000種類にも及ぶ
有害物質が含まれており、その煙
を吸うことは健康を損なうだけでな
く、肌の美しさや若々しさを失うこ
とにも繋がります。
　また、たばこは自分だけでなく、
周囲の人の健康も害するので、禁煙
に取り組みましょう。

　人口の高齢化や社会生活環境の変化等に伴い、糖尿病、がん、心臓病、

脳卒中等に代表される生活習慣病が増加しています。

　病気の早期発見や早期治療だけでなく、生活習慣を改善して生活習慣

病の発病を予防することが大切です。健康でいきいきと生活できる期間

「健康寿命」を延ばすために、生活習慣を見直してみましょう。

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

９月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（17,24を除く）
　／ 9:00 ～ 11:30
■こころの相談会
日９月５日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日９月１２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９月３日㈪
場10:30 ～ 11:00
　／平郡東地区老人憩いの家
場13:00 ～ 13:30
　／平郡西地区老人憩いの家
問市保健センター　☎�１１９０

こころの健康セミナー
（無料・申込不要）

日９月９日㈰ 13:30 ～ 15:30
場県総合保健会館（山口市吉敷下東）
内講演「うつ病に潜む発達障害－

その見立てと支援－」
○講師　九州大学教育学部長（医学

博士、臨床心理士）・黒木俊秀氏
問県精神保健福祉センター
　☎０８３５�３４８０

元気アップ教室（対象：６５歳
以上の市民・無料）
簡単な体操と運動器具による負荷
の軽いトレーニングを
組み合わせて、年齢に
応じた筋力アップと生
活動作の維持・改善を
図ります。
日１０月３日㈬～１２月１９日㈬ま

での毎週㈬・全１２回
　／ 13:30 ～ 15:00
場アクアヒルやない
対全１２回のメニューをなるべく

欠席せずに参加でき、医師に運
動の制限をうけていない人

定２０人（初めての人を優先）
持室内シューズ、タオル、飲料水、

運動のできる服装
○申込期限　９月１４日㈮
申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線 156

高齢者向け水中運動教室（対
象：６５歳以上の市民・無料）
日１０月４日㈭～２５日㈭の毎週㈭
（全４回）／ 10:30 ～ 11:30

場アクアヒルやない
内水中ウォーキング、

アクアビクス
定３０人
持水着、水泳帽子、バスタオルなど
○その他
▼ロビーで受付後、１０時３０分

にプールに移動します。
▼終了後のプール利用には利用料
（720 円）か回数券が必要です。

○申込期限　９月１４日㈮
申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線 156

１に運動 ２に食事
しっかり禁煙 最後にクスリ

に取り組みましょう。
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定。約１カ月後にはスロージョギ
ングを中心とした運動講習を行い
ます。
日９月２６日㈬①17:00- ②18:30-

③20:00- のいずれか
　／心音測定結果のお渡しと運動

講習は約１カ月後に実施。
場アクアヒルやない
対３０歳以上の市民（医師に運動を

止められている人は参加不可）
料 2,000 円
○申込期限　９月２１日㈮
申 問市保健センター　☎�１１９０

ママ♡パパ教室（要申込）
日各13:30 ～ 15:30
▼１回目／９月２日㈰
　お風呂の入れ方、妊婦の疑似体

験など
▼２回目／９月１１日㈫
　小児科医による育児講座、先輩

ママとの交流
場市保健センター
対市内在住の妊婦と夫
定１５組（先着順）
持母子健康手帳、１回目のみハン

ドタオル
○ 申込期限　８月３１日㈮
申 問市保健センター　☎�１１９０

育児セミナー／託児有
（要申込）

日９月１１日㈫ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
内小児科医による育児講座、ママ

仲間と妊婦さんとの交流
対０歳の赤ちゃんの保護者（市内

在住）
定１５人（先着順）
持母子健康手帳　
○申込期限　９月４日㈫
申 問市保健センター　☎�１１９０

やないファミリー・サポート・
センター第２回講習会／託児有

（要申込）
■簡単おやつクッキング
日９月１９日㈬ 10:00 ～ 11:45
場市総合福祉センター３階調理実

習室
内簡単にできる子ども向けおやつ

作り
○講師　やないファミリー・サポー

ト・センター地区リーダー山中
玉枝さん

定２０人（先着順・子ども同伴可）
料３００円（材料費）
○申込期限　９月１２日㈬
申 問やないファミリー・サポート・
センター　☎�０６６８

子育て輪づくり
大きく広げよう ‼ 子育て支援
の輪 in 柳井西中学校（要申込）
日９月２８日㈮ 10:00 ～ 11:30（受

付 9:30 ～）
場柳井西中学校体育館
内西中３年生と一緒に遊ぼう、絵

本の読み聞かせ、手作りおやつ
の試食など

対０歳～未就園児とその保護者　
定４０組
料乳幼児１人あたり１００円（保険

料等）
○主催　市母子保健推進協議会・

柳井西中学校
○申込期限　９月２１日㈮
申 問市保健センター　☎�１１９０

離乳食セミナー／託児有
（要申込）

日１０月１６日㈫ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
内離乳食の進め方についての講話

と試食、赤ちゃんとの遊び方
対３～６か月の赤ちゃんの保護者
（市内在住）

定１５人（先着順）
料試食材料代３００円程度
持母子健康手帳
○申込期限　１０月９日㈫
申 問市保健センター　☎�１１９０

園芸療法
＆にこにこ健康づくり（要申込）
フラワーランドの花を見ながらの
ガーデンジョギングと園芸作業を
取り入れた健康づくり教室です。
日８月２０日㈪，９月１７日㈪，１０月

１５日㈪，１１月１９日㈪
　／ 13:30 ～ 15:00
場やまぐちフラワーランド（雨天

時は屋内）
○講師　丸山恵利加さん（園芸療

法士）、三島孝雄さん（運動ト
レーナー）

対医師に運動の制限を受けていな
い人

定各回１５人
料各回１００円（要 別途入園料）
申やまぐちフラワーランド
　☎�１１８７
問アクアヒルやない　☎�００２５

にこにこ運動教室
（当日現地申込）
■にこにこステップ教室
　音楽に合わせて踏み台運動を行
います。ステップ台で楽しく体を
動かしてみませんか。
日８月２１日㈫，９月４日㈫，１０月

２日㈫，３０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講座
です。主に自体重を利用して軽め
なので、運動初心者でも安心です。
日８月２８日㈫，９月１１日㈫，１０

月２３日㈫，１１月１３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
対医師に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

心音測定＆スロージョギング
講習会（要申込）
心音計をつけてエアロバイクを漕
ぐことで最適な運動強度などを測
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９月は救急医療普及月間

救急車は適正利用を
柳井医療圏の救急搬送による患者数は増加傾向にあり、しかもその約３８% は軽症患者で

す（平成２９年度柳井地域救急医療対策協議会運営委員会資料）。

　二次救急医療機関の機能を十分に発揮するためには、救急搬送が適正に行われることが

重要です。救急車の適正利用に、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

●問い合わせ
▼救急車等の状況／柳井地区広域消防組合消防本部　☎�００４０（代表）

▼休日夜間応急診療所など／健康増進課　☎�１１９０

■９月は「救急医療普及月間」
　９月９日㈰は「救急の日」、同日を
含む１週間（９月９日㈰～１５日㈯）
は「救急医療週間」、９月は「救急医
療普及月間」とされています。
 
■救急車を呼ぶときのポイント
　１１９番に電話し「救急です」と通
報すると、次のことをお聞きします。
落ち着いて答えてください。
①現在地と、目印になる建物等
②傷病者の氏名、性別、年齢
③傷病者の容態
④かかりつけ医の有無等
⑤通報者の氏名と電話番号
▼サイレンが聞こえたら、状況に応

じて道路に出て、救急車を誘導し
てください。

▼救急車が到着するまでに現場に
居る人が適切な応急手当をする
ことができれば、救命効果に役立
ちます。

　明らかに軽症の場合は自家

用車やタクシーを利用するな

どして救急車の利用を控える

ことが、助かる命を救えるこ

とにつながります。

　皆さんのご理解とご協力を

お願いします。

■柳井地区広域消防組合の
　出動状況
　平成２９年中の柳井地区広域消防
組合管内（１市３町／柳井市・周防
大島町・上関町・平生町）の救急出
動状況などは次のとおりです。
▼ 3,635 件（管内人口の１８人に１

人に相当）
▼１位　急病（61.1%）
　２位　一般負傷（15.7%）
　３位　転院搬送（12.4%）
　（１～３位で全体の 89.3%）
▼６５歳以上（72.7%）

■救急車の配備状況
　現在、柳井地区広域消防組合に
は７台（※）の高規格救急車を配備
し、救急救命士と救急隊員が日夜
救急活動に従事しています。
※柳井消防署（南町）２台 ／同東出

張所（神代）１台／同南出張所（上
関町室津）１台／同西部出張所

（周防大島町東三蒲）１台／同中
部出張所（周防大島町西安下庄）
１台／同東部出張所（周防大島町
内入）１台

　当管内での１１９番通報を受けて
から救急車が現場に到着するまでの
平均時間は９分０８秒です。
　通常、１回の救急搬送が発生した
場合、新たな体制を整えるために１
～２時間必要です。その間に新たな

救急要請が生じた場合、柳井消防
署または他出張所からの応援となる
ため、さらに時間を要することにな
ります。

■早めの受診を心がけましょう
　体調が悪いときは、できるかぎり
早めにかかりつけの医療機関を受診
しましょう。通常の診療時間中であ
れば、医療機関で専門的な検査や治
療を受けることができます。
　時間外（休日等の昼間・平日夜間）
に受診が必要な場合には、休日夜
間応急診療所（初期救急医療）をご
利用ください。

■初期救急医療
　「初期救急医療」では、外来の比較
的軽症な救急患者を受け入れます。
　休日夜間応急診療所は、休日等
の昼間と平日夜間の応急処置的な
医療に対応するために設置していま
す。そのため患者さんの症状や当番
医師の専門科目によっては、二次救
急医療機関の総合病院等で受診し
ていただくことがあります。

■二次救急医療
　「二次救急医療」では、入院治療
を必要とする救急患者を受け入れま
す。主に救急搬送によるもので、病
院群輪番病院（周東総合病院）で対
応しています。
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　体調が悪い…そんなときは

平日の昼間
　かかりつけの医療機関

平日の夜間　19:00 ～ 22:00
休日の昼間　 9:00 ～ 17:00
　休日夜間応急診療所　☎�９００１

小児の電話相談（19:00 ～翌朝 8:00）は
　県小児救急医療電話相談
　☎083-921-2755、☎#8000 

休日夜間応急診療所

柳井警察署

柳井市商工会館

ＮＴＴ

郵便局

至：岩国

国道１８８号

至：田布施

至：平生

柳井駅

瑞
穂
橋

休日夜間応急診療所

■９月１０日～１６日は 「自殺予防週間」

こころのサインに気づきましょう
～大切な人の悩みに気づき、支えるために～

ゲートキーパー養成出前講座を利用しましょう

■ゲートキーパーとは

　　悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必
要な支援につなげ見守る人のことです。決して特別な
ことではなく、あなたにもできることがあります。

○講座内容 （講師 : 保健師）
　（1）（2）のどちらかを選んでください。
　（1）基本コース（約４５分間）
　　  時間は都合に合わせて調整できます。
　  ■  悩んでいる人の心のサイン
　  ■  ひとりひとりにできること
　（2）基本コース（（1）と同じ）
　　  　+ DVD 視聴コース（約１時間）
 　　 DVD：こころのサインに気づいた時の対応
○対象
　市内在住、在勤の６人以上のグループ
○開始時間
　原則、平日 9:00 ～ 15:30（相談に応じます）
○申込方法
①保健センターと相談して開催日時を決める。（１～２

カ月前に連絡してください）
②保健センターに備付の申込書に必要事項を記入して

提出する。

※会場は受講者で確保してください。保健センターで
も相談に応じます。

●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

　警察庁によると平成２９年の全国の自殺者数

は 21,321 人で、平成２２年から８年連続で減

少していますが、平成２９年は毎日約５８人が亡

くなっていることになり、非常に深刻な状況が

続いています。

　自殺の多くは、「自殺以外には苦しみから逃れ

る方法がない」と追い詰められ、精神的に孤立

した状況の中で起こっています。

　ゲートキーパー養成出前講座では、大切な人

の悩みに気づき、心を支え合うことの大切さ、

日頃からのコミュニケーションの大切さを伝え

ています。受講するだけですので、気軽に利用

してください。
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９月はがん征圧月間

がん検診を受診しましょう
がんは男女とも２人に１人がかかると言われるほど身近な病気であり、がんで亡くなる人は年々増
加しています。この機会にがんに対する知識を深め、定期的にがん検診を受診しましょう。

■集団胃がん（胃透視）検診、大
腸がん検診、特定健診（柳井市
国保加入者）／（要申込）

○日時・場所
　９月３０日㈰ 市保健センター 
　１０月１日㈪ 市保健センター
　１０月２日㈫ 市保健センター
　１０月３日㈬ 市保健センター
　１０月４日㈭ 大畠総合センター
○対象　胃がん・大腸がん検診：４０

歳以上（昭和５４年３月３１日以前
生まれ）の柳井市民、特定健診：
４０歳以上の柳井市国保加入者で
集団の胃がんまたは大腸がん検診
を受ける人

○料金
 胃がん検診／６９歳以下 1,000 円、

７０歳以上 500 円
　大腸がん検診／６９歳以下300 円、

７０歳以上 100 円
　特定健診／無料（胃がん、大腸が

ん検診と同日に受ける場合のみ）
○申込締切　９月７日㈮
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

■集団子宮がん・乳がん検診
　（要申込）
　子宮がん・乳がんは若い世代や働
き盛りの世代に増えています。検診
を受ける機会がない人は、集団検診
や休日がん検診を利用しましょう。
○日時　各 13:15-15:30
　９月１９日㈬（子宮がん検診のみ）,
　９月２０日㈭ , ９月 22 日㈯ ,
　新規設定：１０月７日㈰（乳がん検

診のみ）, 平成３１年２月２４日㈰
○対象　子宮がん検診：市内に住民

登録のある２０歳以上の女性、乳
がん検診：市内に住民登録のある

４０歳以上の女性
○料金　子宮がん検診 1,000 円、乳

がん検診 1,000 円
　／７０歳以上はどちらも 500 円
○申込締切
▼検診日が 9/19 ㈬ ,20 ㈭ ,22 ㈯
　→９月３日㈪
▼検診日が 10/7 ㈰
　→９月２１日㈮
▼検診日が H31/2/24 ㈰
　→平成３１年１月２５日㈮
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

■休日の子宮がん・乳がん検診
　（医療機関へ要予約）
○日時等
◆周東総合病院（健康管理センター）
　／☎�３４５６
　子宮がん・乳がん
　／１１月１８日㈰ 8:30-12:30
◆光市立大和総合病院（健診科）
　／☎�２１１１
 乳がんのみ
　／１０月２１日㈰ 9:00-13:00
○料金　子宮がん 1,400円、乳がん

1,500円／ 70 歳以上はどちらも
500円

○受診方法　各医療機関に直接予約
をして、検診当日は必ず健康手帳
を持参してください。

※光市大和総合病院の予約申込は
８月２７日㈪からです。ご注意く
ださい。

■集団前立腺がん検診（要申込）
○日時・場所　１１月１３日㈫
　13:30-14:00 大畠総合センター
　15:00-16:30 市保健センター
○対象　５０歳以上（昭和４４年３月

３１日以前生まれ）の市民男性
○内容　血液検査（血液中の前立腺

特異抗原（PSA）測定）
○申込締切　１０月２６日㈮
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

■結核・肺がん検診を追加実施
　（申込不要）
　結核・肺がん検診を追加実施しま
す。なお、すでに今年度同検診を受
けた人は受けられません。
○日時・場所
▼９月２８日㈮
　 9:00-10:00 市保健センター
　10:30-11:00 旧余田出張所
　11:30-11:50 西福祉センター
　13:00-13:20 阿月出張所
　14:00-14:20 伊保庄出張所
　15:00-15:40 新庄出張所
▼１０月１日㈪
　 9:00-10:20 市保健センター
　10:50-11:20 柳東文化会館
　11:40-12:00 大畠出張所
　13:20-13:50 大畠総合センター
　14:20-14:40 日積出張所
　15:10-15:40 伊陸出張所
○対象　４０歳以上（昭和５４年３月

３１日以前生まれ）の市民
○料金　胸部レントゲン撮影 100

円、たんの検査 600 円（６９歳以
下）、300 円（７０歳以上）

○注意事項
▼妊娠中の人は受けられません。授

乳中の人は影響がありませんので
受けられます。

▼たんの検査は問診で必要と判断さ
れた人だけが受けます。たんの検
査だけでは受けられません。
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7/12 アマモの保全活動 
　県漁協柳井支店青壮年部と柳井南中の全校生徒４５人が、
伊保庄の海岸でアマモの種子のついた花枝採取に取り組みま
した。同青壮年部と同中生徒は約１０年前から、花枝から得
られた種子をまいたり、発芽させた苗を植えるなどして、海
を育むアマモ場の再生に取り組んでいます。

7/20 余田少年少女防犯パトロール
　余田地区の防犯協議会が昭和４２年から続けているパト
ロール活動に、今年は余田小 5・6 年生２１人の隊員が参
加しました。余田出張所で開催された結団式では、６年
生の河野誠隊長が地区の防犯に取り組むことを宣誓。そ
の後、隊員全員で「こども１１０番」の設置箇所を確認しな
がら、地区内をパトロールしました。

まちの出来事

7/23 フットサルで全国大会出場
　第２８回全日本少年フットサル大会（8/18 ～ 20・駒沢オ
リンピック公園体育館）への出場を決めた FC リベルダーデ
山口に所属する山村唯人選手（柳井小５年）が市長を訪れ、
全国大会への出場を報告し、意気込みを語りました。FC リ
ベルダーデ山口（宮本治代表）は周南市を拠点としており、
２年連続６回目の全国大会出場となります。

7/24 世界ベテラン卓球で金・銀メダル
　アメリカ・ラスベガスで開催された第１９回世界ベテラン卓
球選手権大会・女子ダブルス（８０～８４歳の部）で、原田哲子
さん（市内新庄・写真中央）が見事優勝、女子シングルスでも準
優勝し、市卓球協会・神崎哲夫理事長（写真左）と市役所を訪れ、
市長に世界一を報告しました。原田さんは「元気な限り次の大
会も出場し、優勝を目指したい」と２年後の次回大会を見据え
て抱負を述べました。

7/27 囲碁で全国大会に出場
　松永一穂さん（柳井小６年・琴石囲碁クラブ所属）が囲碁県
大会小学生の部で優勝。第３９回文部科学大臣杯少年少女囲
碁大会（7/31 ～ 8/1・日本棋院東京本院）への出場を決め、
市長に報告しました。松永さんは「全国では強い人ばかりな
ので、まずは１勝を目標に。力を尽くしてがんばりたい」と
意気込みを語りました。
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採用試験・採用職員数
（平成２９年４月２日～３０年４月１日）　　　　    　  （人）

試験
区分 職種等 採用

予定
申込
者

１次試験 ２次試験 採用
者合格者

（受験者）
合格者

（受験者）

行政職
上級試験
大学卒業程度 5 45 13（36） 6（13） 3

社会人経験者等 3 25 7（21） 2（ 6） 2

土木
技術職

上級試験
大学卒業程度 2

3 1（ 2） 1（ 1） 1

中級試験 短大・
高専卒業程度 1 0（ 1） 0（ 0） 0

社会人経験者等 2 5 3（ 5） 1（ 3） 1

建築士
建築士 2 0 0（ 0） 0（ 0） 0
社会人経験者等 2 1 1（ 1） 1（ 1） 1

保健師 保健師 2 3 2（ 3） 2（ 2） 2
保育士 保育士 1 12 6（12） 2（ 6） 2

計 19 95 33（81） 15（32） 12

退職職員数（２９年度）／１３人

退職者の再就職者数（３０年４月１日現在）／３人
※退職時に部長級の職員で、営利企業等に再就職した人数

部門別職員数（各年４月１日現在）　　　　　　    　 （人）

区分 部門 H29 H30 対前年増減

一般行政
部門

議会 5 5
総務 71 72 1
税務 21 21
民生 48 48
衛生 30 33 3
労働 1 1
農水 31 31
商工 8 8
土木 27 26 △ 1
計 242 245 3

特別行政
部門

教育 38 37 △ 1
消防 2 2
計 40 39 △ 1

計 282 284 2

公営企業等
会計部門

水道 11 10 △ 1
下水道 9 9
その他 14 14

計 34 33 △ 1
合　計 316 317 1

再任用職員の在職（各年４月１日現在）  　  （人）

区分 H29 H30 対前年増減
常勤勤務 9（ 4） 11（ 6） 2
短時間勤務 11（ 5） 12（10） 1

（　）内は任期を更新した職員数

職員数の推移（再任用常時勤務職員を含む）

一般行政職の級別職員数（３０年４月１日現在）
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
７級 部長・部次長級 11 人 4.2％
６級 課長級 27 人 10.2％
５級 課長補佐級 41 人 15.6％
４級 主査・出張所長 112 人 42.4％
３級 主任級 23 人 8.7％
２級

職員
27 人 10.2％

１級 23 人 8.7％
計 264 人 100.0％

※市の行政職給料表は、国の行政職俸給表（一）の１～１０級
のうち、１～７級を採用。

人件費（２９年度普通会計決算）
住民基本台帳
（H30.3.31）

歳出額
Ａ（千円）

実質収支額
（千円）

人件費※
B（千円）

人件費率
（B/A）

32,311 16,222,878 200,113 2,554,182 15.7％
※人件費は特別職に支給される給料、報酬を含む。

職員給与費（30 年度一般会計予算）

職員数
Ａ

給与費（千円）

給料 職員手当 期末・
勤勉手当 計 Ｂ １人あたり

（B/A）
281 人 1,128,699 187,338 436,738 1,752,775 6,238
※職員手当に退職手当は含まず。給与費は当初予算計上額。

平均給料月額・平均年齢（３０年４月１日現在）

一般行政職
平均給料月額 平均年齢
336,934 円 ４５歳６月

初任給（３０年４月１日現在）
区分 初任給 採用２年経過日給料額

一般
行政職

大学卒 179,200 円 191,100 円
高校卒 147,100 円 155,500 円

経験年数別・学歴別平均給料月額（３０年４月１日現在）

区分
経験年数

１０年 １５年 ２０年
一般
行政職

大学卒 264,900 円 321,700 円 350,700 円

高校卒 該当年齢者なし
※経験年数：卒業後、直ちに採用され、引き続き勤務している

場合の採用後の年数

柳井市の人事行政
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、

概要をお知らせします。

●問い合わせ　総務課　☎�２１１１内線 433

315

320

325

330

26 27 28 29 30（年）

（人）
328

323

318
316

317
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職員手当（３０年４月１日現在）

名称 区分 柳井市 国

期末手当
・

勤勉手当
※

支給月数 期末 勤勉 期末 勤勉

６月期 1.225
（0.650）

0.900
（0.425）

同左１２月期 1.375
（0.800）

0.900
（0.425）

計 2.60
（1.45）

1.80
（0.85）

退職手当

支給月数 自己都合 定年
応募認定

自己
都合

定年
応募
認定

勤続２０年 19.6695 24.586875

同左

勤続２５年 28.0395 33.27075
勤続３５年 39.7575 47.709
最高限度額 47.709 47.709

その他
加算措置

定年前早期退職特例
措置（２～ 45％加算）

名称 区分 柳井市 国

扶養手当
（月あたり）

①配偶者②子 ①6,500円②10,000円
同左

③その他 ③6,500円 / 人

住宅手当
（月あたり）

①借家

①家賃 23,000円以下
→家賃 -12,000円
　家賃 23,000円超
→（家賃 -23,000）÷ 2
　+11,000円　
　［最高 27,000円］

同左

②持ち家 ② 3,000円 ②－

通勤手当
（月あたり）

①交通機関利用
　（支給限度額）① 55,000円 ①同左

②交通用具利用
　（距離制） ② 2,000 ～ 31,600円 ②距離区分が

　一部異なる
※職務上の段階、職務の級などによる加算措置あり。（　）内は

再任用職員の支給月数。
名称 内容

時間外
勤務手当（H29）

支給総額 55,513 千円

職員１人あたりの支給年額 190 千円

特殊勤務
手当（H29）

職員全体に占める手当支給
職員の割合 9.2％

支給対象職員１人あたりの
平均支給年額 101,830 円

手当の種類 10

代表的な手当の名称
福祉主事手当
税務外勤手当
土木現業従事手当

特別職の報酬等（３０年４月１日現在）
区分 給料・報酬月額 期末手当等

市長 783,000円 ６月期 2.125 月分

副市長・参与 616,500円 １２月期 2.275 月分

教育長 553,500円 計 4.4 月分

議長 425,000円 ６月期 1.575 月分

副議長 366,000円 １２月期 1.725 月分

議員 325,000円 計 3.3 月分

※給料：市長・副市長・参与・教育長、報酬：議長・副議長・
議員

※市長・副市長・教育長の給料は平成２１年１０月１日から、
参与の給与は平成２９年１０月１日から１０％減額しており、
減額後の金額を記載。

勤務時間等
　勤務時間／8:30 ～ 17:15、休憩時間／12:00 ～ 13:00

有給休暇（２９年１月１日～１２月３１日）
　平均取得日数：8.1 日

育児休業の取得（２９年度）：５人

介護休暇の取得（２９年度）：０人

分限処分者（２９年度）：１人（休職）

懲戒処分（２９年度）：0 人

営利企業等従事制限の許可（２９年度）
　申請：０件、承認：０件

研修受講状況（２９年度）
区分 研修数 受講者数 内容

階層別研修 7 件 70 人 山口県ひとづくり財団

特別研修 36 件 156 人 山口県ひとづくり財団、山口
県建設技術センターなど

派遣研修 3 件 3 人 市町村アカデミー、国際文化
アカデミーなど

計 46 件 229 人

人事評価
全職員を対象とした人事評価（能力・業績評価）を実施（評
価期間４月１日～翌年３月３１日）。

公務災害の認定（２９年度）
　公務災害４件

勤務条件に関する措置の要求（２９年度）：０件

不利益処分の不服申立て（２９年度）：０件

健康管理（２９年度）
区分 内容 実施状況

定期健康診断
（法定） 血液検査、胸部エックス線撮影等 131 人

人間ドック 198 人

その他の検診 生活習慣病検診、Ｂ型肝炎抗体検査 167 人

健康相談 血圧等測定、その他相談 6 人

健康講座 「新しいがん検診 アミノインデック
ス・人類の感染症の歴史」 19 人

福利厚生（２９年度）
区分 内容 実施状況

慶弔事業 リフレッシュ休暇取得助成 11 件

元気回復事業
柳井まつり花傘おどり参加 29 人

山口県市役所職員親睦体育大会 55 人

貸付事業 5 件
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しらんぷり　それもいじめの　はじまりだ

やまぐちフラワーランド
イベントガイド
❖…要予約　❖…10:00-15:00 随時受付

■山口ゆめ花博連携 「たねダンゴづくり」 （無料）
◦9/2㊐まで毎日開催！
　午前の部 10:00-12:00, 午後の部 13:30-15:30
　平日：各回先着１０人、㈯㈰㈷：各回先着１５人

■サマーフェスタ　◦8/11㈷� -15⺢

❖ポーセラーツ体験　8/11㈷� ,12㊐
❖オリジナルキーホルダー制作体験「レジンでキラキ

ラキーホルダーを作ろう」　8/11㈷� ,12㊐
❖押し花クラフト体験　8/13⺼ ,14㊋
❖ジェルキャンドル体験　8/14㊋ ,15⺢
❖初開催 「ヨガ体験教室」初めての方も大歓迎（要予約）
　8/15⺢ ① 10:30-12:00 ② 13:30-15:00

■ハーバリウム体験
◦8/19㊐ 10:00-15:00　

■ハワイアン＆フラ
　　サマーフェスタ in フラワーランド
◦8/26㊐ 13:00-15:30　
　長崎、福岡、広島、山口 4 県が交流
　ウクレレの演奏とフラダンスをお楽しみください。

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

32,171 人

（前月比 41人減）
　男性 15,032 人

　女性 17,139 人

　15,744世帯

7/31
現在

☎�１１８７

やないの維新１５０年 連載コラム ④

幕末の長州藩をリードした浦
う ら

靱
ゆ き

負
え

～多くの志士を輩出した阿月の克己堂～

　「太平の眠りをさます上喜撰 たった四杯で夜も寝

られず」皆さんよくご存じのとおり、嘉永６年（1853）

米国のペリー率いる黒船艦隊が江戸湾に侵入して開

国を要求した時の慌てぶりを、上質の茶にからめて

詠んだ狂歌です。やすやすと江戸湾侵入をゆるして

しまった幕府は、にわかに国防計画を策定し、江戸

湾の入り口にあたる要衝の三浦半島の警備を長州藩

に命じます。日本を揺るがす緊急事態にあたり、江

戸藩邸の最高責任者として指揮をとったのが、阿月

の領主であった浦
う ら

靱
ゆ き

負
え

です。

　阿月の浦家に養子となった靱負は大借金を抱えて

いた家計を立て直し、屋敷内に「克
こ っ

己
き

堂
ど う

」と称する学

校を創るなど、見事な領内経営を行います。藩主敬

親が臨席した萩の演習において浦家軍の強壮な武威

を示したことをきっかけ

にして藩主の側近に取

り立てられ、巧みな行政

手腕によって藩の重鎮

に登りつめます。江戸や

萩で、晩年まで藩政の舵

取りをしました。

　江戸近海の海防に腐心した靱負は、兵員と武器の

充実が必要と考えて、阿月の克己堂への入校者を家

臣に限定せずに庶民にも開放し、文武両道の研鑽を

させました。また、外国の戦艦に対峙するために蒸

気船をも造りました。

－次回は１０月１１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

阿月克己堂の門

増　転入　  64人
　　出生　  19人
　　その他  0人
減　転出　  69人
　　死亡　  54人
　　その他  1人

９月のけんけつ （400ml）

４日㈫ 9:30 ～ 11:45 柳井市役所
13:00 ～ 16:00 　　〃

１２日㈬ 9:30 ～ 11:00 中国電力㈱柳井営業所
13:00 ～ 14:00 坂本病院
15:00 ～ 16:00 旧余田出張所

２３日㈰ 10:00 ～ 12:00 ゆめタウン柳井
13:15 ～ 16:00 　　〃

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０
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どうしたの？　やさしくこえかけ　みななかま

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、8/31㊎
　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）
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ゴビ・・・・・・・・・・ ディオン・レナード 
シルバー川柳入門・・・・・・・・ 水
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野
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タケシ

■一般書（大畠図書館）

ウドウロク・・・・・・・・・・・ 有
う

働
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由
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美
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子
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雲の果
はたて
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枝　裕
ひろ　かず
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若旦那のひざまくら・・・・・・・ 坂
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希
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子
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田
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■児童書（柳井図書館）

あのねあのね・・・・・・・・ えがしらみちこ
おしらさま・・・・・・・・・・・ 柳

やなぎ

田
だ

　国
くに

男
お

はなびのひ・・・・・・・・・・ たしろちさと
人の心に木を植える・・・・・・・ 畠
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山
や ま

　重
しげ

篤
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疾風の女子マネ！・・・・・・・・ まはら三
み

桃
と

編集後記
　今年は異常に暑いなあと感じていましたが、実際
は７月２４日に最高気温 35.0℃を記録したものの、
柳井の観測史上の最高気温2010年８月の36.5℃に
迫るほどではないようです。職場のお天気おじさん
が以前、「柳井は猛暑日が少なく過ごしやすい」と話
していたことを思い出しました。しかしながらやは
り、暑いものは暑いです。（三浦）

表紙写真の説明
　サザンセト伊保庄マリンパーク
の海開きの様子です。この日は柳
井南保育所と若葉保育園の園児が
初泳ぎを楽しみました。この広報
の発行日ごろにはお盆が近づいて
いますが、まだまだ泳げるのでは
ないでしょうか。

台風にご用心
今年も台風シーズンを迎えます。被害に遭わないた
めに、次のことに気をつけましょう。

■台風の接近に備えて 
○窓や雨戸は鍵をかけ、必要に応じて補強しましょう。

○側溝や排水溝の水はけをよくしておきましょう　

○風で飛ばされそうなものは、固定したり、家の中
に格納しましょう。

○非常持ち出し品、飲料水等を日頃から準備してお
きましょう。

○普段から家族で連絡方法などを話し合い、避難経
路や落ち合う場所などを確認しておきましょう。

○気象台等が発表する台風情報
など、最新の気象情報をこま
めに確認しましょう。

■災害の発生が予想されるときは 
○危険を感じたり、市町からの避難勧告や避難指示
があった場合は、あわてず速やかに避難しましょう。

○避難の前には、必ず火の元を確認しましょう。

○避難の際は軽装で、持ち物は最小限にして、リュッ
クサックなどを使用し、両手を自由に使えるよう
にしておきましょう。

㊎
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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

　8/13 の金魚ちょうちん祭りを前に、白壁の町並みや
麗都路通りに金魚ちょうちん約2,500個が飾られました。
作業には市民ボランティアや柳井商工会議所職員、市職
員ら約５０人が参加し、炎天下の中、一つ一つちょうち
んを取り付けていきました。（上写真はボランティアとし
て参加した柳井商工高校の生徒らが軒先にちょうちんを
取り付ける様子）

7/25 
街中に金魚ちょうちんを装飾
－夏の風物詩・金魚ちょうちん祭り近づく－

アンゲロニア  ゴマノハグサ科・多年草

　秋ごろまで次々と花を咲かせ長く楽しめる花で
す。小さな花を咲かせ、花色は紫やピンク、白な
どがありとてもさわやかです。また、暑さや日差
しに強いので夏の花壇におすすめです。フラワー
ランドでは、花壇に最適な「セレナ」と、寄せ植え
にも使えるコンパクトな「セレニータ」の 2 種類を
フラワーガーデンに約 8,500 本植栽しています。

※イベントガイドを２６ページに掲載しています。


