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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

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

▼６月１日㈯　10:00 ～ 11:30
　／遠崎学習等供用会館
▼６月２２日㈯　13:30 ～ 15:00
　／ふれあいタウン大畠
▼６月２３日㈰　10:00 ～ 11:30
　／伊保庄公民館
▼６月２３日㈰　13:30 ～ 15:00
　／伊陸公民館
▼６月２９日㈯　10:00 ～ 11:30
　／日積公民館
▼７月６日㈯　10:00 ～ 11:30
　／新庄公民館
▼７月７日㈰　13:30 ～ 15:00
　／阿月公民館
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

市議会定例会（６月議会）
令和元年第２回市議会定例会を開
催します。
日６月１３日㈭～２８日㈮（予定）
○その他　日程など詳しくは６月

５日㈬１０時からの議会運営委
員会で決定されます。また、市
ホームページ（　https://www.city-
yanai.jp/site/shigikai/）にも掲載
します。

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

児童手当等現況届の提出を
お願いします
６月上旬に児童手当等の受給者へ
現況届を送付します。期間内に提
出をお願いします。
　現況届は毎年 6 月 1 日の状況を
把握し、手当の受給要件を満たし
ているかどうかを確認するための
ものです。提出がない場合は６月
分以降の手当が受けられなくなり
ます。
■児童手当等現況届の受付
日６月３日㈪～７月１日㈪
　（㈯㈰除く）／ 8:30 ～ 17:15
※郵便では到達日が提出日となり

ます。お早目に投函ください。
場社会福祉課、各出張所・連絡所
○その他　児童手当（２～５月分）

は６月１０日㈪支給予定
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 187

障がい者等への
軽自動車税減免制度（要申請）
詳しくは問い合わせてください。
○減免要件（対象）　
▼１台のみ減免　原則として①～

③のいずれかの人がＡまたはＢ
を運転する場合／①身体障がい
者、精神障がい者本人②障がい
者と同一世帯の人③障がい者の
みの世帯の障がい者を常時介護
する人／Ａ）障がい者本人が所
有する軽自動車、Ｂ）障がい者
と生計を同一にする人が所有す

る軽自動車
※障がいの程度により減免できな

い場合があります。
※自動車税で減免を受けている場

合、この減免は適用されません。
▼所有者・使用者・台数にかかわ

らず減免　構造変更（車いすの
昇降装置等）を施した軽自動車

○その他
▼自動車税・軽自動車税の減免を

受けた場合は、障がい者福祉タ
クシー券の交付を受けることが
できません。

▼自動車税の減免は柳井県税事務
所（☎�２１２１）に問い合わせ
てください。

○申請期限　５月２４日㈮
申 問税務課
☎�２１１１内線 131,132

指定緊急避難場所に
指定しました
○指定緊急避難場所（洪水・土砂・

地震・津波災害）
▼日積公民館
問危機管理室
　☎� 2111 内線 431

市のごみ袋等の
販売取扱店の追加
○販売取扱店名（所在地）

㈲石丸塗装販売部（柳井市天神
１４番２４号）

問市民生活課
　☎�２１１１内線 166

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

４月発生状況 4 0 4

累
計

平成３１年 27 0 32
前年対比 +5 0 +4

平成３１年４月２４日現在

URL
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ゴーヤの苗を配布します
■みんなで育てよう！緑のカーテン
　ゴーヤの苗と育て方の手引きを
お配りします。
○配布日　５月２６日㈰
○配布場所　やまぐちフラワーラ

ンド駐車場ロータリー横
○配布時間　13:00 ～
○配布数　先着１５０人
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

浄化槽の設置費を
補助します（要事前相談）
対公共下水道事業計画区域・農業

集落排水事業区域を除く市全域
※地理的要件等で補助できる場合

あり（要問い合わせ）

○補助対象　以下の設置費用
▼一般家庭の専用住宅に設置され

る１０人槽以下のもの
▼小規模店舗などの併用住宅に設

置される１０人槽以下のもの（住
宅部分の面積が２分の１以上）

○補助金交付までの流れ
①設置工事着工前に補助金の交付

申請をし、交付決定を受ける。
②浄化槽の完成検査終了後に補助

金を交付。
○申込期限　令和２年１月末
申 問下水道課
☎�２１１１内線 293

耕作放棄地の解消を
支援します（要事前相談）
農地の荒廃が進むと病虫害、鳥獣

被害、ゴミの無断投棄やそれによ
る火災、用排水施設への悪影響等
が懸念されるため、耕作放棄地か
ら農地へ復元する取り組みに補助
します。
○補助条件　▼農業振興地域内の

耕作放棄地（保全管理している
農地は対象外）▼３年間以上の
耕作・管理を継続など

※詳しくは問い合わせてください。
○補助金額　▼開始年：①草刈り・

耕起15,000円／10a②草刈り・
耕起・作付け（景観作物を含む）
25,000 円／ 10a ▼２年目（①
の農地に限る）：③作付け（景観
作物等も可）10,000 円／ 10a

申 問農林水産課
☎�２１１１内線 351

柳井市をきれいにしよう
６月２日日は「柳井市をきれいにする実践活動の日」＆「日本列島クリーン大作戦」
●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 165

作業のできる服装でご参加ください。
○日時　６月２日㈰ 8:00 ～
○対象　市民、市民団体および行政関係者
○内容　道路等のごみ、空き缶等の収集、清掃活動
○主催　市、市快適環境づくり推進協議会、「小さ

な親切」運動柳井支部

■柳井駅周辺の活動　／雨天中止（小雨決行）
○集合場所　柳井駅南中央広場（かりよん広場）
○実施場所　柳井駅北・南周辺

■大畠地区の活動　／雨天中止（小雨決行）
○集合場所　ふれあいタウン大畠駐車場、神代学

習等供用会館、旧遠崎小学校
○実施場所　大畠、上南部、遠崎の地区一円

■皆さんの地域の活動
　当日は各地域でも清掃活動にご協力ください。
▼開催時間や場所は個人や家族、グループ等で自

由に決めてください。
▼クリーン大作戦への参加登録もできます。
※伊陸地区環境衛生推進員会主催の清掃活動も、

同日、合わせて行われます。

■クリーン大作戦説明会
　当日の活動内容などを説明します。また、参加
団体にごみ袋を配布します。
○日時　５月２０日㈪ 14:00 ～
○場所　市文化福祉会館２階大会議室
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６月１日�～７日㊎は
第６１回水道週間
○スローガン
　いつものむ
　　いつもの水に　日々感謝
問水道課
　☎�２１１１内線 640

■日積浄水場一般見学会（要申込）
日６月３日㈪～７日㈮
　／ 9:00 ～ 16:00（１時間程度）
場日積浄水場
内柳井地域広域水道企業団の概要

説明、日積浄水場見学
申 問柳井地域広域水道企業団
☎�５３３３

水道メーターの取り替え
水道メーターの取り替えに委託業
者（市発行の身分証明書を携帯）が
お伺いします。取り替えに伴い費
用を請求することはありません。
※水道メーターは計量法で８年

ごとに交換するよう定められて
います。

○交換対象　蓋を開けた裏側にあ
るシールに「32.04」～「33.03」
と書かれてあるもの

問水道課　☎�２１１１内線 652

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　☎�２１１１内線 352

　

市県民税と国民健康保険税の納税通知書を送付します

■国民健康保険税納税通知書
○送付日　６月１３日㈭

▼医療保険分限度額が改定されます

　平成３０年度：５８万円

　　→令和元年度：６１万円

▼均等割額・平等割額の軽減判定基準が見直され

ます
世帯の軽減判定所得 軽減割合

33 万円以下　※変更なし ７割

33 万円+(28 万円×被保険者数）以下

平成 30 年度：27.5 万円
　→ 令和元年度：28 万円

５割

33 万円+(51 万円×被保険者数）以下

平成 30 年度：50 万円
　→ 令和元年度：51 万円

２割

　（２割・５割軽減の対象者が拡大）  

■市県民税納税通知書
○送付日　６月６日㈭

▼最新の所得証明書等（平成３０年分所得等）は、

コンビニ交付は６月１日㈯から、市役所等の窓口

は６月３日㈪から発行します（市県民税を給与

天引で納付している人も同日です）。なお所得証

明書等の交付には本人確認ができるもの（運転

免許証等）が必要です。

　※コンビニ交付はマイナンバーカードが必要

▼市県民税を給与天引で納付している人には、事

業所を通じて市県民税特別徴収決定通知書を送

付しています。

●問い合わせ

　税務課　☎�２１１１内線 133,134

ここにシール



11広報やない　2019.5.9

米軍岩国基地に関する
　　　　　　苦情受付窓口
米軍岩国基地の航空機騒音などへ
の苦情を、次の窓口で受け付けて
います。
■中国四国防衛局
　☎ 082-223-7109
　FAX 082-223-8102
※夜間（17:15 ～翌日 8:30）㈯㈰㈷
　☎ 082-223-8105
　FAX 082-223-4036
■岩国防衛事務所
　☎ 0827 � 6195
　FAX 0827 � 6196
※夜間（17:15 ～翌日 8:30）㈯㈰㈷
　留守番電話
■市役所危機管理室　
　☎� 2111 内線 431
　FAX � 4595
※夜間（17:15 ～翌日 8:30）㈯㈰㈷

夜間休日受付　☎� 2116
■市ホームページ
　 URL https://www.city-yanai.jp/
　トップページに航空機騒音受付

専用フォーム
※市内の航空機騒音測定装置に

よる測定数値・回数は、市のホー
ムページ「航空機騒音測定」で閲
覧できます。

　　https://www.city-yanai.jp/
site/bousai/souonsokuteiti.html

問危機管理室
　☎� 2111 内線 431

５月１日⺢～６月３０日日は
不正大麻・けし撲滅運動
大麻や植えてはいけないけしを見
つけたときは、最寄りの県健康福
祉センターまたは警察署に連絡し
てください。
問県柳井健康福祉センター
　☎�３６３１

柳井税務署での税務相談が
予約制になります
柳井税務署での税務相談は６月か
ら予約制になります。
○予約制度開始日　６月３日㈪
○税務相談日時　毎月第１・３㈭
　／ 9:00 ～ 16:00
○予約方法　柳井税務署に事前に

電話で連絡し、「相談予約」と伝
えてください

問柳井税務署
　☎�９３９２（直通）

６月１日�は
人権擁護委員の日です
法務大臣から委嘱された市内の人
権擁護委員が相談を受けています。
秘密は厳守されますので、一人で
悩まず、気軽にご相談ください。
■特設人権相談所（無料・予約不要）
日６月６日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所２０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
○相談内容　差別・暴行・セクハラ・

いじめを受けた等人権問題全般
■電話での常設相談所（無料）
日㈯㈰㈷年末年始を除く毎日
　／ 8:30 ～ 17:15
○相談担当者
　山口地方法務局岩国支局
○相談電話　☎０８２７�１１２５
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

弁護士による福祉無料法律相談
／高齢者・障がい者優先

（要予約・市民対象）
日５月１５日㈬ 9:00 ～ 11:30
場市総合福祉センター３階研修室
内遺産分割、債務不存在確認、成

年後見申立などの初期相談
定５人（先着順）
○相談時間　３０分以内
申 問市社会福祉協議会
☎�３８００

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日６月１２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６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６月１２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６月１２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

URL

市民相談
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心身障害児療育相談会
（無料・要申込）

日６月１３日㈭ 13:00 ～ 16:00
場県柳井健康福祉センター
○相談科目　小児科、言語、心理

診断、保健衛生
対心身に障がいがある、または障

がいが疑われる乳幼児の保護者
○申込期限　５月２０日㈪
申 問市保健センター　☎�１１９０

岩国年金事務所による
年金相談（要電話予約）
日６月１３日㈭ , ２７日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
申 問７月１１日㈭ , ２５日㈭の年金
相談の予約は６月３日㈪から受け
付けます（先着順）。定員になり次
第締め切るため、早めに申し込ん
でください。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

身体障害者定期・巡回相談
（無料・要申込）

日７月５日㈮ 13:30 ～ 15:30
場周東総合病院１階救急外来
内補装具の装着・適合判定等、身

体障がいに関する医学的相談、
リハビリ等に関する相談など

○実施　県身体障害者更生相談所
○申込期限　６月２６日㈬
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 191

児童巡回相談（無料・要申込）
１８歳未満の児童に関する虐待、育
児、健康、障がい、非行などあら
ゆる相談に応じます。
日７月８日㈪ 10:30 ～ 16:30
場県柳井健康福祉センター
○相談員　児童心理司、児童福祉

司、家庭相談員等
○申込期限　６月１７日㈪
申 問岩国児童相談所
☎０８２７�１５１３

元気アップ教室
（無料・要申込）
簡単な体操と負荷の軽い運動器具
を使用したトレーニングを組み合
わせて、年齢に応じた筋力アップ
と日常の生活動作の維持・改善を
目指します。
日６月５日㈬～８月２８日㈬の毎

週㈬（8/14 は除く）・全１２回
／ 13:30 ～ 15:00

場アクアヒルやない
対６５歳以上の市民で、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
を受けていない人

定２０人
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　５月２４日㈮
申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線 156

高齢者向け水中運動教室
（無料・要申込）

日６月６日㈭～２７日㈭の毎週㈭・
全４回／ 10:30 ～ 11:30

※受付後 10:30 にプールへ移動
します。

場アクアヒルやない
内水中ウォーキング、アクアビクス
対６５歳以上の市民
定３０人
持水着、水泳帽子、バスタオルなど
○その他　教室終了後のプール利

用には利用料（７２０円）または
回数券が必要です。

○申込期限　５月２４日㈮
申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線 156

初心者弓道教室
日６月５日㈬～８月９日㈮の毎週

㈬㈮・全２０回／ 19:30 ～ 21:00
場弓道場
内射法八節（弓を引くための基本

動作）
対市内・周防大島町の在住者また

は在勤者
定１０人程度（先着順）

料 2,000 円
持白足袋（靴下）、Ｔシャツ、ジャー

ジなど（Ｇパンは不可）
○申込期限　５月２１日㈫
申 問柳井市弓道連盟
☎ 090-7778-6545（藤井）

バタフライアリーナ健康講座
■クシュブー・ヨーガと香りのス

プレー作り（要申込）
日６月７日㈮ 10:00 ～ 12:00
※受付は１０分前までに済ませて

ください。
場市文化福祉会館２階大会議室
○講師　藤井千絵 ( 全米ヨガア

ライアンス RYT200)、源値子
(AEAJ 認定アロマテラピーイ
ンストラクター )

定３０人（先着順）
料 2,000 円（保険料を含む）
持運動に適した服装、ヨガマット、

タオル、飲料水
○申込期限　６月３日㈪
申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０／ FAX �０８３１
URL http://yanaishi-taiikukan.com/

山口県柳井地区日韓親善協会
初級ハングル講座（要申込）
日６月～令和２年４月の原則㈭
　／19:00～20:30
場アクアヒルやないミーティング

ルーム
○講師　李

イ

菊
グ ッ チ

枝さん（広島県内の
大学・高校の韓国語講師）

定２５人（先着順）　
料 5,500円／月（教材費は別途）
○申込期限　５月２４日㈮
申 問山口県柳井地区日韓親善協会
☎ 090-1331-5193（宮本）

防災行政無線放送予定
▼５月１５日㈬ 11:00 ごろ
　全国一斉情報伝達訓練

●問い合わせ
　危機管理室
　☎�２１１１内線 431

　全国一斉情報伝達訓練

　☎�２１１１内線 431

講座・教室
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要約筆記者養成講座
（要申込・無料）

日６月８日㈯～１１月１６日㈯の
　毎週㈯（全２４回）
　／ 10:00 ～ 17:00
場山口県聴覚障害者情報センター
（山口市鋳銭司）他

内手話が分からない聴覚障害者等
に対して、手書き・パソコンで
話しの内容をその場で要約し、
文字にして伝える要約筆記者を
養成する講座

対県内在住者で要約筆記による聴
覚障害者等のコミュニケーショ
ン技術の習得に熱意のある人

定２０人程度
料テキスト代 3,600 円
持パソコンコースはノートパソコン
（Windows 7 以上）、LAN ケーブル

○申込期限　５月２７日㈪必着
申 問

山口県聴覚障害者情報センター
☎ 083-985-0611
FAX 083-985-0613

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊
　「チョークアートを体験しよう！」
日６月１５日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小内）
内チョークアートを体験する
定小学生１０人程度
料５３０円（材料費・保険代）
○申込期限　６月３日㈪
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

中央公民館教室
■小学生生活講座Ⅱ
　つくって食べよう
　　～肉まんとぎょうざ～
日６月１５日㈯ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館１階調理実習室
内肉まんとぎょうざを作る
○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
持エプロン、三角巾
○申込期限　６月７日㈮
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

やないファミリー・サポート・
センター
第１回講習会（託児有・要申込）
■知って得する、ちょっと気になる

お金の話！！～子育てってどれく
らいかかるの？老後にそなえて～

日６月１９日㈬ 10:00 ～ 11:45
場市総合福祉センター４階
内子育てや保険などの気になるお

金・ライフプランを考える
○講師　松本佳子（㈱山口銀行・
　一級ファイナンシャルプランニ

ング技能士）
定２０人（先着順）
※託児希望者は事前に連絡して

ください。
料１００円（お茶代）
○申込期限　６月１２日㈬
申 問

やないファミリー・サポート・センター
☎�０６６８

島スクエア起業家
育成入門講座（無料・要申込）
■むつかしくない起業のノウハウ
日６月２２日㈯ , ２９日㈯
　／ 10:00 ～ 16:00　　
場 大島商船高専島スクエア起業教

育研究センター（周防大島町小松）
内身近な事例を参考に講義と演習を

通して起業プランを考える
○講師　藤井康弘（㈱くるとん代

表・中小企業診断士）
○申込期限　５日前まで
申 問大島商船高等専門学校　
☎０８２０�５４５７
FAX ０８２０�５５５２

kikaku@oshima-k.ac.jp

山口県立大学柳井サテライト
カレッジ（全２回）
■認知症ケアセミナー～認知症を
正しく理解し、寄り添えるまちづ
くりに向けて～
日 内各回 10:00 ～ 11:30
①６月２９日㈯
　認知症
　　－その病態と予防について－
②７月６日㈯
　認知症者と共に生きる
　　－地域共生社会の創造ー

○講師　
①看護栄養学部 ・内田耕一教授
②社会福祉学部・草平武志教授
場市文化福祉会館２階大会議室
定３０人（先着順）
料 1,000 円（全２回分）
　／１回のみの受講は５００円
○その他　講座開始前に受講通知

を郵送します。
○申込期限　６月２１日㈮（必着）
申 問住所・氏名・電話番号を添え
て申し込んでください。
生涯学習・スポーツ推進課　
〒 742-8714（住所記載不要）
☎�２１１１内線 331
FAX �７３７１

地魚を使った魚料理教室
地魚を使った魚のさばき方や手軽
で美味しい魚料理を学び、試食し
ます。
日６月２３日㈰ 9:00 ～ 14:00
場ふれあいどころ４３７調理実習室
対高校生以上・２０人（先着順、男

女不問）
○講師　蔵本巌（魚好人店長）
料 1,500 円
持エプロン、タオル
○申込期間　５月２０日㈪ 8:30 受

付開始
申 問柳井地区魚食普及推進協議会
事務局（市農林水産課）
☎�２１１１内線 355

甲種防火管理新規講習
日 ７月１０日㈬ , １１日㈭
　／ 9:00 ～ 16:00
※２日間の受講が必要です。
場市文化福祉会館２階大会議室
料 4,000 円（テキスト代）
○申込期間　６月１日㈯～２１日㈮
申 問受講申込書に必要事項を記入
して申し込んでください。
柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４



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14

ごみの野焼きは禁止されています
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。違反した場

合は罰則もあります。

●問い合わせ

市民生活課　☎�２１１１内線 165

▼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

庭のごみは燃やさないようにし

ましょう。

やない西蔵ギャラリー
展示情報（入館無料）
開館 9:00～17:00 ／㈫休館
■５月１６日㈭～１９日㈰
　和紙ちぎり絵柳井サークル 作

品展
■５月２２日㈬～６月２日㈰
　ふたり展（写真展）
■６月５日㈬～１０日㈪
　デジカメマスター塾 受講修了

者写真展
■６月１２日㈬～２４日㈪
　やない写心クラブ 写真展
問やない西蔵　☎�２４９０

柳井竹細工教室作品展
日５月２３日㈭ 13:00 ～ 15:00
場星の見える丘工房
○その他　見学者に花かご（一輪

挿し）、竹とんぼ、風車いずれ
かをプレゼント（先着３０人）

問柳井竹細工教室
　☎�１７４８（安原）

おはなしの会（無料・申込不要）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日６月１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、「おもちゃの広
場（幼児向け）」

○出演　読み語りボランティア
　「たまてばこ」
問大畠図書館　☎�２２２６
■柳井図書館
日 内６月２２日㈯

▼乳幼児向け／ 13:30 ～ 14:00
　おはなしバスケット／本の読み

聞かせ「ねーずみ　ねずみ　どー
こいきゃ？」他・パネルシアター

▼幼児・児童向け
　／ 14:30 ～ 15:30　
　おはなしの会／本の読み聞かせ
「かえるをのんだととさん」・パ
ネルシアター

場柳井図書館　2 階視聴覚室
○出演　お話サークル　ことこと
問柳井図書館　☎�０６２８　

第２７回市民と音楽のつどい
（無料・要入場整理券）
青少年健全育成基金チャリティー
として「海上自衛隊呉音楽隊」を迎
えて演奏会を開催します。
日６月１５日㈯
　開場 13:00 開演 14:00
場サンビームやない（臨時駐車場：

柳井小グラウンド）
○入場整理券　５月２８日㈫１０時

からサンビームやない、自衛隊
柳井地域事務所で、１人につき
２枚まで配布します。なくなり
次第、配布を終了します。

○主催　柳井ライオンズクラブ
○後援　市、市教委、市消防団
○協力　自衛隊山口地方協力本部、

自衛隊柳井地域事務所
問柳井ライオンズクラブ
　☎�３４３４
　自衛隊柳井地域事務所
　☎�８１９９
　市危機管理室
　☎�２１１１内線 432

古地図を片手に街道歩き
（要申込）
■柳井のダムめぐりとあじさいまつり
日６月２２日㈯ 9:15～16:00
場 集合・解散：柳井駅
内柳井駅→落合バス停→黒杭川ダ

ム→黒杭川上流ダム→岩国竪ヶ
浜往還→石井ダム→果子乃季総
本店→岩国竪ヶ浜往還→白壁の
町並み→柳井駅／約１０km の
徒歩行程

定２０人（先着順）
料 1,000 円（弁当代、保険料込）

／バス代 230円が別途必要
○申込期限　６月１５日㈯
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

やない市民活動センター
評価委員会委員
やない市民活動センターの効果的
かつ効率的な管理運営を推進する
評価委員会の委員を募集します。
○応募資格　次の要件を全て満た

す市民。ただし、国・地方公共
団体の議員・公務員を除く。

▼４月１日現在、２０歳以上の人
▼市政や市民活動に関心がある人
▼平日の日中に開催予定の委員会

( 年３回予定 ) に出席できる人
○募集人員　３人（多数の場合、

書類選考）
○任期　７月３０日～令和３年７

月２９日
○報酬　日額 4,800 円
○応募方法　「応募の動機、市民

活動の推進のために必要なこ
と」を 800 字程度 ( 様式自由 )
にまとめ、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を明記し提出し
てください。窓口・郵送・ＦＡ
Ｘ・メールで受け付けます。

○応募期限　６月 28 日㈮ ( 当日
消印有効 )

●応募・問い合わせ
　地域づくり推進課
　☎�２１１１内線 460
　FAX �４５９５
　〒 742-8714( 住所記載不要 )

chiikizukuri@city-yanai.jp

募　集

催　し
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市まち・ひと・しごと創生総合
戦略策定委員会委員／市総合
計画進捗評価委員会委員
市では「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」の方向性や具体案を審
議・検討するため、「柳井市まち・
ひと・しごと創生総合戦略策定委
員会」を設置しています。また、
第２次柳井市総合計画の進捗管理
と評価を行うため、「柳井市総合計
画進捗評価委員会」を設置します。
委員は両委員会委員を兼任するこ
ととしており、このたび委員の一
部を公募します。
○応募資格　次の要件を全て満た

す市民。ただし、国・地方公共
団体の議員・公務員を除く。

▼４月１日現在、２０歳以上の人
▼人口減少克服・地方創生に関心

がある人
▼平日の日中に開催予定の委員会

( 年４回程度 ) に出席できる人
○募集人員　２人（うち１人は女

性優先。多数の場合、書類選考）
○任期　７月１日～令和３年６月

３０日
○報酬　日額 4,800 円
○応募方法　「応募の動機、まち

づくりのために必要なこと」を
800 字程度 ( 様式自由 ) にまと
め、住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を明記し提出してくだ
さい。窓口、郵送、FAX、メー
ルで受け付けます。

※提出された応募用紙等は委員
の選考以外には使用しません。
ただし、選考の結果、委員となっ
た人の氏名は公表します。

○応募期限　５月３１日㈮ ( 当日
消印有効 )

●応募・問い合わせ
　政策企画課
　☎�２１１１内線 470
　FAX �４５９５
　〒 742-8714( 住所記載不要 )
　 seisakukikaku@city-yanai.jp

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１９日㈮～８月

３１日㈯／毎週㈪～㈯のうち原
則週４～５日・7:45 ～ 18:45 の
うち６時間

○賃金　時給９５０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

柳井市集落支援員（伊陸地区）
○活動内容　伊陸地区の地域づく

り活動（伊陸夢プランの実践）の
支援等

対年齢・性別不問
※詳しくは問い合わせてください。
○募集人員　１人
○報酬　月額 164,300 円
○雇用　７月１日㈪から採用予定
○応募期限　５月３１日㈮ ( 当日

消印有効 )
申 問地域づくり推進課
☎�２１１１内線461

chiikizukuri@city-yanai.jp

２０１９無事故・無違反
コンテスト１５０ 参加者

１５０日間無事故・無違反をめざす
コンテストです。達成チームには
副賞が贈呈されます。
日７月４日㈭～１１月３０日㈯
内▼オフィス・コース（事業所な

ど）：１チーム５人▼ファミリー・
コース（家族、友人など）：１チー
ム３人▼シルバー・コース（全員
が６５歳以上）：１チーム２人

料１人６３０円（運転記録証明書申
請手数料）

○副賞等　無事故・無違反を達成
したチームの中から抽選で県産
品、商品券等を贈呈

○申込期限　６月２８日㈮
申 問

▼危機管理室
　☎�２１１１内線 432
▼柳井警察署　☎�０１１０
▼県県民生活課
　☎ 083-933-2619

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、
　新庄北、馬皿の各県営住宅
○受付期間　５月２０日㈪～３１日

㈮（この期間の郵便局の消印が
あるものが有効）

※申込資格など詳しくは問い合わ
せてください。

申 問 〒 740-0016 岩国市三笠町
1-1-1（一財）山口県施設管理財団
県営住宅管理事務所岩国支所
☎０８２７�１０３０

シルバー人材センター会員
　　　　　　　（申込不要）
まずは説明会に参加しましょう。
■入会説明会
日 6 月１９日㈬ , ７月１７日㈬ , ８

月２１日㈬ , ９月１８日㈬ , １０月
１６日㈬／ 13:30 ～ 15:00

場市総合福祉センター３階研修室
対 60 歳以上で健康な人
持筆記用具
問（公社）柳井広域シルバー人材セ

ンター　☎�５９５９

コンビニ交付サービスを一時停止します
　機器のメンテナンス作業に伴い、以下のとおりコンビ ニで の住民票の

写し等証明書交付サービ スを一時停止します。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

○サービス停止日時　５月３１日㈮　終日

●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線163


