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新型コロナウイルス感染症
　一人ひとりが対策を！  ２ページ 

聖火リレー運営ボランティアを募集します　６ページ

こころの健康づくり　１３ページ

国指定重要無形民俗文化財  阿月神明祭
 （2/11・阿月 東・西神明宮前の浜）

※１６ページに関連記事

市内で開催予定の行事等は、新型コロナウイ
ルス感染症の状況により日程・内容などが変
更される可能性があります。事前に主催者に
よく確認しましょう。



Pick UP

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2

新型コロナウイルス感染症
一人ひとりが対策を！
●問い合わせ　健康増進課　☎㉓１１９０

こんな時は注意しましょう
次のような症状がある場合は、医療機関を受診する前に必ず柳井健康福

祉センターに電話で相談してください。

！

食べ物はひとりずつに分けましょう

手洗いや咳
せき

エチケットなどを徹底しましょう

触るところはこまめに消毒しましょう

室内では１～２時間ごとに空気を入れ替えましょう

①風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続く
　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

※高齢者や基礎疾患のある人は、上の状態が２日程度続く場合

●相談窓口
▼山口県柳井健康福祉センター
　／平日 9:00～17:00
　☎㉒３６３１

▼山口県健康増進課
　／平日・土日祝 9:00～17:00
　☎ 083-933-3502

新型コロナウイルス感染症の関連情報を
市ホームページに掲載しています

URL

●県内の状況

●学校関連情報

●イベント・市施設情報

●中小企業・小規模事業者支援情報

●感染症対策窓口　など

日々状況は変わるため、定期的に最新情報を確認しましょう。
　 https://www.city-yanai.jp/

■発熱等の風邪の症状が見られるときは ...

会社を休むなど外出を控えましょう

毎日体温を測定し、記録しておきましょう
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山口県柳井健康福祉センターは３月２３日㈪から

山口県柳井総合庁舎に移転します。

○移転先住所　南町三丁目９番３号（山口県柳井総合庁舎）

●問い合わせ

　山口県柳井健康福祉センター

　▼保健福祉・総務室／２階

      ☎㉒３７７７・　 ㉒３８９５

　▼福祉部保護課（東部社会福祉事務所）／２階

　　☎㉒３７７７・　 ㉒３８９５

　▼保健環境部（柳井環境保健所）／１階

　　☎㉒３６３１・　 ㉒７２８６

山口県柳井健康福祉センターが移転します

FAX

FAX

FAX

移転先の柳井総合庁舎

やないファミリー・サポート・センター
会員を募集しています
やないファミリー・サポート・センターでは、育児の援助を「受けたい人」と「行いたい人」が、

お互い会員となって活動をしています。

子育てのお手伝いを依頼したい人、子育てを応援してくれる人を募集しています。

○会員種類

▼依頼会員　子育て中の人（対象児童：小学生以下※）

　　　　　　※中学生のお子様についてもご相談に応じます。

▼提供会員　子育ての援助ができる人

▼両方会員　依頼会員と提供会員を兼ねる人

○主な援助活動

　保育施設や習い事などへの送迎、冠婚葬祭や放課後の子どもの

　預かりなど

○会員登録料　無料

○利用料　平日：６００円／時間、㈯㈰㈷等：７００円／時間

●申込・問い合わせ　やないファミリー・サポート・センター　☎㉓０６６８

４月から市内の一部地域について家庭から出る可燃ごみ等を民間業者が収集します。

ごみは区分ごとに収集日当日の朝 8:30 までに指定のごみステーションに出してください。

可燃ごみ等の民間業者による収集が始まります

○収集内容　可燃ごみ、不燃ごみ、ビン（色別）・乾電池

○対象地域　

▼可燃ごみ／柳東地区、柳北地区、広瀬周辺、新庄地区

の一部、余田地区（余田畑は除く）、伊保庄地区、阿月

地区など

※不燃ごみ等は上記と異なる地域を収集します。

○収集業者　㈲松原商店、㈲柳井コレクトサービス

※収集車両の両側に「柳井市一般廃棄物収集車」の表示

があります。

●問い合わせ

　市民生活課　☎㉒２１１１内線 165,166
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ふるさと学生応援奨学金の奨学生を募集します
学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由で修学が困難な人に、学業に必要な資金を

無利子で貸し付けます。

○対象
　次の全ての要件を満たす人。

▼大学、短期大学、専修学校のうち修業年限２年以上

の専門課程、高等専門学校（４年、５年、専攻科に限る）

に在学する人

▼本人の扶養者が市内に２年以上住所を有する人

▼市町村税を完納している連帯保証人２人を有する人

○奨学金の種類・貸付金額（月額）
▼一般奨学金　３万円

▼定住促進奨学金　１万円／大学等卒業後、柳井市内

に５年以上定住した場合は全額償還を免除

▼人材確保奨学金　２万円／定住促進奨学金の償還免

除要件を満たし、大学等卒業後、市内医療機関、幼

稚園・保育所に就職し、５年以上勤務した場合は全

額償還を免除

※人材確保奨学金は定住促進奨学金と併せて貸し付け

る奨学金で、人材確保奨学金の貸付けのみを受ける

ことはできません。

○募集人数
　各奨学金２人程度（選考による）

○貸付期間
　在学する大学等の正規の修業期間

○返還方法
　卒業の６カ月後から毎月、貸付期間の 2.5 倍の期間（最

長１０年）内での返還

○申込期間
　４月１日㈬～６月５日㈮市役所執務時間内（郵送の場

合は消印有効）

●申込・問い合わせ
　期間内に必要書類を教育総務課へ提出してください。

　詳しくは問い合わせてください。

　教育総務課  ☎�２１１１内線 313

老人クラブで仲間と生きがいをみつけませんか？
～老人クラブは、新しい出会いの第一歩～
■老人クラブって何？
　　おおむね６０歳以上の人が交流を通じて友達の輪を

広げ、これまでに培った多数の経験や知識・技能を生
かして、生きがいをもって生活できる温かい地域社会
づくりのために活動しています。

　　市内には、３６のクラブがあり、約1,000人の会員
の皆さんが様々な活動を行っています。

■クラブの活動内容は？
◦心と身体の健康を進める活動
　健康体操、グラウンドゴルフ、ペタンク、ゲートボール、

介護予防教室などのスポーツ活動
◦地域を豊かにする奉仕活動
　清掃活動、花づくり活動、子どもたちの見守り活動、

ひとり暮らしや寝たきりの高齢者への訪問や安否確認
など

◦生きがいを高める活動
　研修旅行、手芸や料理などの趣味や文化活動、囲碁・

将棋・健康マージャンなどのサークル活動

■クラブの魅力は？
▼地域で声をかけ励ましあう仲間ができる
▼趣味が見つかる、生きがいが見つかる
▼趣味や特技を生かすことができる
▼健康増進や体力づくりができる
▼社会奉仕活動を通して、地域の“ちから”になれる
▼様々な活動が刺激になり認知症予防になる
▼心の安らぎと充実感を得ることができる

■随時会員募集中、見学・体験もできます
　詳しくはお近くの老人クラブ会員か事務局に問い合わ

せてください。
　柳井市老人クラブ連合会事務局　☎�００５９
　／㈪㈬㈮・10:00～15:00　　
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４月２日木 柳　井
 8:45- 9:15 サンビームやない駐車場

日　積
9:35- 9:40 割石 井本様宅下
9:45- 9:50 若杉集会所

10:00-10:05 大原集会所
10:10-10:20 日積出張所
10:25-10:30 中山集会所
10:45-10:50 宮ヶ峠 旧日積出張所
10:55-11:00 忍道 好村商店前
11:05-11:15 坂川消防機庫

大　畠
11:20-11:25 坂川公会堂前
11:30-11:40 やまびこふれあいセンター
４月３日金 伊　陸
9:00- 9:05 上長野集会所
9:10- 9:15 木部 鍛冶屋橋
9:20- 9:25 錦集会所
9:30- 9:40 宗兼防長バス車庫
9:45- 9:50 竹常公会堂
9:55-10:15 伊陸出張所

10:20-10:25 門前 高山寺前
10:35-10:40 久可地公会堂
10:45-10:50 旭農機具センター前
11:00-11:05 松山 東様宅前
11:15-11:20 大迫 藤迫様宅前
11:25-11:30 大ノ口消防機庫
４月６日月 新　庄
8:45- 8:55 幸南 遠山様宅前
9:00- 9:10 大祖公会堂

余　田
9:20- 9:25 中村公会堂
9:30- 9:40 尾林集会所
9:50-10:05 余田出張所

10:15-10:20 中郷集会所
10:25-10:35 小原集会所

４月６日月 新　庄
10:40-10:50 沖原公会堂
10:55-11:05 林消防機庫跡
11:10-11:25 新庄出張所
４月７日火 阿　月
9:00- 9:05 相ノ浦停留所
9:15- 9:20 宇積停留所
9:25- 9:30 松竹会館
9:35- 9:45 阿月停留所
9:50- 9:55 青木停留所

10:00-10:05 吉毛 田村様宅上三差路
伊保庄

10:10-10:15 近長停留所 鳥居下
10:20-10:25 向田 河添様宅前
10:30-10:35 福井自治会古紙等拠点回収場所
10:40-10:45 小野 仲合倉庫前
10:55-11:05 伊保庄出張所
11:10-11:15 中郷 山本様宅前
11:20-11:25 南中学校前
11:30-11:35 前小田停留所
11:40-11:50 伊保庄北文化会館
４月８日水 柳　井
8:45- 8:55 白潟東一公会堂
9:05- 9:15 柳井港駅前
9:20- 9:35 柳東文化会館
9:40- 9:50 宮本 代田八幡宮前
9:55-10:05 大屋 大和ハウス前

10:15-10:30 柳井まちなか駐車場横消防機庫
10:35-10:45 山根市営住宅前広場
10:50-10:55 上田大師堂交差点
11:00-11:15 バタフライアリーナ駐車場

４月８日水 柳　井 （左下から続く）

11:25-11:35 柳井市弓道場
４月９日木 平　郡

10:00-10:10 西平郡連絡所
10:50-11:00 平郡出張所
４月１０日金 柳　井
8:45- 8:55 国清住宅遊園地先駐車場
9:00- 9:15 柳北小学校前
9:25- 9:30 上馬皿消防機庫
9:40- 9:45 石井公会堂

10:00-10:05 黒杭 山崎商店前
余　田

10:10-10:15 余田畑 農協倉庫跡
柳　井

10:30-10:50 忠信 西福祉センター
11:00-11:15 柳井環境保健所
11:20-11:25 東向地自治会倉庫前

伊保庄
11:35-11:45 旭ケ丘集会所
４月１３日月 大　畠
9:10- 9:15 殿畑公会堂前
9:25- 9:30 東本谷公会堂前
9:35- 9:45 神代学習等供用会館
9:50- 9:55 宮岬公会堂前

10:05-10:10 両浜公会堂跡前
10:20-10:25 瀬戸老人憩の家
10:30-10:35 鳴門神社前
10:40-10:55 ふれあいタウン大畠
11:00-11:05 本町団地駐車場
11:15-11:25 遠崎 大畠郷土民俗資料館
11:30-11:40 遠崎学習等供用会館

■狂犬病予防注射
○日程・場所　下表のとおり
※この日程で注射を受けられないとき

は、獣医師のもとで受け（その場合、
料金が若干高くなります）、６月３０日
㈫までに市民生活課で注射済票の交
付を受けてください。

○対象　生後９１日以上の犬
○料金（１頭あたり）
　3,050 円（注射料金 2,500円、注射済

票交付手数料 550円）
※未登録の犬は登録手数料3,000円（生

涯１回のみ）が別途必要です。

予防注射の注意事項
▼市からのハガキ（受付票）は問診欄を

記入して、必ず持参してください。
　３月末までに届かないときは問い合

わせてください。
▼犬を制止できる人が連れて来てくだ

狂犬病予防注射と犬の登録を
お願いします
犬の飼い主には飼い犬の登録と年１回４～６月の狂犬病予防注射
が義務づけられています。
●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 166

▼「大里集会所」は「日積出張所」に変更しています。
▼柳井環境保健所は３月下旬に移転予定ですが、従来どおりの場所で実施します。
▼余田地区「西山集会所」を廃止しています。
▼出張所への車での来場はなるべく控えてください。

さい。制止できる人が来られない場
合、獣医師のもとで注射を受けてく
ださい。

▼つり銭がいらないように準備をお願
いします。

■犬の登録
　犬の所在地、所有者が変わったとき、
犬が死亡したときは、届出が必要です。

※施設名称は３月１２日時点

↗

↗
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柳井市で実施される東京２０２０オリンピック聖火リレーを支えるボランティアを募集します。

聖火リレー運営ボランティアを募集します
東京２０２０オリンピック

○活動日時　５月１４日㈭  9:00～12:00（予定）

○活動場所　聖火リレーコース沿道及び沿道周辺

　　　　　　（柳井市役所～柳井小学校）

　　　　　　※下記コース図参照

○活動内容
　①聖火リレーコース沿道の観客整理

　②沿道周辺の車両の誘導

○募集対象　平成１７年４月１日以前生まれで市内在

住、在勤、在学の人（令和２年４月１日現在で１８

歳未満の人は保護者の同意必要）

○応募資格
　▼ボランティアとしての責任や自覚があり、活動

　内容を遵守できる人

　▼実施日当日に指定の場所・時間で活動が可能な人

柳井警察署

柳井地区
広域消防

柳
井

駅

休日夜間
応急診療所

柳井
総合庁舎

白
壁
の
町
並
み

聖火リレーコース図

○募集人数　３５０人（①３４０名程度、②１０名程度）

○申込期限　３月３１日㈫まで（必着）

○申込方法等
　▼募集要項を確認の上、申込書に必要事項を記入

　して持参、郵送、メールで提出してください。

　▼申込書は生涯学習・スポーツ推進課、各出張所・

　連絡所などで配布しているほか、市ホームページ

　にも掲載しています。

　▼ボランティアをお願いする場合は、４月６日㈪

　以降、事務局からお知らせします。

●申込・問い合わせ
　生涯学習・スポーツ推進課内

　聖火リレー柳井市実行委員会事務局

　☎�２１１１ 内線 335

柳井市
商工会館

市体育館

　市役所
（スタート） 柳井小

（ゴール）

市道等の維持管理に協力をお願いします
市道等の維持管理については日頃から草刈など市民の皆様のご協力を

いただいています。

▼団体が市道や河川の草刈をする場合、事前にボランティア登録する

ことで、けがや対物への賠償ができる「市民賠償責任保険」を適用で

きます。

▼刈払機を使う場合、燃料を支給しています。登録申請のときに申し

出てください。

●問い合わせ　土木課　☎�２１１１内線 223,224
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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

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

２月発生状況 4 0 6

累
計

令和２年 9 0 12
前年対比 -4 0 -1

令和２年２月２９日現在

タクシー乗車割引証
受付を開始します
■令和２年度申請は
　　　３月３０日⺼から
■高齢者福祉タクシー乗車割引証
対７５歳以上の在宅の市民で次の

要件１のいずれかに該当し、要
件２のすべてに該当する人

※各要件の世帯認定は住民登録
上の世帯ではなく生活実態から
判断します。同一敷地内、隣接
地に７５歳未満の親族がいる人
は対象となりません。

○要件１（①～④のいずれか）
①７５歳以上の一人暮らし高齢者
②７５歳以上の高齢者のみで構成

される世帯に属する人
③７５歳以上の高齢者と介護保険

要介護認定で要介護４または５
の認定を受けている人のみで構
成される世帯に属する人

④７５歳以上の高齢者と身体障害
者手帳１～３級、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳を持って
いる人のみで構成される世帯に
属する人

○要件２（①～③のすべて）
①外出のとき車などの交通手段を

もっていない世帯に属する人
②令和元年度または令和２年度住

民税が非課税の世帯に属する人
③障害者タクシー福祉乗車割引証

の対象とならない人（「障害者タ
クシー福祉乗車割引証」の適用
除外要件にあたる場合を除く）

内利用１回につき基本料金相当額
を助成。基本料金を超えた金額
は自己負担。

○発行枚数　
▼年間利用上限は２４枚（１冊）
▼年度途中に申請した場合は申請

月以降の残月数で換算（１カ月
２枚換算）

持印鑑（平成３１年１月１日時点で市
内に住民登録がなかった人は、そ

のときの住所地の「令和元年度課
税証明書」が必要）

申高齢者支援課、各出張所・連絡所
問高齢者支援課
　☎�２１１１内線 186
■障害者タクシー福祉乗車割引証
対次のいずれかを所持する市民で

適用除外要件にあたらない人
▼身体障害者手帳１～３級
▼療育手帳
▼精神障害者保健福祉手帳
○適用除外要件　障がい者本人ま

たは生計を同一にする介護者が
自動車税または軽自動車税の減
免を受けている場合

内利用１回につき基本料金相当額
を助成。基本料金を超えた金額
は自己負担。

○発行枚数　
▼年間利用上限は４８枚（１冊）
▼人工透析をしている人は９６枚
（２冊）

持いずれかの手帳
申市社会福祉課、各出張所・連絡所

※郵送による申請を希望する人は市
社会福祉課に連絡してください。

問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191,192

３月３１日で期限切れとなる
福祉医療費受給者証
を持っている人は
■乳幼児用を持っている人
　３月下旬に新しい小学生用の受
給者証を送付します。
■小学生用を持っている人
　４月からの中学生用は、入院し
た場合のみ、健康保険適用の自己
負担額を助成します。入院すると
きなど必要に応じて、再度申請し
てください。
■中学生用、ひとり親家庭用を

持っている人（助成対象の児童が
いなくなる親と高校等卒業生）

　４月以降、速やかに破棄してく
ださい。
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 183

児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当等の
支給額の変更
全国消費者物価指数の公表により、令和２年４月分からの各手当の
支給額を以下のとおり変更します。

●問い合わせ　市社会福祉課　☎�２１１１内線 188,191

区　分 令和元年度（月額） 令和２年度（月額）

児
童
扶
養
手
当

児童１人
全部支給 42,910 円 43,160 円

一部支給 42,900 ～ 10,120 円 43,150 ～ 10,180 円

第２子
加算額

全部支給 10,140 円 10,190 円

一部支給 10,130 ～ 5,070 円 10,180 ～ 5,100 円

第３子以降
加算額

全部支給 6,080 円 6,110 円

一部支給 6,070 ～ 3,040 円 6,100 ～ 3,060 円

特別児童
扶養手当

１級 52,200 円 52,500 円

２級 34,770 円 34,970 円

特別障害者手当 27,200 円 27,350 円

障害児福祉手当 14,790 円 14,880 円
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就学援助費の交付申請
給食費などの一部を補助する制度
の交付申請を受け付けます（所得
制限あり・継続の場合も要申請）。
対市内在住の小・中学生で経済的

理由により就学困難と認められ
る人

○申請期間　４月８日㈬～３０日㈭
／市役所執務時間内

○申請場所　学校教育課
持印鑑、同一世帯全員の令和元年

分の所得が分かる資料（源泉徴
収票、確定申告の写しなど）、
保護者の通帳

問学校教育課
　☎�２１１１内線 321

固定資産課税台帳の閲覧、
記載事項の証明
対土地・家屋の所有者（納税義務

者）／納税管理人／所有者から
委任を受けた人（要委任状）／
借地人・借家人等（使用、収益
の対象となる部分に限る）

日４月１日㈬以降の執務時間内
場税務課、各出張所・連絡所
内土地／地番・所有者・地目・地積・

評価額・課税標準額・税額、家屋
／地番・家屋番号・所有者・床
面積・評価額・課税標準額・税額

料１名義につき２００円
※閲覧のみ４月１日㈬～６月１日

㈪は無料
持本人確認ができるもの（運転免

許証など）
▼同一世帯員以外の場合、委任状

と手続きをする人の本人確認が
できるもの

▼納税義務者の相続人の場合、本
人確認ができるものと続柄を確
認できるもの（戸籍等）

▼法人の場合、手続をする人の本
人確認ができるものと社印また
は法人による委任状

▼借地人・借家人等は、契約書な
どの権利関係を示す書類

問税務課
　☎�２１１１内線 135,136

土地・家屋評価額等の縦覧
（無料）
土地や家屋の評価額を確認できます

（償却資産は縦覧対象外）。
対納税義務者、代理人等
日４月１日㈬～６月１日㈪の執務

時間内
場税務課
内土地／地番・地目・地積・評価

額、家屋／地番・家屋番号・種
類・構造・床面積・評価額

※所有者の住所・氏名・課税標
準額・税額などは掲載なし

持納税通知書や本人確認ができる
もの（運転免許証など）

▼納税義務者以外の場合、委任状
と手続きをする人の本人確認が
できるもの

▼納税義務者の相続人の場合、本
人確認ができるものと続柄を確
認できるもの（戸籍等）

▼法人の場合、縦覧する人の本人
確認ができるものと社印又は法
人による委任状

問税務課
　☎�２１１１内線 135,136

架空請求はがきに気を付けて！
架空請求という詐欺のはがきが流行っています。２月に入り、「請求
書の支払い確認が取れていない」などと書かれた、○○株式会社や
○○センターからのはがきが届いたと相談がありました。
　少しずつ文面や連絡先を変えて送っており、次々に新しい文面の
はがきが出てきています。下のはがきに似たものが届いたときは、
無視しましょう。
　不安や疑問を感じた場合は、相手に
電話をする前に消費生活センターに問
い合わせてください。相談は LINEで
も受け付けています。

●相談窓口
　柳井地区広域消費生活センター
　（商工観光課内）
　☎�２１２５

　▶ LINE 相談始めました
QR コードからセンター公式
アカウントを友だち追加して
利用してください。

３月のくらしの護身術
～消費生活センターからのお知らせ～

▲実際に市内家庭に届いた架空
請求はがき
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試

　
験

令和２年度 市国民健康保険

人間ドックの受付を開始します
ご自身で受診を希望する検査機関（下表）に予約した後、国民健康保
険証と印鑑を持参して、市民生活課、各出張所・連絡所で申し込ん
でください。

○利用要件　検査日に市国民健康保険の加入者であること

▼後期高齢者医療制度の加入者は、市国民健康保険の人間ドックは
受けられません。

▼同じ年度内に、特定健診と人間ドックの両方を受診することはで
きません。

○検査機関・自己負担額

検査機関 半日 短期入院
（１泊２日）

周東総合病院 ☎�３４５６ 12,177 円 41,217 円

光市立大和総合病院 ☎�２１１２ 11,880 円 なし

平生クリニックセンター ☎�２０００ 11,715 円 なし

※脳ドックは周東総合病院で７０歳未満のみ受診可（要別途料金）。

○申込期間　３月２６日㈭～令和３年２月１日㈪
　／期限までに定員に達した場合、受付を終了

●申込・問い合わせ　
　市民生活課　☎�２１１１内線 150,151

3/26木～
受付開始

固定資産評価審査委員会への
審査申出
固定資産評価額に不服がある場合
は、固定資産評価審査委員会に審
査の申し出ができます。
日固定資産課税台帳に価格等を登

録した旨の公示の日から納税
通知書の交付を受けた日以後 3
か月まで

場市固定資産評価審査委員会事務
局（総務課内）

問総務課　☎�２１１１内線 430

公共下水道を使える区域が
広がります
３月３１日㈫から以下の区域で下
水道処理を開始します。
▼柳井地区／白潟西下の一部、白

潟西二の一部、尾の上の一部、
西後地の一部、瀬戸側の一部、
南町一丁目の一部、南町七丁目
の一部、南浜一丁目の一部、中
央一丁目の一部

▼新庄地区／上富尾の一部、中富
尾の一部、下富尾の一部、幸南
の一部、下大祖中の一部、上り
屋敷の一部

■図面などの縦覧
日３月１３日㈮～２６日㈭の市役

所執務時間内
場下水道課
■水洗化をお願いします
▼下水道法では、下水道が使用で

きるようになった区域は速やか
に排水設備を設置するよう定め
ており、トイレは 3 年以内に
水洗化する必要があります。

▼河川などの水質保全を図り、衛
生的な生活を確保するために、
下水処理区域内の建物はできる
だけ早く下水道に接続するよう
お願いします。

▼排水設備工事を行う場合は「下
水道排水設備指定工事店」に依
頼してください。

■公共下水道使用などの届出
　以下には届出が必要です。
　▼使用開始・中止・廃止▼名義

変更▼使用人数の変更（井戸水
使用の人のみ）

○届出窓口
市上下水道料金お客様センター
☎� 2111 内線 642 ～ 644
問下水道課
　☎�２１１１内線 293,294

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３月１８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

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４月８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４月１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

行政相談
日４月８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

行政・市民相談
日４月８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

岩国年金事務所による
年金相談（要電話予約）
日４月９日㈭ , ２３日㈭／ 10:00～

12:00,13:00～16:00
場市役所３階大会議室
申 問５月１４日㈭ , ２８日㈭の年金
相談の予約は４月１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５月１日㈮ 13:30～15:30
場周東総合病院１階救急外来
対県内在住の補装具費支給申請者、

申請予定者など
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

○実施機関
　山口県身体障害者更生相談所
○申込期限　４月２１日㈫
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 192

学生納付特例の申請手続きをお忘れなく
―令和２年度の受付は４月 1 日⺢から―
学生納付特例は国民年金保険料の支払いが困難な学生のために保険

料の支払いを猶予する制度です。本人の所得が一定以下であれば家

族の所得は問いません。

■令和元年度に承認を受けた人
　　引き続き同一の学校に在学予定の人は、４～５月に日本年金機構か

ら郵送される申請書類（ハガキ）に必要事項を記入して返送してくださ

い。学生証の写しや在学証明は不要です。申請しない場合は、６月下

旬に令和２年度分の納付書が郵送されます。

■令和２年度からはじめて申請をする人
　　市民生活課（₇ 国民年金）の窓口で手続きをしてください。大学院へ

の進学、編入など在学校に変更があった人も新しく申請が必要です。

○手続きに必要なもの　

　①年金手帳またはマイナンバーカード

　②学生証の写し（両面）または４月 1 日以降発行の在学証明書

　③印鑑（自署の場合は不要）

■保険料の追納は
　　学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間には算入されま

すが、年金額には反映されません。将来の年金額を増額するために、

１０年以内であれば、納付特例を受けた期間の保険料をさかのぼって

納める（追納）ことができます。　

●問い合わせ

　岩国年金事務所　☎０８２７�２２２２

　市民生活課　☎�２１１１内線168,169
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「表示登記の日」無料登記相談会
日４月１日㈬ 10:00～15:00
場市文化福祉会館１階
○相談内容　土地（分筆・合筆、

地目変更、面積等の更正、境
界）、建物（新築・増築、取り壊
し、分割、区分等）

○相談員
　山口県土地家屋調査士会会員
問詳しくは問い合わせてください。
　山口県土地家屋調査士会
　☎ 083-922-5975

無料人権・子どもの
人権相談所（予約不要）

悩みやもめごと（差別、相続、登
記手続、金銭の貸借等）、心配ご
となど相談に応じます。
日４月２日㈭ 9:30～12:00
場市役所１階１０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

総合労働相談コーナー（無料）
解雇、雇止め、配置転換、賃金引
き下げ等の労働条件、採用、いじ
め、パワハラなどの労働問題など
の相談に応じます。
問

▼柳井地区（大畠地区を除く）
　下松総合労働相談コーナー
　（下松労働基準監督署内）
　☎０８３３�１７８０
▼大畠地区
　岩国総合労働相談コーナー
　（岩国労働基準監督署内）
　☎０８２７�１１３３

生活困窮者自立支援制度
相談窓口

「病気で医療費の支払いが困難」「働

きたくても働けない」「借金を抱え
て将来の生活が心配」「子供がひき
こもっていて将来が不安」などの悩
み事や不安について相談支援員が
包括的な支援を行います。気軽に
相談してください。
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 189

Let'sエクササイズ♪キッズ教室
日４月以降の第１㈭・第３㈭
　／ 17:00～18:00
内身体を動かすことは楽しい！運

動好きになるきっかけに！
※４月に体験会を実施予定です。
○講師　川

かわ

辺
べ

浩
ひろ

子
こ

さん（元中学校
体育教師）

対小学生
料５００円
持動きやすい服装
場 問 FUJIBO 柳井化学武道館
　☎�３３８３

令和２年度上半期
犬・猫の譲渡会／子犬のしつ
け方教室（無料）
犬・猫の譲渡には様々な条件があ
ります。詳しくは問い合わせてく
ださい。
■犬・猫の譲渡会（予約不要）
日

▼平日開催 14:30～15:05／
　４月２７日㈪，５月２６日㈫，６月

２９日㈪，７月２８日㈫，８月
２５日㈫，９月２９日㈫

▼休日開催 10:45～11:30／
　４月１２日㈰，５月１０日㈰，６月

１４日㈰，７月１２日㈰，８月８
日㈯，９月１３日㈰

場県動物愛護センター（山口市陶）

○譲渡前講習会（要予約）
　譲渡を希望する人は必ず受講し

てください（受付／平日13:00～、
休日 9:00 ～）。

■子犬のしつけ方教室（要予約）
日休日開催の犬・猫の譲渡会と同日

／ 13:15～15:30
場県動物愛護センター
申 問県動物愛護センター
☎ 083-973-8315

山口県立大学令和２年度前期
公開授業（要申込）
日４月～７月（授業ごとに異なる）
場山口県立大学
○授業科目
①アジア外交史（日本を含むアジ

ア地域の外交史）
②中国文学（中国の言語文化理解

の一端としての基礎的知識）
③生命と生活の質特論（生命・生

活・人生の質について）
料 5,000 円
○申込期限（必着）
　①②４月３日㈮ , ③４月２４日㈮
申 問

詳しくは問い合わせてください。
山口県立大学地域共生センター
☎ 083-928-3495
　 

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00～17:00 ／毎週㈫休館
■３月２６日㈭～２９日㈰
　字遊の会 作品展
■４月２日㈭～１５日㈬
　柳井天神春まつり 本陣飾り
■４月１８日㈯～１９日㈰
　柳井天神春まつり協賛 花展
問やない西蔵　☎�２４９０

講座・教室

催　し
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国税専門官
○受験資格　▼平成２年４月２日

～平成１１年４月１日生まれの
人▼平成１１年４月２日以降生
まれで、大学を卒業した人、令
和３年３月までに卒業する見込
みの人、人事院が同等の資格が
あると認める人

○第 1 次試験日　６月７日㈰
○受付期間　インターネット：３

月２７日㈮～４月８日㈬、郵送・
持参：３月２７日㈮～３月３０
日㈪当日消印有効

申 問詳しくは国税庁 HP を確認す
るか問い合わせてください。
▼広島国税局人事第二課 
　☎ 082-221-9211 内線 3635
▼柳井税務署　☎�０２７７

２０２０年度 労働基準監督官
○採用予定者数　約２３０人
○試験日
▼第一次試験　６月７日㈰
▼第二次試験　７月１４日㈫～１
　６日㈭の指定された日時
○受付期間
　３月２７日㈮ 9:00 ～４月８日㈬
申インターネットで申し込んでくだ
  さい（　 http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html
問詳しくは問い合わせてください。
山口労働局総務部総務課人事係
☎ 083-995-0360

令和２年度前期 
危険物取扱者試験（甲・乙・丙種）
○試験日　６月２０日㈯，２１日㈰
○試験会場　県内各市（柳井市は

６月２０日㈯）
○受験資格　甲種以外は不問
○願書受付期間
▼書面申請（願書は最寄りの消防

機関）：４月６日㈪～２０日㈪
▼電子申請：４月３日㈮～１７日㈮
○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 問詳しくは問い合わせてください。
柳井地区広域消防本部
☎�７７７４

柳井桜土手さくら祭り
日４月５日㈰ 10:30～16:00
場南浜桜土手
内桜の下で地域住民のふれあいを。
▼石見神楽、音楽ライブ、空手、

書道パフォーマンス、保育園児
演奏、日本舞踊、ヒップホップ、
カラオケなど

▼地元産品、野菜など
申 問柳井桜土手さくら祭実行委員会
☎�４７７８（大野）

春の味覚 タケノコ掘り体験
交流会（要申込）
日４月１１日㈯ 10:00～12:00
※雨天・イノシシの被害があっ

た場合は中止（延期なし）
場黒杭川ダム公園隣接竹林
内タケノコの収穫体験
定３０人（先着順）
料大人３００円、小中学生１００円
持汚れても良い服装、タケノコを入

れる袋、軍手、タオル、飲み物
○申込期限　４月５日㈰
申 問住所・氏名・年齢・電話番号を
明記してFAXで申し込んでください。
竹林ボランティア柳井
☎・ FAX �６７４５（新田）

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４月１５日㈬ , ５月２０日㈬ , ６月

１７日㈬ , ７月１５日㈬ , ８月１９日
㈬ , ９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, FAX �６１１６

やない市民活動センター相談員
（会計年度任用職員）
○業務内容　受付、相談、企画運

営業務など
○応募要件
▼市民活動に意欲・関心があること
▼パソコンの基本的な操作ができ

ること
▼㈯㈰㈷の勤務が可能であること
※詳しくは問い合わせてください。
○募集人員　１人
○報酬　月額 140,098 円
○雇用期間　５月１日から令和３

年３月３１日まで（予定）
○勤務日　原則週４日（19:00 ま

で勤務の日あり）
○勤務場所　やない市民活動セン

ター（市文化福祉会館内）
○採用　書類選考・面接の上で採用
○応募期限　４月９日㈭（必着）
申 問履歴書・応募動機（８００字程
度）を持参または郵送してください。
〒 742-8714（住所記載不要）
地域づくり推進課
☎�２１１１内線460

山口県食の安心モニター
○応募資格
　満１８歳以上の県内在住者
○任期
　委嘱日～令和３年３月３１日
※５月下旬に山口県庁で委嘱式

を実施予定
○活動内容　
▼日常の買い物を通じた食品表示

などのモニタリング
▼不適正な食品取扱などの通報
▼研修会などへの参加
▼活動状況の定期報告・県への提言
※詳しくは問い合わせてください。
○募集人員　４０人　
○応募方法　市商工観光課備付の

申込書に必要事項を記入し、同
課に提出

○応募期限　４月６日㈪（必着）
○その他　県内の地域バランスな

どを考慮して選考し、５月上旬
に本人に通知予定

問県生活衛生課
　☎ 083-933-2974
　 FAX 083-933-3079

URL

募　集

試　験
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健康 & すくすく
こころの健康づくり
３月・４月は卒業、入学、退職、就職、引越しなど、環境の変化が多い時期です。
このような変化がストレスとなり、こころに不調を来たすことが少なくあり
ません。こころの不調のサインを知っておき、早めに対処することが大切です。

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

　ストレスの原因
ストレスとは外部から刺激を受けた時に生じる緊張状

態のことです。外部からの刺激には、天候や騒音など

の環境要因、病気や睡眠不足などの身体的要因、不安

や悩みなどの心理的要因、人間関係がうまくいかない、

仕事が忙しいなどの社会的要因があります。

　つまり、進学や就職、結婚、出産といった喜ばしい

出来事も含め、日常の中で起こる様々な変化や刺激が

ストレスの原因になります。

　ストレスが続くとどうなるの？ 
ストレスを受けると、心身はいったんショックを受け

るものの、抵抗力を高めて対応します。適度なストレ

スはよい刺激となり、やる気につながります。

　しかし、長引いたりためすぎたりすると、次第に抵

抗力は失われ、心身の状態が悪化してこころの病気の

危険が高まります。

　ストレスをためない暮らし方
◦生活のリズムを整える

生活リズムの乱れは、自律神経の乱れにつながりま

す。食事や起床・就寝の時間を一定にしましょう。

◦栄養バランスのとれた食事
◦良質の睡眠

生活習慣や環境の工夫をしても眠れない、熟睡でき

ない、寝ているのに日中の眠気が強いなどの問題が

続く場合には、早めに専門家に相談しましょう。

飲酒で紛らわせるのは、睡眠の質を低下させ、うつ

病等のこころの病気を引き寄せます。

◦適度に体を動かす習慣
　散歩、サイクリング、スポーツ、子どもと遊ぶなど

◦リラックスできる時間をもつ
入浴、ストレッチ、腹式呼吸、音楽を聴く、ぼんや

りと窓の外を眺める、気の合う人と話すなど

◦趣味やスポーツを楽しむ時間を持つ
趣味やスポーツに熱中し、楽しむことは、ストレス

に対する抵抗力を高めます。

◦困り事や悩みを誰かに相談する
話を聴いてもらうだけでも、気持ちが楽になり、解

決策が見つかることもあります。家族、友人、同僚、

地域や趣味の仲間など、日頃から気軽に話せる人を

作っておきましょう。

  こころと体の不調が続くときは、早めに専門家に相談しましょう。
ストレスに気を付けていても、眠れない、食欲がない、

食べてもおいしくない、好きだったこともやりたくない、

やっても楽しくない、人に会いた

くないなどの変化が２週間以上

続く時は、受診も考えて、専門

家に相談しましょう。

市保健センターでは心身の健康に関する相談に対応

しています。

○健康相談の日
　毎週㈪㈬㈮※㈷を除く

　／9:00～11:30

○こころの相談会
　毎月第１㈬／13:30～15:00
　※４月は第２㈬（８日）に行います。
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令和元年６月に、昭和４７年４月２日～昭和５４年４月
１日の間に生まれた男性※に対し抗体検査・予防接種
の無料クーポン券を郵送しましたが、受診率の低迷に
より国の対策として、クーポン券の有効期限を抗体検
査、予防接種それぞれ令和３年２月２８日まで延長し
ます。
　風しんの感染拡大を防ぐため、早めに抗体検査を受
けましょう。
※この期間に生まれた男性は、公的な予防接種を受ける機会がなく、
抗体保有率が低くなっています。

●問い合わせ　市保健センター　☎㉓１１９０

昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性対象

風しんの抗体検査・予防接種
　無料クーポン券の有効期限を延長します

心配ごと相談（無料・市民対象）
日４月７日㈫ 9:30～12:00
場市総合福祉センター２階会議室
内家族、健康、福祉、医療などの

悩みごと相談
問市社会福祉協議会　☎�３８００

４月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（２９日㈷は除く）
　9:00～11:30
■こころの相談会
日４月８日㈬ 13:30～15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日４月１５日㈬ 9:30～11:00
場いずれも市保健センター
問市保健センター　☎�１１９０

にこにこ健康づくり
（無料・申込不要）
約１時間、笑顔でできる程度の運
動をする健康づくり活動です。市
内各地でグループ活動が行われて
おり、誰でも参加できます。
▼動きやすい服装で参加してくだ

さい。
▼室内会場（市保健センター、中央

公民館、伊保庄公民館を除く）
は室内用の運動靴が必要です。
FUJIBO 柳井化学武道館では裸足

で行います。
▼複数の会場に参加できます。
対医師から運動の制限を受けてい

ない人
問市保健センター　☎�１１９０
４～６月の場所・日時
天候等により中止や日程の変更を
する場合があります。
■遠崎地区体育館（サークル遠崎）
日 各 9:00～／４月１３日㈪ , ２７

日㈪ , ５月１１日㈪ , ２５日㈪ ,
６月８日㈪ , ２２日㈪ ,

■中央公民館（市文化福祉会館）
日各15:30～／４月７日㈫,２１日㈫,
　５月１９日㈫,６月２日㈫,１６日㈫
■中開作ふれあいセンター
日各 13:00～／４月７日㈫ , ２１日

㈫ , ５月５日㈫ , １９日㈫ , ６月
２日㈫ , １６日㈫ ,

■阿月地区体育館
日各 13:30～／４月２２日㈬ , ５月

２７日㈬ , ６月２４日㈬
■伊保庄公民館
日各 10:00～／４月２２日㈬ , ５月

２７日㈬ , ６月２４日㈬
■大畠総合センター
日各10:00～／４月１日㈬,５月２０

日㈬,６月３日㈬,１７日㈬
■日積公民館
日６月３日㈬ 10:00～

■柳井ウェルネスパーク
日各18:00～／４月９日㈭ , ２３日

㈭ , ５月１４日㈭ , ２８日㈭ , ６月
１１日㈭ , ２５日㈭

■ FUJIBO 柳井化学武道館
日各14:00～／４月９日㈭,２３日㈭,
　５月１４日㈭,２８日㈭,６月１１日

㈭ , ２５日㈭
■遠崎地区体育館
　（健康づくりinとおざき）
日各 9:00 ～／４月２５日㈯ , ５月

２３日㈯ , ６月２７日㈯
■市保健センター
日各9:00～／４月４日㈯,１８日㈯,

５月２日㈯,１６日㈯,６月６日㈯,
２０日㈯

■つなげ隊ツアー
①お花見ジョグ
日４月４日㈯ 9:00 ～
　集合場所／ FUJIBO 柳井化学

武道館
②マップコースジョグ
日５月９日㈯ 9:00 ～
　集合場所／阿月公民館
③マップコースジョグ
日６月１３日㈯ 9:00 ～
 集合場所／伊陸公民館

▼お手元のクーポン券はそのまま使用できます。
▼クーポン券を紛失した場合は、市保健センターで再発行

しますので、連絡してください。

SAMPLE

【無料クーポン券の例】
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まちの出来事

2/15,16 ぬいぐるみの図書館おとまり会

　高校生ボランティアグループ（西
に し

本
も と

千
ち

紘
ひ ろ

代表）が企画
した「第２回 ぬいぐるみの図書館おとまり会」が大畠図
書館で開催され、１４人の子どもたちがお気に入りの
ぬいぐるみを連れて参加しました。子どもたちとぬい
ぐるみが一緒におはなし会に参加した後、ぬいぐるみ
は図書館に泊まり、夜の図書館で絵本を読んだり館内
を探検したりしました。高校生らはぬいぐるみが夜の
図書館を大冒険する様子を撮影し、その写真を翌日迎
えに来た子どもたちに手渡すと、子どもたちは嬉しそ
うな表情を浮かべていました。

2/2 伊陸フェスティバル キャベツ祭り
　伊陸地区コミュニティ協議会と農事組合法人ウエスト・い
かちが共同で「伊陸フェスティバル 第１０回キャベツ祭り」を開
催しました。この日は取れたてキャベツの販売のほか、キャベ
ツ入り豚汁の無料配布、キャベツの重量当てクイズ、キャベツ
を使ったオリジナルレシピの表彰など様々な企画が行われ、会
場となった JA 山口県伊陸支所倉庫は約５００人の来場者で賑わ

いました。

2/21 柳井ライオンズクラブによる図書寄贈
　柳井ライオンズクラブ（畑

は た

谷
た に

美
よ し

行
ゆ き

会長・写真右から３
番目）は、図鑑などの児童向けの図書３１冊（約８万円分）
を柳井図書館に寄贈しました。同クラブからの寄贈は今
年で４２回目で、累計 2,271 冊（約 580 万円）となります。
畑谷会長は「ネット社会の中、心豊かに育つためには良
い本に触れることが大切。これからも継続していきたい」
と挨拶しました。

2/18 将来の夢、感謝の気持ちを発表 
　柳井小学校で二分の一成人式が開催され、２０歳の半分、
１０歳を迎えた４年生児童１００人が将来の夢や合唱など
を発表しました。「１０歳のちかい」では、児童一人ひとり
が「ユーチューバー」「消防士」「建築士」「サッカー選手」「保
育士」など自分の夢を掲げ、参観する保護者に夢の実現の
ために頑張ることを発表しました。
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国指定重要無形民俗文化財

阿月神明祭

▲新婚の仲間を海に投げ入れる「水祝い」。

江戸時代に始まり今年で 376 年目を迎えた阿月神明祭が２月11日、阿
月の東・西神明宮一帯でありました。祭りは朝のご神体の起し立てに
始まり、昼には神明太鼓・長持じょうげ・神明踊りが奉納され、夜に
はご神体に火が放たれ、一年間の無病息災・五穀豊穣を願いました。

起し立て

◀▲冬の朝の冷気に包まれる中、法螺貝を合図に全
長約２０m のご神体が徐々に立ち上がり、祭りが
幕を開けます。

▼起し立てを終え、談笑する若者たち。祭りのため、
毎年この時期に帰省する若者もいます。

朝
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▲無病息災を願い、引き倒されたご神体から飾り
を持ち帰る来場者。

神明太鼓

はやし方

長持じょうげ

神明踊り

▲昼と夜の２回、ご神体の下で、子どもから大人までが一緒に、音頭、太鼓
に合わせた踊りを奉納します。

昼

夜
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ちがうのが  一人一人の  いいところ

新庄のウェルネスパークには子どもたちの歓声が

響き、利用者が運動を楽しんでいます。アクアヒ

ルやないが設置されているパーク西側の高台には

吉政遺跡があり、整備事業に先立って発掘調査を

行い、多くの竪穴建物を検出しました。

　弥生時代の先人達は、竪穴住居で暮らしていま

した。地盤を掘り窪
くぼ

め、掘り出した土を周囲にぐ

るりと巡らせて壁とし、わらや萱などで屋根を葺

きました。吉政遺跡では１１棟の竪穴建物が検出

され、家屋の平面形が円形から四角形へ変わる時

期の遺跡であることが判りました。

　円形の竪穴建物の中で注目すべきは、床の直径

が１０．８５ｍもある県内最大級の建物です。尾根

上に形成された集落のほぼ中央に位置しており、

集会所であった可能性が考えられます。

　その周囲に建てられた住居としての竪穴建物は、

いずれも床の直径が７ｍ前後です。建物の中央に

は炉を設置しており、火を燃やして食物の煮炊き

をし、暖を取りました。陽が落ちて闇が訪れると

やないの先人たちの知恵と汗・原始編
新庄の吉政遺跡（弥生時代）に家族愛を見る～

　　　市教育委員会社会教育指導員　松島　幸夫

家族全員が一緒に炉を囲んで食事をとったので

しょう。狩りや土器づくりを話題にし、朗
ほが

らかな

笑い声が響いたことでしょう。子どもたちは大人

の知恵を習得しようと、目を輝かせて聞き入りま

した。物質には恵まれていませんでしたが、確か

な家族の絆がありました。

　ところが現代では一家団らんの時間が少なくな

り、子どもに個室を与えて、親子の会話が無くなっ

たとか、親に反抗するとかの悩みを抱えています。

竪穴住居を見つめていると、家庭円満のヒントを

もらえそうです。

●問い合わせ

　文化財室　☎㉒２１１１内線 332

吉政遺跡の跡地に建つアクアヒルやない

郷土史コラム  

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

救急医療電話相談
こども（１５歳未満）の相談　19:00 ～翌朝 8:00

☎ #8000（つながらないとき／☎083-921-2755）
おとな（１５歳以上）の相談　２４時間３６５日対応

☎ #7119（つながらないとき／☎083-921-7119）
※緊急・重症の場合は迷わず１１９番に通報してください。 

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
㈲笹木設備、トオル電気㈱、日昭住設㈱、
ベルダ㈱、㈱一山電業

市の
人口

31,557 人

（前月比２４人減）
男性 14,748 人

女性 16,809 人

15,630 世帯

2/29
現在

増 転入 72 人
出生 7 人
その他 0 人

減 転出 55 人
死亡 48 人
その他 0 人

４月のけんけつ （４００ml 限定）
○日程

６日㈪ 9:30 ～ 11:45 柳井市役所
13:00 ～ 16:00 　　〃

１２日㈰ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井
13:15 ～ 15:30 　　〃

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０
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ネット社会  文字より心で  つながりたい

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、3/31火
　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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き

内
うち

　　昇
のぼり

さいはての家・・・・・・・・・・ 彩
あや

瀬
せ

　まる 
寂
じゃく

庵
あん

コレクション ・・・・・・・ 瀬
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ほうじ茶のお菓子・・・・・・・・ 本
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ま
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名画の中の恋人たち・・・・・・・ 永
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井
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■一般書（大畠図書館）

できない相談・・・・・・・・・・ 森
も り
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え
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思い出の修理工場・・・・・・・・ 石
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■児童書（柳井図書館）

くじらすくい・・・・・・・・ たなかやすひろ
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子
こ

火子どもを犯罪被害から守ろう！
県内では、子どもに対する犯罪やその前兆となる
声かけ事案などが多く発生しています。
　新学期を迎えるにあたり、地域の防犯力を高め
て子どもを犯罪の被害から守りましょう。

■「ながら見守り」にご協力を！
　現在、各地域で防犯ボランティア団体が結成さ
れ、通学路や子どもの遊び場などに対する見守り
活動が行われていますが、子どもを犯罪被害から
守るためには、より多くの地域の皆さんの協力が
必要です。地域の皆さんは散歩や買い物などの日
常生活をしながら、事業者の皆さんは事業活動を
しながら、防犯の視点を持って子どもを見守る「な
がら見守り」を行いましょう。

■「ながら見守り」のポイントは？
　声かけ事案などは、登下校時間帯の通学路上で
多く発生していますので、こうした時間帯、場所
での子どもの見守りが効果的です。
万が一、

○子どもが被害に遭っているのを見た
○子どもが助けを求めてきた

ときは、すぐに１１０番通報しましょう。

表紙写真の説明
阿月神明祭の東方ご神体の起し立
ての様子です。ご神体の高さは東
方で約１５ｍ、西方で約２０ｍあり、
綱やはしごを使って何十人もの力
で起し立てます。色鮮やかな御幣
や飾りに彩られてそびえるご神体
は、とても圧巻です。

編集後記
『１月は行く・２月は逃げる・３月は去る』という言葉
のとおり、新年を迎えてからあっという間に年度末
になりました。新学期、新生活などわ
くわくするはずの４月ですが、新型コ
ロナウイルスの影響で、心穏やかでな
い人も少なくないはず。脅威が早く去
ってくれることを切に願います。（高杉）
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 yanaishi@

city-yanai.jp 
URL

「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。

☎�１１８７

チューリップ
　球根植物　ユリ科　

　春を代表する花の一つです。フラワーランドでは
黄色系とピンク系のチューリップを自由広場やジョ
イフルガーデン、屋上庭園など様々な花壇に植栽し、
春らしさを演出しています。植栽本数は約 2,500 本
でフラワーランド史上最多です。雰囲気に合わせて
春の草花と植栽しており、共演も必見です。

季節の
たより

2/6,7 伊保庄地区で餅つき唄を伝承
　伊保庄餅つき唄保存会が、６日に小田小学校、
柳井南保育所、特別養護老人ホーム伊保庄園の 3
か所を、７日に柳井南小学校をそれぞれ訪問し、
伊保庄地区の伝統芸能である「餅つき唄」を披露し
ました。同保存会は昭和５７年に結成され、翌年
から巡回を開始し今年で３８回目を迎えます。
（左写真は餅つきを体験する柳

井南保育所の園児たち。右写真

は柳井南小で昔の餅つきの様子

を再現する保存会のメンバー）

2/14 タイガーマスクが小学校を訪問
　新日本プロレスに所属する４代目タイガーマスクが柳井小学校と
新庄小学校を訪れました。タイガーマスクはそれぞれの学校で「叶
わない夢はない。夢を持ち、その夢に向かって一生懸命頑張ってほ
しい」と語り、柳井小では綱引き、新庄小では腕相撲や手押し相撲
を児童らと楽しみました。
また、質問コーナーでは
児童からの純粋な質問に
明るく答え、会場は笑い
や驚きに包まれました。

▲女子児童を軽々と持ち上げるタイガーマ
スク（写真上）と、６年生とタイガーマ
スクとの綱引き対決（写真下）／柳井小

▲手作りのタイガーマスクのお面を持って記念
撮影をする６年生とタイガーマスク／新庄小


