
市民の力で支えあい、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井10

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
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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！
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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　☎㉓１１９０

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


