
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6

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

お知らせ

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配
布します。
○配布日　６月４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
○主催　柳井市・柳井市快適環境

づくり推進協議会
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

市議会定例会（６月議会）
平成２９年第２回市議会定例会を
開催します。
日６月１２日㈪～２６日㈪（予定）
○その他　日程など詳しくは６月

６日㈫１０時からの議会運営委
員会で決定されます。また、市
のホームページにも掲載します。

　　http://www.city-yanai.jp/
site/shigikai/

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

山口県よろず支援拠点による
出張相談会（無料・要予約）
中小企業・小規模事業者の経営上

の相談に、各分野の専門家が対応
し、早期の解決を図ります（先着
順・４事業者まで）。
日６月７日㈬ 9:30 ～ 16:30
場市文化福祉会館
申 問相談日の前日までに電話で申
し込んでください。
山口県よろず支援拠点
☎ 083-922-3700
　
岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日 ６月８日㈭ , ２２日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※７月１３日㈭ , ２７日㈭の年金相

談の予約は６月１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）

日６月１４日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所３階大会議室
定８人（市民対象・定員になり次

第締切）
申 問６月１日㈭８時３０分から電
話により先着順で受け付けます。
市民生活課
☎�２１１１内線 161

行政・市民相談
日６月１４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

行政に対する苦情や要望の相談
　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、
書類作成等についての相談

問市民生活課
　☎�２１１１内線 161

行政相談
日６月１４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に対す

る苦情や要望の相談
問大畠出張所　☎�２２１１

知的障害者更生相談所
巡回相談（要申込）
日６月１５日㈭ 10:00 ～ 15:00
場市総合福祉センター
内巡回相談（療育手帳相談、保健

相談等）
対１８歳以上で知的障がいのある人
持療育手帳、身体障害者手帳
申 問

▼市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191
▼山口県知的障害者更生相談所
　☎ 083-922-7511

市民相談

URL
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人権擁護委員制度を
　　　　　　ご存知ですか
■６月１日は人権擁護委員の日
法務大臣から委嘱された市内の人
権擁護委員は以下の７人です。相
談は無料で、秘密は厳守されます。
一人で悩まずお気軽にご相談くだ
さい。
○市内人権擁護委員
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■特設人権相談所（無料・予約不
要）

日６月１日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所１０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
○相談内容　人権・土地・家屋・

金銭貸借・離婚・東日本大震災
に起因する人権問題などあらゆ
る生活上の心配事
■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

平成２９年度島スクエア
起業家育成講座（前期）
対起業に興味・関心のある人
■基礎講座Ⅰ（基礎編）
日 場各 18:00 ～ 20:30
どの会場でも受講可
▼５月２４日㈬／かみゆい処（柳

井市白壁通り）
▼５月２５日㈭／田布施町中央公

民館（田布施町下田布施）
▼５月３０日㈫／平生まち・むら

地域交流センター（平生町大字
平生村）

▼６月７日㈬／上関町総合文化セ
ンター（上関町大字室津）

▼６月８日㈭／花咲く郷祈りの家
（周防大島町西安下庄真宮）

内起業の基礎
○講師　藤井康弘氏（中小企業診

断士）
■基礎講座Ⅱ（起業プラン編）
日６月１０日㈯・１７日㈯
　両日とも 9:30 ～ 16:30
場大島商船高専起業教育研究セン

ター（周防大島町小松 91-4）
内興味・関心のある事業について

起業プランを作成
○講師　基礎講座Ⅰと同じ
申 問受講希望者は名前、受講会場
を受講日の５日前までに連絡して
ください（当日受付も可）。
大島商船高等専門学校総務課　
☎０８２０�５５２４　

FAX ０８２０�５５５２
　srenkei@oshima-k.ac.jp

社会的ひきこもり家族教室
「社会的ひきこもり」は長期間自宅
にこもり、家族以外との親密な対
人関係が築けず、社会生活が長期
にわたって失われている状態をい
います。正しい知識やよりよい対
処の方法、コミュニケーションの
方法を学びましょう。
日６月～平成３０年２月（全５回）
　原則として偶数月第４㈫
　／ 13:30 ～ 16:00
場県柳井健康福祉センター
対社会的ひきこもりで悩んでいる

家族等
※参加申込後、担当者による面接

の上、受講を決定します。
料茶菓子代５００円（５回分）
○申込期限　６月２０日㈫
申 問県柳井健康福祉センター
☎�３６３１

大畠地区の下水溝清掃は５月２１日日です
下水溝清掃は各地区の皆さんの自主活動で実施されています。
皆さんのご協力をお願いします。
○日時　５月２１日㈰（雨天実施）８時ごろから収集開始

○場所
▼中筋・西本谷・東浜・西浜・宮岬団地・瀬戸・石神・串の下
▼住吉・天神・本町・本町団地
▼天王・東村・蛭子町・遠崎本町・御旅・西里・杉の木・宮の下

○お願い

①トラックへの積み込みは必ず自治会で行ってください。

②消毒用乳剤の散布は環境に配慮し実施しません。

③家庭ごみ、粗大ごみは絶対に出さないでください。

●問い合わせ　大畠出張所　☎�２２１１

講座・教室
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初心者弓道教室
日６月２日㈮～８月９日㈬／毎週

㈬㈮（全２０回）
　19:30 ～ 21:00
場柳井市弓道場
内射法八節（弓を引くための基本

動作）
対市内と周防大島町に在住または

勤務している人
定５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１９日㈮
申 問柳井市弓道連盟
☎ 090-4577-5676（森嵜）

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■昔の遊び伝え隊「竹を使ったお
もちゃを作ろう！」

日６月３日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小学校内）
内竹を使っておもちゃを作る
定小学生１５人程度（先着順）　
料３００円（材料、保険代）
持軍手、作品を持ち帰る袋、茶
○申込期限　５月２２日㈪
申 問電話で申し込んでください。
しらかべ学遊館　☎�４５１８

シニアのパソコン入門講習
（無料）

日６月１２日㈪～１６日㈮の５日
間／ 10:00 ～ 16:30

場市文化福祉会館
内パソコンの起動からワード・エ

クセル入門
対シルバー人材センターで就業を

希望する６０歳以上の人
定１０人
○申込期限　５月２９日㈪
申 問（公社）山口県シルバー人材セ
ンター連合会  ☎ 083-921-6070

柳井竹細工教室会員作品展
日５月２５日㈭ 13:00 ～ 15:00
場星の見える丘工房
○その他　見学者には花かご（一

輪挿し）、竹とんぼまたは風車

をプレゼント／先着３０人
問柳井竹細工教室
　☎�１７４８（代表・安原勝實）

日積浄水場施設一般見学会
（要申込）

日６月１日㈭～７日㈬まで（㈯㈰
は除く）

　9:00 ～ 16:00 の１時間程度
場柳井地域広域水道企業団日積浄

水場（日積 13854 番地）
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 問申込が少人数のときは時間調
整をする場合があります。
柳井地域広域水道企業団
☎�５３３３

古地図を片手に街道歩き
～あじさい園を訪ねて～

（要申込）
日６月１７日㈯ 9:00 ～ 16:30
場集合・解散／柳井駅
内柳井駅→岩国竪ケ浜往還→美人

地蔵→石井ダム公園（昼食）→果
子乃季あじさい園→白壁の町並
み→柳井駅

　／約１０㎞の徒歩行程
定３０人（先着順）
料 1,000 円（弁当・保険代等）
○申込期限　６月１０日㈯
申 問

柳井市観光協会
☎�３６５５

第２５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
迎えての演奏会を開催します。
日６月１１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
○入場整理券の配布　５月２４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。整理
券がなくなり次第、配布は終了
します。
○主催　柳井ライオンズクラブ

○後援　柳井市、柳井市教育委員
会、柳井市消防団
○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

広島広域都市圏
サンフレッチェ広島共同応援

（要申込）
中国地方で唯一のＪ１プロサッカ
ーチーム「サンフレッチェ広島」を
共同で応援します。
日６月２５日㈰ 18:30 キックオフ
（対戦：大宮アルディージャ）

場エディオンスタジアム広島／現
地集合

対広島広域都市圏内の居住者
定 80 人（申込多数の場合は抽選）
料大人 2,200 円、小中高 1,000 円
○その他
▼ＳＡ指定席で広島広域都市圏で

まとまって応援
▼サンフレッチェ広島のグッズを

プレゼント
○主催　広島広域都市圏協議会
○申込期限　５月２５日㈭（消印

有効）
申 問往復はがきに（１枚に５人ま
で）参加者全員の住所・氏名・年
齢（学生の場合は学年）・電話番号
と「サンフレッチェ共同応援希望」
の旨を記入して申し込んでくださ
い（小学生以下は要大人同伴）。
〒 730-8586（住所不要）
広島市役所広域都市圏推進課
広島広域都市圏協議会
☎ 082-504-2017

催　し
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やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■５月１０日㈬～２２日㈪
　着物で作る日傘展
■５月２５日㈭～２８日㈰
　和紙ちぎり絵展
問やない西蔵　☎�２４９０

市行政改革推進委員会委員
市では行政改革について民間有識
者等の意見を聴くために、柳井市
行政改革推進委員会（委員 10 人
で構成）を設置しています。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
▼市政や行財政改革に関心がある

人
▼平日の日中に開催予定の委員会
（年２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～平成３１年６

月３０日
○報酬　日額 5,100 円
○応募方法　「応募の動機、市の

行財政改革のために必要なこ
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、電子
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　６月９日㈮（当日消

印有効）
●応募・問い合わせ
　政策企画課
　☎�２１１１内線 471　　
　FAX �４５９５
　〒 742-8714（住所記載不要）
　　seisakukikaku@city-yanai.jp

児童クラブ職員
（夏休み期間のみ）

○応募資格
■放課後児童支援員
　保育士・教員・社会福祉士の資

格を持っている人
■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・柳東の

各児童クラブ　
○勤務時間
■放課後児童支援員
　毎週㈪～㈯のうち原則週４日
　／ 7:45 ～ 18:45 のうち５時間

４５分
■補助員
　毎週㈪～㈯のうち週４～５日
　／ 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 910 円
○採用　面接の上、採用
申 問履歴書（写真添付）に資格証明
書の写しを添えて（補助員は不要）
申し込んでください。
市社会福祉課
☎�２１１１内線 188

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、

馬皿、新庄北の各県営住宅
○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 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）山口県施設管理財団県営住
宅管理事務所岩国支所
☎０８２７�１０３０

２０１７無事故・無違反
コンテスト１５０参加者

１５０日間の無事故・無違反を目指
すコンテストです。
○実施期間　７月４日㈫～１１月

３０日㈭の１５０日間
○コース・参加人数
▼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
○参加費　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
○募集期限　６月３０日㈮
申 問

▼市危機管理室
　☎�２１１１内線 432
▼柳井警察署　☎�０１１０
▼県地域安心・安全推進室
　☎ 083-933-2619

木造住宅の耐震診断・耐震改修（要申込）
木造住宅の耐震診断を無料で行います。また、耐震改修を実施する
人に対し補助を行います。

○対象者　所有する昭和５６年５月３１日以前に着工した木造住宅
に現住し、市税の滞納がない人（賃貸住宅は対象外）

○申込期間　５月２５日㈭～９月２０日㈬／㈯㈰㈷を除く
▼木造住宅耐震診断　１０戸
▼木造住宅耐震改修　１戸／補助限度額 600,000 円（2/3 補助）
※申込多数の場合は抽選とします。（抽選日：１０月上旬）

●申込・問い合わせ
　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 235,236
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