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平成３０年度 柳井市功労者表彰
１１月２１日㈬、柳井市役所で平成３０年度柳井市表彰式を挙行し、柳井市の発展に
功績のあった個人と団体を表彰します。本年度の市功労者は、次の方々です。
●問い合わせ　総務課　☎㉒２１１１内線 430
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ヤヱ子 さん　９０歳

　昭和３９年から平成２６年までの永きにわたり、柳井市少年補導員として地域の巡
回指導などを行われたほか、昭和３９年から現在に至るまで、柳井市更生保護女性会
の会員として、平成１０年からは同会副会長として、青少年の非行防止活動と健全育
成の推進に尽力されています。また、昭和５８年から２１年間、民生委員・児童委員
として地域住民の相談・支援を行うなど、地域福祉の向上に寄与されました。
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 識
し き

 さん　８５歳

　昭和５７年から現在に至るまで、公益財団法人僧月性顕彰会理事として、講演や関
連史跡の説明案内など、幕末の勤王僧『月性』の顕彰活動に尽力されています。『月性』
の功績を書籍にまとめるなど、郷土史の研究と継承に寄与されています。
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 さん　８４歳

　昭和５５年から３１年間の永きにわたり、余田地区婦人会長を務められ、婦人会事
業を通じて社会教育活動に積極的に取り組まれるなど、婦人会活動の振興、社会教
育の普及、充実に尽力されました。また、昭和５５年から柳井市連合婦人会副会長を、
平成２４年から３年間は同会監査を務められるなど、市内の単位婦人会の連絡協調、
男女共同参画社会の構築に寄与されました。
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 さん　７４歳

　昭和４５年から現在に至るまで、柳東小学校、余田小学校、平郡西小学校、余田中
学校、伊陸中学校及び平郡西中学校の学校歯科医として学校保健活動の推進に尽力
されています。また、歯科医の専門性を生かし、口腔衛生の推進や保健指導、健康
相談等に取り組まれるなど、地域医療の向上に寄与されています。
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 さん　７４歳

　昭和５０年から現在に至るまで、柳井小学校、伊保庄小学校、新庄小学校、柳井南
小学校及び柳井中学校の学校医として学校保健活動の推進に尽力されています。ま
た、小児科医の専門性を生かし、市内の幼児や児童生徒の保健指導、健康相談等に
取り組まれるとともに、平成１０年から４年間、柳井医師会副会長を平成１６年から
４年間、柳井医師会議長を務められるなど、地域医療の向上に寄与されています。



3広報やない　2018.11.8

柳井市の１００年企業

激動の時代を経て今に
　受賞者の皆さんからは、今回の表彰

が自社の歴史を調べたり、曾祖母から

聞いた昔話を思い出したり、先代の営

みを紐解くきっかけになったという言

葉をいただきました。

　幕末の動乱の最中、船で仕入れに

行っていた京都では、町中に一歩も出

ずに問屋さんの蔵の中で過ごし、柳井

でも幕府軍から町を守るため、当主が

竹やりをもって港まで出ていったとい

うお話や、第２次世界大戦中、一時的

に柳井を離れ中国天津で事業を続けら

れたお話などがありました。それぞれ

の事業者が激動の時代を生き抜いて今

日に至っています。

地域やお客様へ感謝の気持ち、
商売への思い
　また、受賞者の皆さんが一様に話さ

れたのは、「商売への思い」や「地域・先

代・お客様・従業員への感謝の気持ち」

です。

　「100 年を超えて商売を続けられて

いることが幸せ」「商売の楽しさを広

めたい」「後継者がいなくても、よそ

から引っ張って来てでも商売を続けた

い」といった商いへの思い。「地域へ恩

返しをしたい」「お陰様で創業から現

在まで同じ場所で同じ仕事をさせてい

ただいている」といった地域への感謝。

「ご先祖様は命がけで町や家を守って

くださった」「毎日こつこつと働くこ

となど先代からの教えを守ってきたか

らこそ今がある」といった先代への感

謝。「たくさんのお客様に支えていただ

いた」「一緒になって会社を支えてく

れた社員のお陰」といったお客様や従

業員への感謝。努力した店でさえも消

えていく今の時代にあって、１００年を

超える長きにわたり商売を続けて来ら

れた原動力を垣間見ることができまし

た。

　中小企業白書２０１１では１９８０年か

ら２００９年の３０年間に設立された中

小企業の２０年生存率は、約５０％とあ

ります。激動の時代に会社を興し、事

業を継承してこられたのは、時代の変

化に対応し、労を惜しまず、毎日の積

み重ねがあってのことだと思います。

企業名 創業年 企業名 創業年

あさひ製菓㈱ 大正６年 大上建設 明治後期

大空商店 明治４５年 小河呉服店 明治３３年

かどや帽子店 明治４５年 金田染物店 明治４０年

㈲木阪賞文堂 明治２７年 ㈱小林佛壇製作所 明治１１年

重枝醤油醸造場 明治２３年 重原金物店 明治３０年

㈲青風社（尾林呉服店） 江戸中期 ㈲武居百貨店 明治３５年

㈱玉野井 明治７年 ひがしや菓子店 弘化２年

㈱ヒロシゲ 明治４１年 松重酒店 明治元年

㈲松本製麺所 明治４０年 宮本薬局 明治３２年

㈱村岡時計店 明治３９年 ㈱柳井グランドホテル 大正４年

㈲山中 明治３８年 ㈱萬屋材木店 宝永元年

特集

平成２９年度 表彰企業

　様々な困難を乗り越え、１００年を超える長きにわたり伝統の技術や事業を継承して、本市

の発展に寄与し続けてきた事業者を、多くの市民の方々に知っていただきたいという思いで、

本事業を創設しました。本年２月の表彰式では、大正６年１２月３１日以前に創業された２２

社を表彰しました。創業から３００年を超える歴史を有する事業所もあり、まさにこの２２社は

「商都柳井」を築き、受け継いでこられました。

●問い合わせ　商工観光課　☎㉒２１１１内線 360
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あさひ製菓株式会社（大正６年創業）

大上建設
（明治後期創業）

大空商店
（明治 45 年創業）

小河呉服店
（明治３３年創業）

かどや帽子店
（明治４５年創業）

金田染物店
（明治４０年創業）

有限会社木阪賞文堂
（明治２７年創業）

株式会社小林佛壇製作所
（明治１１年創業）

重枝醤油醸造場
（明治２３年創業）

重原金物店
（明治３０年創業）

有限会社青風社（尾林呉服店）
（江戸中期創業）

有限会社武居百貨店
（明治３５年創業）

株式会社玉野井
（明治７年創業）

柳井市の１００年企業
－平成２９年度表彰企業－



5広報やない　2018.11.8

ひがしや菓子店
（弘化２年創業）

株式会社ヒロシゲ
（明治４１年創業）

松重酒店
（明治元年創業）

有限会社松本製麺所
（明治４０年創業）

宮本薬局
（明治３２年創業）

株式会社村岡時計店
（明治３９年創業）

株式会社柳井グランドホテル
（大正４年創業）

有限会社山中
（明治３８年創業）

株式会社萬屋材木店
（宝永元年）

創業１００年企業を募集します
　市内で１００年以上にわたり伝統の技術や事業を守り継承することで、

本市の経済発展に貢献し、かつ他の企業の模範となってきた「長寿企業」

を募集・表彰します。

○対象企業

　市内に主たる事業所を有しており、以下の①②のいずれかの要件を満

たす企業

①下記の対象業種で１００年以上（大正７年以前の創業）にわたり営業を継

続している。

②①と同様の業歴を有して、家業の理念を受け継いでいる。

○対象業種

　建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、

保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業（風営法に規

定する業種を除く）、生活関連サービス業・娯楽業（風営法に規定する

業種を除く）

○募集期間　平成３０年１１月８日㈭～３０日㈮

●申請・問い合わせ

　申請書類（商工観光課備付、同課 HP からダウンロード可）を提出して

ください。

　商工観光課　☎�２１１１内線 360
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みんなおいでよ !
平成３１年度  保育所（園）・幼稚園新入園児募集
保育所（園）の
認定申請・入所（園）手続き
■新規入所・転園希望の人
　市に保育の必要性の認定申請と保育
所の利用を申し込んでください。入所
選考は申込の先着順ではなく、保育の
必要性の高い順となります。
○申込期間　１２月３日㈪～平成３１

年１月３１日㈭
○申込場所
　市社会福祉課・各保育所
■継続入所希望の人
　各保育所で配られる現況届を提出し
てください。
○提出期間　各保育所の指定日まで
○提出場所　各保育所
■現在育児休業中の人
　育児休業明けの保育所を利用すると
きは入所予約が必要です。詳しくはお
問い合わせください。
●問い合わせ
　市社会福祉課
　☎�２１１１内線 187,188

市立 柳井南保育所
所伊保庄・小野下前
☎�００３０, 定６０人
平日 7:00-19:00, 土 7:30-17:00
　「保育所、好き !」元気いっぱいの子
どもたちの姿に、地域の方々にも笑顔
が広がります。海や山が近く、自然と
人情豊かな場所にある保育所です。主
体性を大切にした「やりたい」「あそび
たい」子ども時代だからこそできる経
験がいっぱいです。

市立 大畠保育所
所神代・中筋
☎�２６１９, 定６０人
平日 7:00-19:00,土 7:30-17:00
　自然に囲まれ、地域を含む大人たち
の豊かな愛情の中で健やかに育つ子
どもたち。「やってみよう！」「みんな
と一緒って楽しいね！」自分や周りを
認める子どもの心の育ちと遊びを大切
に、皆さまの子育てを支えます。

ルンビニ保育園
所柳井・片野西
☎�１０７８, 定１００人
平日 7:00-19:00,土 7:00-18:00
　「遊ぶの大好き ! 友だちが好き ! そし
て自分も大好き !」そんな子どもに育っ
て欲しいと願っています。多くの人に
支えていただきながら、感謝する心と
思いやりの心を育み、一人ひとりの良
さが輝く保育をめざしています。

ルンビニ第二保育園
所柳井・白潟西二
☎�９９００, 定１００人
平日 7:00-19:00,土 7:00-18:00
　目の前の一歩に全力で！倒れこんで
背中に感じた芝の感触。見上げた空の
色。心が動けば身体は動く！完成した
人工芝で思い切りジャンプ。①身体を
使うこと②頭を使うこと③人とかかわ
ること。この３つの“大好き”に取り組
んでいます。

放光保育園
所柳井・土手
☎�３０７６, 定９０人
平日 7:00-19:00,土 7:20-18:00
　子どもたちの「やってみたい」という
気持ちを大切にし、多くの経験をし
ていく中で、子どもの心を育てていき
たいと思います。日曜・祝日がお忙
しいご家庭のための休日保育（8:30 ～
17:00）も行っています。

若葉保育園
所柳井・下馬皿
☎�１１７８, 定１１０人
平日 7:00-19:00, 土 7:00-18:00
　たくさんの友達・絵本・運動遊び等
を通して、子ども達の好奇心をくすぐ
る保育をしています。「食う・寝る・遊
ぶ」を大切にすることで、子どもの情
緒が安定し、学ぶ意欲と生きる力が育
ち、保護者も子どもも職員も笑顔いっ
ぱいで過ごしています。

羽仁保育園
所柳井・西向地
☎�２６２５, 定６０人
平日 7:00-19:00,土 7:00-18:00
　のびのび楽しみのびのび成長、毎日
全力いたずらっ子 ! 縦割り保育で年齢
の異なる子どもたちが、兄弟姉妹のよ
うにふれ合い助け合い、笑顔いっぱい
の保育園。子どものそのままを包みこ
む温かく柔らかな空間です。

伊陸保育園
所伊陸・藤の木
☎�０８２５, 定３０人
平日 7:00-19:00,土 7:00-18:00
　豊かな自然の中で子どもたちはのび
のびと明るく園生活をおくっています。
戸外活動では体力作りにも取り組んで
います。子育て支援センターは地域交
流、意見交換の場としても充実してい
ます。気軽に足をはこんでください。

ひづみ保育園
所日積・大原
☎�９４２８, 定２０人
平日 7:00-19:00,土 7:00-18:00
　豊かな自然に囲まれ、子どもたちは
五感をいっぱい働かせて遊び、驚きと
発見の毎日です。日々の気付きを大切
にした保育を行っています。「楽しい !
大好き ! 保育園」。支援センター、児
童クラブも開設しています。

新庄保育園
所新庄・下富尾
☎�０４９１, 定６０人
平日 7:00-18:30,土 7:00-18:00
　四季折々の自然にふれながら、のび
のびと過ごせる保育園です。「思いやり
の心」「ありがとうと感謝する心」「生
命の尊さに手を合わせて感謝する心」
を育みながら、一人ひとりの子どもの
成長を見守り、楽しく保育活動をして
います。
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余田保育園
所余田・小平尾
☎�２４１０, 定６０人
平日 7:00-19:00,土 7:00-18:00
　「えがおあふれる 遊びの天才」。小さ
な発見や「できた !」という子どもの思
い、成長の芽を大切にしています。保
護者の方と一緒に、お子様の成長を共
感できる日を楽しみにしています。

幼稚園の入園手続き

　各幼稚園で申込期間や保育料等が違
いますので、直接、園に問い合わせて
ください。
○申込期間　定員に達するまで随時
○申込場所　各幼稚園
●申込・問い合わせ
　各幼稚園

柳井幼稚園
所柳井・姫田
☎�０４１８, 定１７５人
平日 8:30-14:30（16:30 まで延長可）
土 8:30-11:30（第 1,3,5 自由登園）
　小高い丘の上にある自然豊かな幼稚
園。そこで過ごす子どもたちには明る
く思いやりのある子に育ってほしいと
願っています。子どもの個性を大切に
し、日々の遊びや絵画造形教室、お話
し会などで、心豊かな育ちを支えます。

柳美幼稚園
所柳井・山根
☎�１４３４, 定９０人
平日 8:00-14:30（17:00 まで延長可）
　子どもたち一人ひとりを温かいふれ
あいと愛情の中でじっくりと見つめな
がら、共に喜び、共に考えていくこと
を大切にする幼稚園です。いつも子ど
もたちの明るい笑顔があふれ、元気
いっぱいにのびのびと過ごしています。

児童クラブ入会希望者を募集
児童クラブは日中、保護者が就労などで自宅にいない家庭の小学校児童
を預かる施設です。平成３１年度に入会する児童を募集します。

○利用対象　小学校１～６年生の児童

○開設日時（一部のクラブでは時間帯の異なる場合あり）

　学校のある平日／授業終了後～ 17:00

　土曜日（要登録）・長期休み／ 8:00 ～ 17:00

※１７時までに迎えが困難な家庭と認められる場合は１８時１５分まで延長可

○休み

　㈰㈷、年末年始（12/29 ～ 1/3）、盆（8/13 ～ 16）

○利用料金（月額）

　平日のみ：3,000 円、平日と土曜日：4,000 円

※おやつ代（実費）が別途必要です。詳しくは各申込先に問い合わせてください。

○申込期間　１２月３日㈪～平成３１年２月２２日㈮

○申込方法・入会決定　

▼期日までに各申込先に所定の入会申込書を提出してください。

▼入会は先着順ではなく、書類審査で決定します。希望者多数のときは入会で

きない場合がありますのでご了承ください。

▼入会の審査結果は平成３１年３月１１日㈪までに通知します。

○場所・定員等

クラブ名 所在地 定員
（人）

対象
学校区 申込・問い合わせ

柳井児童クラブ 柳井小敷地内 110 柳井小 市社会福祉課
☎�２１１１内線 188

新庄児童クラブ 新庄小敷地内 80 新庄小 　　〃

柳東児童クラブ 柳東小敷地内 70 柳東小 　　〃

小田児童クラブ 伊保庄北
文化会館 20 小田小 　　〃

柳井南児童クラブ 柳井南保育所 10 柳井南小 柳井南保育所
☎�００３０

大畠児童クラブ 大畠小敷地内 40 大畠小 大畠児童クラブ
☎�２４４０

若葉児童クラブ 若葉保育園 25 柳北小 若葉保育園
☎�１１７８

余田児童クラブ 余田保育園 15 余田小 余田保育園
☎�２４１０

伊陸児童クラブ 伊陸公民館内 20 伊陸小 伊陸児童クラブ
☎ 090-8244-1782

ひづみ児童クラブ ひづみ保育園 20 日積小 ひづみ保育園
☎�０４２８

　各幼稚園
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 車両通行止にご協力ください
 

 

シャトルバス

 ９時～１７時
１５分おき

南浜グラウンド臨時駐車場

 JR柳井駅

⑥

本部

▲7：00～17：00 ▲9：30～15：15 ▲9：30～17：00

交通規制区域と時間

白壁の町並み

有料Ｐ有料Ｐ

臨時Ｐ臨時Ｐ

柳井小
グラウンド

ＰＰ 臨時Ｐ臨時Ｐ

ＰＰ

柳井市立図書館バタフライアリーナ
アクティブやない

市文化福祉会館

町並み資料館

有料Ｐ有料Ｐ

無料駐車場

有料駐車場

ＰＰ

柳井中グラウンド・市役所・
南浜多目的グラウンドにも
臨時Pあり

柳井市商工会館

 

 

 

■花傘おどり  12:30-14:10
　柳井商工会館前～本橋～サンビームやない手前

■子どもみこしパフォーマンス　10:30-11:00
　柳井商工会館前～オルゴールの館

■特別企画１　やないパンマルシェ
　10:00-15:00（雨天決行・荒天中止）
　・本橋北側特設会場（右上図⑨）
　初開催。マルシェならではの“出会いと発見”がテーマ。

■特別企画２　柳井青年会議所６０周年へのあゆみ
　JCクイズ＆綿菓子パフォーマンス
　10:00-15:00・Bami 横駐車場
　なつかしい綿菓子がアートの世界に。クイズに答えて柳井

まつりオリジナル綿菓子をゲットしよう（数量限定）。

■特別企画３　第１回やない BINGO （871 枚限定）
　14:40-15:30・本橋北側特設会場（右上図⑨）
　ビンゴに参加して柳井の特産品をゲットしよう。ビンゴカー

ドの配布時間は 10:00-14:00（お祭り広場案内所で配布）

出展など（右上図①～⑫）
①市文化福祉会館（授乳室あり）
　／柳井まつり協賛花展「花あそび」、手芸展、アマチュア

無線局、ココロとカラダを元気に（歪みチェック・無料）、
金魚ちょうちん柄エコバッグ作りと金魚水族館ミニ

②バタフライアリーナ（授乳室あり）
　／各種展示、体験、相談コーナー　
③バタフライアリーナ駐車場／農林水産業展、福祉の市
④アクティブやない（授乳室あり）
　／シルバー生きがい展、癒やしのひととき・県民公開講座、

柳井まつり協賛歌唱発表会

⑤白壁ふれあい広場／献血バス
⑥柳井市立図書館／子ども読書感想文・感想画展
⑦やない西蔵
　／機織り体験、藍染体験、金魚ちょうちん製作体験
⑧白壁通りエリア
　／白壁江戸祭（白壁おなんど塾、白壁とりもの帖、市内小中

学生の作品展示、矢場ゲーム、射的ゲーム、手裏剣ゲーム）
⑨お祭り広場
　／各種ステージ披露、やない大福もちまき、ゲームコー

ナー、屋台村、LP ガス・ガス器具展、ふわふわドーム、
花の苗の無料配布

⑩町並み資料館周辺エリア
　／パラソルショップ、安心・安全フェア（パトカー展示、

はしご車体験搭乗、自衛隊車両展示など）、音楽ステージ、
ちびっこ三輪車レース

⑪商工会館周辺エリア
　／豊笑家おもしろ市場（G（地元）級グルメ屋台）、柳井地区

広域消防音楽隊演奏
⑫しらかべネット子ども広場
　／ちびっこ屋台、ステージイベント、体験コーナー

柳井

無料送迎（シャトルバス・ジャンボタクシー）
▼南浜多目的グラウンド ⇔ JR 柳井駅前
　9:00 ～ 17:00 ／１５分おき
▼ JR 柳井駅前 ⇔ 白壁ふれあい広場
　9:00 ～ 16:00 ／３０分おき

●問い合わせ
　商工観光課　☎�２１１１内線 361

11/23
 祝

まつり

最新情報など詳しくは１１月１８日㈰の新聞折込チラシをご覧ください。

第６３回


