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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
■定例開催（申込不要）
日 場

▼１０月２９日㈰ 10:30 ～ 11:30
　　／神代学習等供用会館
▼１１月４日㈯
　10:30 ～ 11:30
　　／ふれあいタウン大畠
　13:30 ～ 14:30
　　／柳北小コミュニティルーム
問政策企画課
　☎�２１１１内線 471

指定緊急避難場所等を
追加しました
■指定緊急避難場所（洪水・土砂・

高潮・地震・津波災害）
　「余田小学校・余田公民館」
■指定避難所
　「ふれあいどころ４３７」
問危機管理室
　☎�２１１１内線 431

防災行政無線を使用して
緊急地震速報訓練を行います
全国瞬時警報システム（J

ジ ェ イ ア ラ ー ト

-ALERT）
の受信、起動を確認するとともに、
日ごろからの備えの重要性を再認
識してもらうことを目的に実施し
ます。
日１１月１日㈬ 10:00 ころ
○方法　市内４９カ所に設置して

ある防災行政無線のスピーカー
からの一斉放送

○放送内容　チャイム音とともに

緊急地震速報として「大地震」で
あることを訓練放送

○その他
▼災害等が発生またはその恐れが

ある場合、訓練を中止すること
があります。

▼当日は柳井市以外の地域でも緊
急地震速報訓練が行われます。

■防災行政無線の音声放送が聞き
取れなかったとき

　防災行政無線電話応答サービス
　☎�６４００
問危機管理室
　☎�２１１１内線 431

弾道ミサイル落下時の行動は？
山口県のスマートフォン対応
サイトが開設されました
○アクセス方法　県トップページ

→「お知らせ」→「弾道ミサイル
落下時に身を守るための行動に
ついて」または右の QR コード
を読取

問県防災危機管理課
　☎ 083-933-2370

山口県瀬戸内海海区
漁業調整委員会委員の
選挙人名簿の縦覧
平成２９年９月１日現在調製の選
挙人名簿の縦覧を行います。
日 １０月２０日㈮～１１月３日㈮

／ 8:30 ～ 17:00
場市選挙管理委員会事務局（㈯㈰

㈷は宿直室）

※大畠出張所、伊保庄出張所、阿
月出張所、平郡出張所、西平郡
連絡所でも執務日に各管内の名
簿の写しを縦覧できます。

問市選挙管理委員会事務局
　☎�２１１１内線 261

高等職業訓練促進給付金
（要事前相談）
対象資格、必要書類など詳しくは
お問い合わせください。
対看護師等の資格を取得するため

に１年以上の養成機関で修業す
るひとり親家庭の母または父

○支給対象期間
　修業する期間（上限３年）
○支給金額　月額 100,000 円（市

民税課税世帯は 70,500 円）
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 190

赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします
期間：１０月１日～１２月３１日
皆様からの寄附金は地域福祉の充
実に役立てられます。
■今年の目標額　12,270,000 円
（昨年の実績額　11,462,331 円）
○県内福祉のために…271 万円
○市内福祉のために…516 万円
○歳末たすけあい運動のために
　…440 万円
問柳井市共同募金委員会（柳井市

社会福祉協議会内）  ☎�３８００

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

９月発生状況 13 0 18
累
計

平成２９年 92 3 116
前年対比 +17 +3 +22

平成２９年９月３０日現在
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柳井市空家等対策計画（案）の
パブリックコメントを
実施します
皆さんの意見をお寄せください。
なお、提出された意見はホームペ
ージで公開する予定ですが、個別
には回答しませんのでご了承くだ
さい。
○募集期間　１０月１２日㈭～１１

月１４日㈫ 必着
○閲覧場所　市役所情報提供コー

ナー、各出張所・連絡所、都市
計画・建築課、同課ホームペー
ジ

○提出方法　住所、氏名、電話番
号を明記し、次の方法で提出し
てください（様式不問）。

▼都市計画・建築課に持参
▼郵送（〒 742-8714 都市計画・

建築課）
▼ FAX・電子メール
問都市計画・建築課
　☎�２１１１内線 237
　FAX �５６９９
　　toshikeikaku@city-yanai.jp

１０月２０日金は
県内一斉ノーマイカーデー
地球温暖化対策、CO² 削減運動と
して、できるだけマイカーではな
く、公共交通機関、徒歩、自転車、
バイクまたは相乗りなどを利用し
ましょう。
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

ハートピア共済に
加入しませんか？
県内の中小企業で働く従業員のた
めの共済制度です。
○内容・特典　入院１日目から給

付開始／事業所が掛金を負担し

た場合は損金・必要経費として
算入可／全国宿泊施設利用料助
成、人間ドック受診料助成、国
家資格試験等受験料助成あり

○加入条件　満１５～７１歳（子供
は満２５歳未満）の県内中小企
業勤労者で契約発行日の前日に
健康な人

○掛金　１カ月／１型 450 円～４
型 2,000 円、高齢者型 450 円、
ファミリー型 500 円　

申 問市勤労福祉共済会（商工観光
課内）☎�２１１１内線 361

行政書士による無料相談
（予約不要）

日１０月２８日㈯ 10:00 ～ 15:00
場新庄公民館会議室
内相続、成年後見、契約、許可、

認可、免許、届出などの相談
問山口県行政書士会岩国支部
　☎�３００５（小石川）

事業継承マッチングセミナー
＆個別相談会（無料・要申込）
日１１月７日㈫ 13:00 ～ 17:00
▼第１部・セミナー
　13:00 ～ 14:30
▼第２部・個別相談会
　15:00 ～ 17:00
場県セミナーパーク（山口市）
対県内中小企業事業者（主に後継

者不在事業者）、創業希望者
○申込期限　１０月３１日㈫
申 問柳井商工会議所　☎�３７３１

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日１１月９日㈭ , ２２日㈬／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00

場９日：市役所３階大会議室
　２２日：市役所４階 401 会議室
※１２月１４日㈭ , ２８日㈭の年金

相談の予約は、１１月１日㈬か
ら受け付けます。

申 問相談日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

児童巡回相談（無料・要予約）
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１１月１３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　10 月 23 日㈪
申 問岩国児童相談所
☎０８２７�１５１３

参与に 粟
あわ

屋
や

 桂
かつら

 氏 が就任

　市議会９月定例会において
粟屋桂氏（前山口県観光政策課
企画監）を参与に任命する議案
が提出され、議会の同意を得
て任命されました。任期は平
成２９年１０月１日から平成３２
年３月３１日までです。

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１１月１５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 １１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・市民相談
日１１月１５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１１月１５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

平成２９年分給与所得の
年末調整説明会（申込不要）
日１１月１６日㈭ 14:00 ～ 16:00
場アクティブやない
対市内の源泉徴収義務者（個人・

法人）
問柳井税務署
　☎�０２７７内線１８

しし座流星群を観る会
（無料・要予約）

日１１月１７日㈮ 19:30 ～ 21:00
※雨天・曇天の場合は中止。天

候がはっきりしない場合は実施
日の 17:00 ～ 18:00 に問い合
わせてください。

場星の見える丘工房
定２０人（先着順）
○その他　幼児・児童・生徒は保

護者同伴
○申込期限　１１月１０日㈮

申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

第５回サザンセト自立支援研
究会  研修会（無料・要申込）
障がいに関する理解促進啓発事業
日１１月１９日㈰ 10:00 ～ 12:40
場田布施町商工会館サリジエ
内特別講演「子どもの発達とトラ

ウマ～発達障がいを持つ子ど
ものトラウマ治療を中心に～」
／講師：いわてこどもケアセン
ター副センター長・八木淳子氏、
ミニレクチャー「発達障がいの
思春期におけるアプローチ」／
ふじわら医院臨床心理士・椎木
郁江氏

○主催　柳井圏域自立支援協議会
○申込期限　１１月１０日㈮
申 問医療法人成心会ふじわら医院
☎ 0833 � 7100

コンディショニングポールで
身体を整えましょう（要申込）
背骨周りの筋肉を改善し、ゆがみ
のない骨格に戻しませんか。
日㈫クラス／ 14:00 ～ 15:00
　㈮クラス／ 19:00 ～ 20:00
　詳しい日程はお問い合わせくだ

さい。   
場 FUJIBO 柳井化学武道館
内講師：田邉欣生（NCA 認定コン

ディショニングインストラク
ター）

定 12 人（先着順）
料 500 円  
○無料体験会　10/13 ㈮ ,31 ㈫
申 問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎�３３８３

遊休品即売会
日１０月２７日㈮ 10:00 ～ 14:00
※商品がなくなり次第終了
場市文化福祉会館 2 階大会議室
内衣料品、日用品、農産物ほか
○主催　柳井市更生保護女性会
問柳井市更生保護女性会事務局
　☎�１５３６（大下）

第５１回
柳井市生活芸術展覧会
各部門の生活芸術を一堂に展示し
ます。
日１１月１日㈬～３日㈮／ 9:00 ～

17:00（３日は 16:00 まで）
場市文化福祉会館
○部門　盆栽、水石、山野草、生

花、木彫
問第５１回柳井市生活芸術展覧会

運営委員会（生涯学習・スポー
ツ推進課内）

　☎�２１１１内線 331

広島広域都市圏ふるさとの魅力
発見バスツアー（要申込）
■紅葉狩・ダム内部探訪とガラス

工芸体験日帰りツアー
日１１月８日㈬ 8:45 ～ 18:30
○集合・解散　広島駅新幹線口
内 JR 芸備線乗車（広島駅～甲立

駅）、唯
ゆいしょうあん

称庵のカエデ林鑑賞、
湧
わ く

永
な が

満
ま ん

之
じ

記念庭園散策、土師ダ
ム内部探訪、ダムサイクリング
ターミナルで昼食（懐石料理）、
ガラスの里で工芸体験など

定４０人（最少催行人員１５人）
料 5,500 円（大人・子ども同額、

昼食代込）
申 問フジトラベルサービストムズ
緑井店　☎ 082-831-8005

第４回大島夢さくひろば祭り
日１１月１２日㈰ 10:00 ～ 14:00
場大島夢さくひろば（周防大島町

小松 91-4）
内農水産物・加工品等販売、健康

相談、おもちゃの病院と交換会、
四境の役・大島大橋建設映画鑑
賞、ブックトレーディング、ふ
るまい、バザー、ロボット展示・
実演、鉄道模型、ゲーム、ステー
ジイベントほか

問島スクエア起業教育研究
　センター　☎０８２０�４８７７
　おげんきハグニティ
　☎０８２０�２２２１

催　し

講座・教室
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第２９回サザンセト音楽祭
洋楽の部（入場無料）
音楽に親しむ柳井市、周防大島町、
上関町、平生町の個人・団体が日
頃の練習の成果を披露します。
■やまぐち文化プログラム協賛
　サンビームやない自主文化事業
日１１月１２日㈰
　開場 12:30、開演 13:00
場サンビームやない
内ピアノ独奏、クラシックギター、

アコースティックギター、マリ
ンバ演奏、声楽、合唱、吹奏楽
など１８組

問サンビームやない　☎�０１１１

山口きらめき企業の魅力発見
フェア２０１７（Job フェア）

（無料・申込不要）
日１１月１８日㈯ 10:00 ～ 16:00
場山口大学吉田キャンパス第 1 体

育館・第 2 武道場
内世界トップシェアの企業や放送

局・金融機関・食品関連・製造
業などから県内企業８０社が集
結し、企業の製品や技術などの
魅力を発信するイベント

対大学生、高等専門学校生、学生
の保護者、教員、県民

問 COC+ 事業推進本部（山口大学
内）　☎ 083-933-5478

coc-plus@yamaguchi-u.ac.jp

第１４回
丸太村里山文化祭
里山にふれあい、大切な思い出を
つくりましょう。
日１１月１８日㈯ 10:00 ～ 15:00
場岩国市周東町丸太村（周東町用

田１３７－８）
内竹楽坊演奏、大木伐採見学、里

山整備体験、ワークショップ等
定２００人
料５００円（里山汁付）
○申込期限　１１月１０日㈮
申丸太村　☎０８２７�１２１３

問県岩国農林事務所
　☎０８２７�１５６５

余田地区ハイキング大会
（無料・要申込）
■健康マイレージ対象事業
日 １１月１９日㈰・雨

天中止
場 集合／ 9:30 余田小

学校グラウンド
内コース：余田南部めぐり（赤子

山林道） 、余田地区スポーツ推
進協議会による豚汁の無料接待

申 問余田公民館　☎�０１０１

周防大島高等学校福祉専攻科
オープンキャンパス（要申込）
介護福祉士をめざしませんか。
日１１月１８日㈯ 13:00 ～
内地域の人への福祉開放講座、学

科説明等
対高校生、高校等卒業者、一般
○申込期限　１１月１４日㈫
申 問周防大島高校 HP（申込フォ
ーム）から、または電話で申し込
んでください。
周防大島高等学校福祉専攻科
☎０８２０�００２４

市営住宅空家の入居者
○住宅名　琴風・迫田・高須・新

庄北・築出・瀬戸・本町
○申込期間　１０月１２日㈭～３１

日㈫の執務時間内（郵送の場合、
同期間の消印有効）

○注意事項　入居資格など詳しく
はお問い合わせください。

　申込者多数の場合は抽選／単身
者の申込が可能な住宅あり／同
一の募集住宅・住戸タイプが２
戸以上ある場合、高齢者世帯等
のみで抽選する『優先枠』を設定
／原則、公営住宅居住者は申込
不可

申 問所定の申込書に６２円切手２
枚を貼り付けて期間内に申込んで
ください。
〒 742-8714
柳井市建設部都市計画・建築課
☎�２１１１内線 236,237

観光ボランティア
○応募資格　１８歳以上の人（高

校生を除く）
○活動内容　白壁の町並み等を訪

れる観光客への観光案内・PR
活動など

○ガイドの時間　１回あたり１～
２時間程度（9:00 ～ 17:00）

○その他
▼柳井市観光ボランティアの会に

登録し、観光に関する活動をし
ます。

▼２カ月に一度、定例会があり情
報交換・研修などをします。

▼観光案内には交通費の支給があ
ります。

申 問柳井市観光協会
☎�３６５５

地域包括支援センター
臨時職員（市パート職員）
○業務内容
　介護予防支援計画、介護予防ケ

アマネジメント作成業務
○応募資格　介護支援専門員、保

健師、社会福祉士のいずれかの
資格を有し、普通自動車運転免
許を取得している人

○勤務時間　平日 8:30 ～ 17:00
○賃金　時給 1,190 円
○雇用　選考の上、随時採用予定
○申込期限　１１月１７日㈮
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。
高齢者支援課
☎�２１１１内線 157

柳井市防災メールに
登録しましょう
柳井市の防災情報がメールで
届きます。

「　yanai@xpressmail.jp」に空
メールを送信後、返信されてき
たメールの内容に従って登録し
てください。
※右の QR コードから

もアドレスが読み取
れます

問危機管理室
　☎�２１１１内線 431

募　集



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10

健康 & すくすく

よく噛んで食べましょう
　　　　　　　                一口３０回噛んで食べましょう

１１月８日は「いい歯の日」
１１月８日～１４日は「歯・口腔の健康づくり推進週間」

　平成２８年度健康づくり・食育のための市
民アンケート調査結果によると、一口３０回
位よく噛んで食べることを心がけている人
は、成人の 7.6％と少ないことが分かりまし
た。
　よく噛むことには、あごや歯ぐきが鍛え
られる、だ液がたくさん出ることによる風
邪やむし歯予防、老化予防など様々な効用
があります。噛む回数が増える食品「まごわ
やさしい」を食事に取り入れましょう。

　ま：豆

　　ご：ごま　　

　　　わ：わかめなどの海藻

　　　　や：野菜

　　　　　さ：魚などの魚介類

　　　　　　し：椎茸などのきのこ

　　　　　　　い：芋

無料歯科健診
自分の歯や口の状態を知るチャンスです。
ぜひこの機会に受診しましょう。
○期間　１１月８日㈬～１４日㈫／㈰を除く
○場所　山口県歯科医師会所属の歯科医院
○受診方法
　各自で歯科医院に申し込んで受診してく

ださい
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噛むことの効果 「ひみこの歯がいーぜ」

味覚の発達を促します

言葉の発音がはっきりし、
顔の表情も豊かになります

脳の働きを活発にします

歯の病気を防ぎ、
口臭を少なくします

がんを防ぎます

胃腸の働きを促進します

全力投球、元気が湧き
ストレス解消につながります

：ごま　　

：わかめなどの海藻：わかめなどの海藻：わかめなどの海藻

：椎茸などのきのこ

：魚などの魚介類

肥満を防ぎ、
生活習慣病を予防します
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子育て輪づくり
大きく広げよう！！子育て支援の輪～大畠中学生とふれあい体験～
○日時　１１月２１日㈫ 10:00 ～ 11:20（受付 9:30 ～）
○場所　大畠総合センター
○内容　大畠中学校３年生とのふれあい、お子さんの

身体測定、コーナーあそび、おやつの試食など
○対象　市内在住の未就園児とその保護者
○定員　３０組（先着順）
○参加料　乳幼児 1 人あたり１００円（保険料等）
○持参物　水分補給用の飲み物
○主催　柳井市母子保健推進協議会

第８回 ふれあい健康フォーラム（入場無料）
　皆さんが医療に関して迷ったことや日ごろ聞きたいと思っていても診察室では聞きにくい
ことなどに、地元の医師が直接お答えします。お気軽にご来場ください。
○日時　１１月１２日㈰ 13:30 ～ 15:30
○場所　アクティブやない
○その他の内容
　▼超ミニ講義／「補聴器」のすすめ
　▼医学の常識　ウソ？ホント？
　▼血圧測定、ロコモ体操
　▼先着２００人に歯みがきセットプレゼント
■市健康マイレージの対象事業
●問い合わせ
　山口県保険医協会事務局　☎ 083-973-9630

１０月１７日㊋～２３日⺼は「薬と健康の週間」
かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局を
もつようにしましょう

１１月の健康相談（予約不要）
○日時
■健康相談の日
　毎週㈪㈬㈮／ 9:00 ～ 11:30（３日は除く）
■こころの相談会
　１１月１日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
　１１月８日㈬ 9:30 ～ 11:00
○場所　いずれも市保健センター　 

■一般健康相談（予約不要）
○日時・場所
　１１月２日㈭
　10:30 ～ 11:00 ／平郡東地区老人憩いの家
　13:00 ～ 13:30 ／平郡西地区老人憩いの家

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

○申込　１１月１４日㈫
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

　薬は正しく使わなければ、思わぬ副作用を引き起こ
すことがあります。専門家から適切なアドバイスを受
けて、正しい使用方法を理解してから使用するように
しましょう。

かかりつけ薬局では
▼同じような薬が重複していないか、飲み合わせの悪

い薬が出されていないかを、チェックしてもらうこ
とができます。

▼休日・夜間を含めた時間外でもいざというときに電
話等で相談することも可能です。身近で相談しやす
い薬局を「かかりつけ薬局」として活用しましょう。

●問い合わせ
　県柳井健康福祉センター　☎�３６３１

気になることを
聞いてみませんか！
専門医がその場で
ズバリお答えします


