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区　分 １２月 １月 問い合わせ27㈭ 28㈮ 29㈯ 30㈰ 31㈪ 1 ㈷ 2㈬ 3 ㈭ 4 ㈮

窓
口

一般業務・出張所・連絡所 総務課  ☎�2111 内線 434
戸籍の届出等 市民生活課  ☎�2111 内線 162
水道 水道課  ☎�2111 内線 650

施
設
等

サンビームやない ☎�0111
アクティブやない ☎�0081
文化福祉会館 中央公民館  ☎� 0680
やない市民活動センター ☎�3535
バタフライアリーナ ☎�0830
ビジコム柳井スタジアム ☎�1189
FUJIBO 柳井化学武道館 ☎�3383
柳井図書館 ☎�0628
大畠図書館 ☎�2226
大畠郷土民俗資料館
月性展示館 生涯学習・スポーツ推進課
町並み資料館 ☎�2111 内線 331
しらかべ学遊館
白壁ふれあい広場 柳井市観光協会 ☎�3655
やない西蔵 ☎�2490
柳井ウェルネスパーク

☎�0025アクアヒルやない
柳井ウェルネスパーク多目的広場
やまぐちフラワーランド ☎�1187
大畠観光センター 大畠産業振興協会 ☎�2414
ふれあいどころ４３７ ☎�5437
大畠総合センター ☎�3211

▼１２月３１日㈪はごみの持込みができません。  ▼年末年始は通常と収集日・受付時間等が異なる場合があります。
▼「定期収集」に関する問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 165,166

区　分
１２月 １月

備考・問い合わせ
26㈬ 27㈭ 28㈮ 29㈯ 30㈰ 31㈪～3 ㈭ 4 ㈮

定
期
収
集

可燃ごみ
月木収集 通常 臨時 年始は1/4㈮から収集します。

㈪㈭の地区は12/30 ㈰に臨時収集します。火金収集 通常 通常
不燃ごみ・ビン・乾電池 通常 臨時 1/2 ㈬が収集日の地区は12/29 ㈯に臨時収集します。

ペットボトル 通常
※①

通常
※②

通常
※③ 通常 ※①1/1㈫が収集日の地区は12/26㈬に収集します。

※②1/2㈬が収集日の地区は12/27㈭に収集します。
※③1/3㈭が収集日の地区は12/28㈮に収集します。
※④1/1㈫ ,1/3㈭が収集日の地区は12/26㈬に収集

します。

カン・金属類 通常
※①

通常
※②

通常
※③ 通常

古紙 通常
※④

通常
※② 通常 通常

直
接
持
込（
有
料
）

可
燃
ご
み

清掃センター
  （可燃性粗大ごみを
  含む）

通常 通常 通常

時間
変更

8:30
-12:00
13:00
-16:00

時間
変更

8:30
-12:00
13:00
-16:00

通常

年末は大変混雑します。粗大ごみの持ち込みはでき
るだけご遠慮ください。
周東環境衛生組合清掃センター
　☎�２２７０
不燃物処理場
　☎�６３０６

不
燃
ご
み

不燃物処理場
  （不燃性粗大ごみを
  含む）

粗大ごみ戸別収集
（有料・予約制） 通常 通常 通常 通常

年末の戸別収集は12/28㈮まで。1/1,1/2,1/3 が戸
別収集日の地区は 1/4㈮に収集します。
予約／不燃物処理場　☎�６３０６

1/5まで
1/5まで

「まつもと」のみ午前中営業

出生・死亡などの届出は本庁宿直（正面玄関右）へ
故障のときは市指定水道工事協同組合（☎090-9505-1140）へ

年末年始の主な業務の休みは
　　　　 １２月２９日土～平成３１年１月３日木です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ　総務課　☎�２１１１内線 434下表の　　　は休みです。

ごみの収集

主な業務一覧　詳しくはお問い合わせください。（市役所本庁閉庁時の連絡先／☎�２１１６）
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柳井市ロードレース大会開催に
伴う通行止め
ロードレース大会の開催に伴い市
道新庄余田線・農免道路柳井田布
施線の一部区間を一般車両通行止
めとします。ご理解、ご協力をお
願いします。
　なお、この間の柳井ウェルネス
パークへの出入りは市斎苑側から
となります。
日 平成３１年１月１４日㈷ 10:30

～ 12:30
○通行止め区間
 

※選手が通過するときは、車両の
徐行・停止にご協力ください。

問生涯学習・スポーツ推進課
　☎�２１１１内線 335

来春小学校に入学する児童の
就学通知書を送付します
○送付対象　平成３１年４月に小

学校へ入学する児童（１２月３１
日現在の住民登録で作成）

○送付時期　平成３１年１月末
○注意事項
▼住民登録の住所と実際に居住す

る住所が異なる場合、通知書が
届かないことや就学区域が変わ
ることがあります。至急、転居
の手続きをしてください。

▼特別な事情のある場合、早めに
学校教育課へご相談ください。

問学校教育課
　☎�２１１１内線 323

建設工事等の
入札参加資格審査
平成３１・３２年度に発注する建設
工事等の入札参加資格審査の申請
を受け付けます。
○申請者の資格　建設業者、測量

業者、土木関係建設コンサルタ
ント、建築関係建設コンサルタ
ント、地質調査業者、補償関係
コンサルタント

○申請要領・様式
　　http://www.city-yanai.jp/

soshiki/9/sanka31-32.html
○受付期間　平成３１年１月８日

㈫～２月８日㈮
申 問工事監理室
☎�２１１１内線 444

宝くじの助成金で整備しました
（一財）自治総合センターの「コミュ
ニティ助成事業（一般コミュニテ
ィ助成事業）」は、地域社会の健全
な発展と住民福
祉の向上を目的
とした宝くじの
社会貢献広報事
業です。
　平郡西地区コミュニティ協議会
はこの助成を受け、ベンチ、ワイ
ヤレスアンプ、発電機、カラーレ

ーザープリンター等を購入しまし
た。今後、イベントや講演など地
区のコミュニティ活動で広く活用
されます。
問地域づくり推進課
　☎�２１１１内線４６１

体育施設使用調整会議を
開催します（事前提出書類あり）
平成３１年度中に大会等で対象施
設の使用を希望する団体は必ず出
席してください。
■南浜・ウェルネスパ－クテニスコ

－ト、FUJIBO柳井化学武道館
日２月６日㈬ 18:30 ～
　※武道館 19:30 ～
場 FUJIBO柳井化学武道館会議室
■ビジコム柳井スタジアム、南浜・

小田浜・大畠グラウンド
日２月７日㈭ 18:30 ～
場 FUJIBO柳井化学武道館会議室
■バタフライアリ－ナ（市体育館）
日２月１３日㈬ 18:30 ～
場バタフライアリ－ナ会議室
問事前の提出書類・期限等は各施

設にお問い合わせください。
▼生涯学習・スポ－ツ推進課
　☎�２１１１内線３３５
▼バタフライアリ－ナ
　☎�０８３０／㈱ビ－クル－エッセ
▼ FUJIBO 柳井化学武道館
　☎�３３８３／柳井ビル美装（株）
▼ウェルネスパ－クテニスコ－ト
　☎�００２５／ミズノスポ－ツサ－

ビス㈱

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）

１１月発生状況 8 0 10

累
計

平成３０年 108 3 139
前年対比 -30 -2 -39

平成３０年１１月３０日現在

斎苑
ウェルネスパーク

フラワー
ランド

▼通行止め区間
市
道

法
師
田
線

市
道

坂
本
線
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家屋調査にご協力ください
対市税務課または県税事務所の家

屋調査が済んでいない次の人
　／平成３０年１月１日から１２月

３１日までに▼新築、増築をし
た人▼家屋の一部または全部を
取り壊した人

○連絡期限　平成３１年１月３１日
㈭／調査日程を調整するため早
めにご連絡ください。

申 問税務課
☎�２１１１内線 135,136

就学支度金などを貸し付けます
県は母子・父子・寡婦家庭に、各
種資金を貸し付けています。
○内容・申込期限等　
▼就学支度資金（入学金等）
　・平成３１年１月３１日㈭
▼修学資金（授業料等）
　・２月２８日㈭
▼修業資金特別（自動車運転免許

取得費用）・就職内定の高校３
年生に限る

申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 190

赤い羽根共同募金による
祝い金の申請
対 内１０月１日現在に柳井市民で
以下に該当する人（生活保護受給
世帯を除く）
■非課税世帯
①平成３１年度に小学校へ入学
　／ 10,000 円
②平成３１年度に中学校へ入学
　／ 10,000 円
■児童扶養手当の受給世帯
③平成３０年度に中学校を卒業
　／ 10,000 円
持①②所得課税証明書と対象者の

生年月日を確認できる書類の写

し、印鑑③児童扶養手当証書の
写しと対象者の生年月日を確認
できる書類の写し、印鑑

◯申請期限　平成３１年１月１１日㈮
申 問申請書（市社会福祉協議会備
付）を提出してください。
市社会福祉協議会　☎�３８００

山口県最低賃金の改正
パート、アルバイト等を含めすべ
ての労働者に最低賃金以上の賃金
が支払われなければなりません。
■山口県最低賃金
○発効日　１０月１日
○最低賃金（時間額）　８０２円
■山口県特定（産業別）最低賃金
○発効日　１２月１５日
○最低賃金（時間額）　
▼鉄鋼業、非鉄金属製造業939円
▼電気機械器具製造業865円
▼輸送用機械器具製造業909円

▼百貨店、総合スーパー822円
問山口労働局労働基準部賃金室
　☎083-995-0372

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日平成３１年１月１０日㈭，２４日㈭
　／10:00～12:00,13:00～16:00
場市役所３階大会議室
※２月１４日㈭，２８日㈭の年金相談

の予約は１月４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

大島大橋の歩道通行規制
大島大橋では歩道の幅が狭いため、以下のとおり通行を規制します。
なお、この規制では自転車は乗らずに押して通行してください。
●問い合わせ　県柳井土木建築事務所　☎�０３９６

○通常時（「朝の通学時間帯」を除く）

▼歩行者／通行可
▼自転車（手押し）　
　柳井→大島／毎時３０分～４０分のみ橋に進入可（信号が「青」のとき）
　大島→柳井／毎時００分～１０分のみ橋に進入可（信号が「青」のとき）

○朝の通学時間帯（大島商船高専の登校日のみの措置（※））

　7:30～8:30
▼歩行者／通行不可
▼自転車／柳井→大島：通行可（手押し）、大島→柳井：通行不可
※大島商船高専の生徒が登校しない日
　㈯㈰㈷（12/22 ㈯ ,12/24 ㈪ ,1/12 ㈯ ,2/9 ㈯ ,2/23 ㈯を除く）、
　冬休み（12/27～1/6）、春休み（2/28～4/2・3/26～29を除く）

市民相談
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弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日平成３１年１月１６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１月４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
日平成３１年１月１６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
日平成３１年１月１６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

空き家対策セミナー
＆無料相談会（申込不要）
日 平成３１年１月２３日㈬ 13:30

～15:30 ／13:30～建築士によ
る空き家対策セミナー、14:30～
無料相談会

場市役所４階４０１会議室
内弁護士・司法書士による空き家

の相続・登記等相談、税理士に
よる空き家の相続・贈与税等相
談、宅地建物取引士による空き
家の売却・賃貸等相談、建築士
による空き家の改修相談

問都市計画・建築課
　☎�２１１１内線 236,237

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■昔の遊び伝え隊「将棋に挑戦し

よう！」
日平成３１年１月１９日㈯
　13:30～15:30
場市理科研修所（柳井小学校内）
内将棋の決まりを知り、将棋を楽

しむ
定小学生１５人（先着順）　
料３０円（保険等）
○申込期限　１月１１日㈮
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

平成３１年 柳井市消防出初式
日平成３１年１月１３日㈰ 9:40～
場 内▼7:00サイレン吹鳴▼9:40
観閲、市中行進（市道柳井駅和田
橋線）▼10:15式典（サンビームや
ない）
※雨天の場合は観閲・市中行進を

中止します。

平成３１年４月から
学校給食費を改定します
　柳井市の学校給食費は、平成２６年４月に改定され現在に至っていま
す。この間、経済情勢や気候変動などを原因として生鮮食料品等の価格
は上昇傾向にあり、給食の献立作りにも影響が生じています。また、平
成３１年１０月には消費税の引き上げが予定されており、輸送費など間
接的経費への影響も見込まれています。
　このため、来年４月からの給食費を、以下のとおり１０％程度引き上
げることになりました。

現行 改定後
小学校 ２４０円 ２６０円
中学校 ２８５円 ３１０円

※給食費の改定に関する詳しい資料等は、学校給食センターのホーム
ページ（「柳井市　学校給食」で検索）をご覧ください。

　学校給食センターでは引き続き、安全・安心でおいしい学校給食の
提供に努めてまいります。皆様のご理解、ご協力をお願いします。
●問い合わせ　学校給食センター　☎�１３１２

講座・教室

催　し
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○その他　観閲・市中行進のため、
8:45 ～ 10:10 は下図のとおり
車両通行止めとなります。ご理
解とご協力をお願いします。

問市危機管理室
　☎�２１１１内線 432

古地図を片手に街道歩き
（要申込）
■殿様の通った小瀬上関往還を歩

く（日積～通津編）
日平成３１年１月１９日㈯
　11:40～17:00
場集合：大畠駅、解散：通津駅
内大畠駅→（バス）→ふれあいどこ

ろ４３７→小瀬上関往還→由宇温
泉→通津駅

　／約１１km の徒歩行程
定２０人（先着順）
料 1,200円（保険代、弁当代等）
　／バス代500円が別途必要
○申込期限　１月１２日㈯
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

広告掲載業務取扱事業者
平成３１年度の市ホームページ・
広報やないに有料広告を掲載する
広告掲載業務取扱事業者（広告代
理店）を募集します。

　詳しくは政策企画課ホームペー
ジをご覧ください。
問政策企画課　☎�２１１１
▼市ホームページ／内線 467
▼広報やない／内線 472

児童クラブ職員
○募集内容・対象
▼放課後児童支援員／保育士・教

員・社会福祉士・放課後児童支
援員の認定資格をもつ人

▼補助員
　／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
○勤務場所　柳井・新庄・柳東・小

田の各児童クラブ　
○勤務開始時期　平成３１年４月
○勤務時間
▼放課後児童支援員
　／毎週㈪～㈯の原則週４日、平日

13:30～18:45、㈯・長期休み7:45
～18:45のうち５時間４５分

▼補助員／毎週㈪～㈯のうち週４～
５日、平日14:00～17:00のうち
２～３時間、㈯・長期休み7:45～
18:45のうち５時間１５分

○報酬
▼放課後児童支援員／月額85,000円
▼補助員／時給950円
○採用　面接の上、採用
申 問履歴書に資格証明書の写しを
添えて申し込んでください。
市社会福祉課
☎�２１１１内線 188

産
さ ん

褥
じょく

期
き

ヘルパーの登録者
産後間もない家庭を訪問して、育
児（沐浴手伝いなど）や家事（料理、
掃除など）を支援します。
対子育て経験があり、産後の母子

のケアに熱意を持って携われる
人（看護師、保育士等の有資格
者が望ましい）

○派遣条件
　１回の派遣は原則として１日４

時間程度で２０日以内
○賃金　日額 4,000 円
○その他
▼必要に応じて登録者の中から選

考して派遣
▼初回の派遣前に研修を実施
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 188

第３０回 サザンセト音楽祭 郷土芸能の部・邦楽の部
（入場無料・申込不要）

音楽に親しむ柳井市、周防大島町及び平生町の個人、団体が日頃の練
習の成果を披露します。
○日時　平成３１年１月２０日㈰
　▼開場 12:30　▼開演 13:00
○場所　サンビームやない
○内容　仕舞、神楽、箏曲、民謡、津軽三味線、
　尺八、大正琴、二胡など１３組
●問い合わせ
　サンビームやない　☎�０１１１

柳井川

至 柳井中

通行止め▶
区間

至 柳井駅

白壁通り

サンビーム
やない

募　集
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健康 & すくすく

○内容

▼訪問入浴実演・福祉用具展示・介護サービス事業所紹

介ほか／各種展示説明・相談

▼ステージイベント

　「介護職員も家では介護しています」、介護劇＆クイズ

「正解は何だ？」

▼認知症コーナー

　無料個別相談（要事前予約・予約期間 1/7 ㈪～18 ㈮の

㈯㈰㈷除く 9:00 ～ 17:00）、徘徊感知器展示ほか

平成３１年１月の健康相談
（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（２㈬，１４㈪を除く）

／ 9:00～11:30
■こころの相談会
日１月９日㈬ 13:30～15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日１月９日㈬ 9:30～11:00
場市保健センター
■一般健康相談
日１月７日㈪
▼10:30～11:00
　場平郡東地区老人憩いの家
▼13:00～13:30
　場平郡西地区老人憩いの家
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
親子でリラックス 子育て中のママ・
パパの 「おしゃべりサロン♪」

（要申込）
日平成３１年１月１６日㈬
　10:00 ～ 11:30
場市総合福祉センター２階
内パンケーキパーティー
定未就園児の親子１５組

料１００円（材料費）
○申込期限　１月９日㈬
申 問

やないファミリー・サポート・
センター　☎�０６６８

離乳食セミナー
（要申込・託児有）

日平成３１年１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カ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　１月９日㈬
申 問

市保健センター　☎�１１９０

ママ♡パパ教室（要申込）
日 内各13:30～15:30
①平成３１年１月２０日㈰
　お風呂の入れ方、妊婦の疑似体

験など

②１月３０日㈬
　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のみハンドタ

オル
○申込期限　１月１８日㈮
申 問

市保健センター　☎�１１９０

１歳のお誕生わくわくセミナー
（要申込・託児有）

日平成３１年１月２３日㈬
　13:30～15:30
場市保健センター
内講話「むし歯予防、幼児食のポイ

ント」、プチお誕生日会・交流会
（手作りおやつ試食）

対１１～１５カ月児の親子（市内在
住）

定１５組（先着順）
料３００円程度
持母子健康手帳
○申込期限　１月１６日㈬
申 問

市保健センター　☎�１１９０

介護の集い（入場無料）

○日時　平成３１年 1 月２６日㈯ 12:00 開場

　　　　ステージイベント・13:00～16:00

　　　　展示見学・12:00～16:30

○場所　アクティブやない

○主催　柳井市介護サービス提供事業者連絡協

議会／柳井地区介護支援専門員連絡協議会

●問い合わせ・個別相談の予約

　高齢者支援課　☎�２１１１内線156,159

テーマ「ひとりで抱え込まないで」

▲毎年好評の介護劇（写真は昨年）

　家族を介護している介護職員の体験談を聞く座談会や認知症介護
をテーマとした介護劇＆クイズのほか、訪問入浴の実演、介護サー
ビス事業所などを紹介。専門医の無料個別相談ができる認知症コー
ナーも設置しています。
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子育てに関するニーズ調査に
ご協力ください
市では「第２期柳井市子ども・子育
て支援事業計画」の策定にあたり、
子育てに関するニーズ調査を実施
しています。
　調査票が届いた人は期限内の回
答にご協力ください。
対小学３年生以下の児童の保護者
○回答期限　１２月１７日㈪
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 188

にこにこカラダトトノエ塾
（無料・市民対象・当日申込可）
コンディショニングを中心に体を
整え、運動を続けることのできる
体づくりを学びます。
日平成３１年１月９日㈬，２月１３日

㈬，３月１３日㈬／13:30～14:30
場市保健センター
○講師　大海仁子さん
持バスタオル、フェイスタオル
申 問

FUJIBO柳井化学武道館
☎�３３８３

第４６回学校健康フォーラム
（無料・申込不要）

日平成３１年１月２４日㈭
　14:00～16:20
場アクティブやない
内①研究発表「自己管理能力の育

成～衛生的な生活習慣の定着を

目指して～」／市学校保健委員
会高校ブロック

　②講演「子どもと笑顔で過ごすた
めのタイプ別コミュニケーショ
ン」／講師：（一社）メンタルヘ
ルス協会心理カウンセラー・

　百田けいこさん
問学校教育課　
　☎�２１１１内線 323

心音測定＆スロージョギング
講習会（要申込）
胸に心音計を付けてエアロバイク
を漕ぐことで、健康づくりに最適
な運動強度などを測定。１カ月後
にスロージョギングを中心とした
運動講習を実施します。
日平成３１年１月２６日㈯
　①13:30～②15:00～③16:30～
※心音測定の結果渡しと運動講習

は調整の上、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

止められていない人）
料 2,000 円
○申込期限
　１月２４日㈭
申 問

市保健センター　☎�１１９０

育児セミナー
（要申込・託児有）

日平成３１年１月３０日㈬
　13:30 ～ 15:30

場市保健センター
内育児講座、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　１月２３日㈬
申 問

市保健センター　☎�１１９０

市食生活改善推進員研修会『公開講座』
乳和食で減塩メニュー調理実習

（要申込）
食生活改善推進員（ヘルスメイト）
は食を通した健康づくりの輪を広
げる活動をしています。
日平成３１年２月６日㈬
　9:30 ～ 13:45
場市文化福祉会館調理室
内調理実習・ミニ講座（講師：森

永乳業㈱栄養士）、ヘルスメイ
トの活動紹介

対ヘルスメイト活動に興味がある
市民

定１５人（先着順）
持調理実習材料代４００円程度、エ

プロン、三角巾
○申込期限　１月２３日㈬
申 問

市食生活改善推進協議会事務局
（市保健センター）　☎�１１９０

広報やない　2018.12.13

にこにこ健康づくり推進員養成講座を開講します
市では現在、６６人の市民ボランティア「にこにこ健康づくり推進員（通称＝にこ推）」が、誰にとっても

楽で長続きする運動を中心とした地域活動に取り組んでいます。この講座では「にこ推」になるために、

“にこにこ健康づくり”の基本的な考え方や運動の方法などを学びます。ご自身や地域の皆さんがにこ

にこと健康でいられるように、「にこ推」になって活動してみませんか。

○日時　平成３１年２月１２日㈫～３月２６日㈫

▼主に㈫㈬の午前中に１時間～１時間半程度

▼原則、全日程に要参加。都合の悪い日は欠席しても

構いません。

○場所　市保健センターほか

○内容　にこにこ健康づくりの考え方・効果／現推進

員活動の見学／スロージョギング・ステップ運動・

コンディショニング・その他の運動など

○対象　平成３１年４月から「にこにこ健康

づくり推進員」として活動できる市民

○定員　３０人（先着順）

○申込期限　２月１日㈮

●申込・問い合わせ

　市保健センター　☎�１１９０


