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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）

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

ごみの収集
▼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

区　分
１２月 １月

備考・問い合わせ27㈬ 28㈭ 29㈮ 30㈯ 31㈰～ 3 ㈬ 4 ㈭

定
期
収
集

可燃ごみ 月木収集 通常 通常 12/29 までは通常どおり収集します。年始は 1/4
から収集します。火金収集 通常

不燃ごみ・ビン・乾電池 通常 ※① ※① 1/3 が収集日の地区は 12/30 に収集します。

ペットボトル 通常
※② 通常 通常 ※② 1/1,1/2,1/3 が収集日の地区は 12/27 に収集し

ます。

カン・金属類 通常 通常
※③ ※④ 通常 ※③ 1/1が収集日の地区は 12/28 に収集します。

※④ 1/2,1/3 が収集日の地区は12/29に収集します。

古紙 通常
※⑤

通常
※⑥ ※⑦ 通常

※⑤ 1/1が収集日の地区は 12/27 に収集します。
※⑥ 1/2 が収集日の地区は 12/28 に収集します。
※⑦ 1/3 が収集日の地区は 12/29 に収集します。

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

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

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。
不燃物処理場　☎�６３０６

年末年始の主な業務の休みは
　　１２月２９日金～平成３０年１月３日水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ　総務課　☎�２１１１内線 434　

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

1/5 まで
1/5 まで

1/5 まで

「まつもと」のみ午前中営業

下表の　　　は休みです。
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Pick UP

児童クラブ入会希望者を募集します
児童クラブは日中、保護者が就労などで自宅にいない家庭の小学校児童を預かる施設です。
平成３０年度に入会する児童を募集します。

○利用対象
　小学校 1 ～６年生の児童
○開設日時
　学校のある平日／授業終了後～ 17:00
　土曜日（要登録）、長期休み／ 8:00 ～ 17:00
※１７時までに迎えが困難な家庭と認められる場合に

は１８時１５分までの延長が可能です。
※一部のクラブでは時間帯の異なる場合があります。
○休み
　日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、

盆（８月１３日～１６日）

○利用料金　平日のみ利用：月額 3,000 円、平日と土
曜日の利用：月額 4,000 円

※おやつ代（実費）が別途必要です。それぞれの申込先
へお問い合わせください。

○申込期間　１２月１４日㈭～平成３０年２月２３日㈮
○申込方法・入会決定　
▼期日までに各申込先へ所定の入会申込書を提出して

ください。
▼入会は先着順ではなく、書類審査で決定します。希

望者多数のときは入会できない場合がありますので
ご了承ください。

▼入会の審査結果は、３月１２日㈪までに通知します。
○場所・定員等

児童クラブ名 所在地 定員 対象学校区 申込・問い合わせ

柳井児童クラブ 柳井小学校敷地内 110 人 柳井小学校 市社会福祉課 ☎�２１１１内線 188
新庄児童クラブ 新庄小学校敷地内 80 人 新庄小学校 　　〃 　　〃
柳東児童クラブ 柳東小学校敷地内 70 人 柳東小学校 　　〃 　　〃
小田児童クラブ 伊保庄北文化会館 20 人 小田小学校 　　〃 　　〃
柳井南児童クラブ 柳井南保育所 10 人 柳井南小学校 柳井南保育所 ☎�００３０
大畠児童クラブ 大畠小学校敷地内 40 人 大畠小学校 大畠児童クラブ ☎�２４４０
若葉児童クラブ 若葉保育園 25 人 柳北小学校 若葉保育園 ☎�１１７８
余田児童クラブ 余田保育園 15 人 余田小学校 余田保育園 ☎�２４１０
伊陸児童クラブ 伊陸公民館内 20 人 伊陸小学校 伊陸児童クラブ ☎ 090-8244-1782
ひづみ児童クラブ ひづみ保育園 20 人 日積小学校 ひづみ保育園 ☎�０４２８

避難行動要支援者名簿同意書の
提出をお願いします
　災害のとき迅速に避難するために、市では
自ら避難することが著しく困難な人の名簿を
作成しています。
　この名簿対象者（右の①～⑦）で本人同意が
あった人の情報は、地域で避難支援者となる
自治会・自主防災組織や民生委員・児童委員
等に提供し、日頃からの支援体制づくりに活
用します。
　
　右の①～④の該当者には、１２月中に「避難
行動要支援者名簿情報提供の同意申請書」を
送付しますので、同封の返信用封筒で提出を
お願いします。
●問い合わせ
　市危機管理室　☎�２１１１内線４３１

「柳井市避難行動要支援者名簿」に掲載するのは
次の①～⑦の人です
①要介護３～５の認定を受けている人
②身体障害者手帳１～２級（総合判定）の第１種を受けている人
（ただし、心臓、じん臓機能障害のみで該当する人は除く）

③療育手帳の重度Ａの判定を受けている人
④精神障害者保健福祉手帳１～２級の交付を受けていて単身世

帯の人
⑤６５歳以上のひとり暮らしで登録を希望する人
⑥７５歳以上のみで構成する世帯で登録を希望する人
⑦その他、避難支援等の必要がある人
▼①～④の該当者には１２月中に「避難行動要支援者名簿情報提

供の同意申請書」を送付します。
▼⑤～⑦に該当して、名簿への登録を希望する場合は、「柳井市

避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書」（危機
管理室、各出張所・連絡所備付）を提出してください。
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健康 & すくすく

年末年始に診療予定の医療機関
（柳井医師会所属）

■１２月２９日㈮午前のみ
　ウェルネスクリニック、小泉医院、吉田クリニッ

ク（10 時まで）、松田医院耳鼻咽喉科、藤本眼科、
優クリニック

■１２月２９日㈮午前・午後
　河谷内科医院、小林内科クリニック、浜田内科循環

器科、まつばら内科・胃腸科、最所クリニック、久
米医院、松井クリニック、弘田脳神経外科、桑原整
形外科

■１２月３０日㈯午前のみ
　久米医院
■１２月３０日㈯午前・午後
　松井クリニック（応急医として診療）
■１月３日㈬午前・午後
　松井クリニック（応急医として診療）
■１月４日㈭午前のみ
　河谷内科医院、坂本病院、坂本医院、神出内科医院、

浜田内科循環器科、柊診療所、増本クリニック、ま
つばら内科・胃腸科、南町内科循環器科、キャプテ
ンキッズクリニック、伊原内科消化器科、久米医院、
吉田クリニック、野田整形外科クリニック、こうだ
クリニック、松田医院耳鼻咽喉科、吉浦耳鼻咽喉科
医院、志熊眼科、藤本眼科

■１月４日㈭午前・午後
　ウェルネスクリニック、恵愛会柳井病院、最所クリ

ニック、小泉医院、松井クリニック（応急医として
診療）、弘田脳神経外科、たじり皮フ科医院

休日夜間応急診療所の
　年末年始の診療日・診療時間

■１２月３０日㈯ , ３１日㈰ ,
　　　　　　　　　　　１月１日㈪ , ２日㈫ , ３日㈬
○診療時間
　 9:00 ～ 12:00（受付 11:30 まで）
　13:00 ～ 17:00（受付 16:30 まで）
■１２月２８日㈭ , ２９日㈮ , １月４日㈭ , ５日㈮
○診療時間　19:00 ～ 22:00（受付 21:30 まで）

　休日夜間応急診療所は応急的診療のため、専門的な
診療や検査を受けられないことがあります。また、年
末年始には大変混雑し、待ち時間が長くなりますので
ご了承ください。
●問い合わせ
　休日夜間応急診療所　☎�９００１（診療時間中のみ）

かかりつけ医の診療予定を
確認しておきましょう

　年末年始（12 月 29 日㈮～平成３０年 1 月
4 日㈭）は休診する医療機関が多くなっていま
す。かかりつけ医の診療予定を確認し、早め
の受診を心がけましょう。
●問い合わせ
　健康増進課　☎�１１９０

介護の集い  テーマ 「実体験に学ぶ介護生活」
実際に介護サービスの利用経験がある家族に体験談を聞くステージイベントや
各種展示・相談などを予定しています。
○日時　平成３０年 1 月２０日㈯ 13:30 ～ 16:00（12:30 開場）
○場所　アクティブやない
○内容
▼福祉用具・住宅改修事例・事業所紹介ほか各種展示説明
▼ステージイベント「介護サービス利用と家族の想い」、
　介護劇「新しい生活」など
○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
　高齢者支援課　☎�２１１１内線 186

入場無料
申込不要

↗

昨年の介護劇の様子
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離乳食セミナー
（要申込・託児有）

○日時　平成３０年１月１６日㈫
　13:30 ～ 15:30
○場所　市保健センター
○内容　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

○対象・定員　市内在住の３～６カ
月児の保護者１５人（先着順）

○持参物　母子健康手帳
○料金　試食材料代３００円程度
○申込期限　１月９日㈫
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

やないファミリー・サポート・
センター

「おしゃべりサロン♪」（要申込）
■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♪」
　子育てのことなど気軽におしゃべ
りしませんか？
○日時　平成３０年１月１７日㈬
　10:00 ～ 11:30
○場所　市総合福祉センター２階
○内容　ホットケーキパーティー
○対象・定員
　未就園児の親子１５組
○料金　１００円（材料費）
○申込期限　１月１０日㈬
●申込・問い合わせ
　やないファミリー・
　サポート・センター
　☎�０６６８

１歳のお誕生わくわくセミナー 
（要申込・託児有）

○日時　平成３０年１月２３日㈫
　13:30 ～ 15:30
○場所　市保健センター
○内容　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）

○定員　市内在住の１１～１５カ月
児の親子１５組（先着順）

○持参物　母子健康手帳
○料金　３００円程度
○申込期限　１月１６日㈫
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

ママ♡パパ教室 （要申込）
○日時・内容　各 13:30 ～ 15:30
■１回目・平成３０年１月２８日㈰
　お風呂の入れ方、妊婦の疑似体験

など
■２回目・２月９日㈮
　小児科医による育児

講座、先輩ママとの
交流

○場所　市保健センター
○定員　市内在住の妊婦と夫１５組
（先着順）

○持参物　母子健康手帳、1 回目の
みハンドタオル

○申込期限　１月１９日㈮
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

シルバー健康のつどい（要申込）
○日時　平成３０年２月７日㈬
　9:30 ～ 12:00
○場所
　市総合福祉センター大ホール
○内容　健康維持のお話と簡単な体

操で生涯いきいきと暮らそう
○講師　市保健センター・吉村美幸

保健師
○対象　概ね６０歳以上
○定員
　５０人程度（先着順）
●申込・問い合わせ
　（公社）柳井広域シルバー人材セン

ター　☎�５９５９

十種ヶ峰青少年自然の家
冬のアドベンチャー教室

（要申込）
○日時
　平成３０年１月２０日㈯ 10:30 ～

２１日㈰ 13:30（１泊２日）
○場所　十種ヶ峰青少年自然の家（山

口市阿東嘉年下 1883-2）
○内容　ゲレンデスキー、歩くスキー、

雪遊び等（積雪不良時は冬山散策、
ネイチャークラフト等）

○定員
　親子５０人（多数のときは抽選）
○料金
　２６才以上 3,000 円 ,１９～２５才

2,800 円 , １９才未満 2,700 円
○申込期限　１月５日㈮
●申込・問い合わせ　郵便番号・住

所・氏名・年齢・性別・電話番号・
交通手段を記入して、メールか
FAX で申し込んでください。

　県十種ヶ峰青少年自然の家
　☎ 083-958-0033
　FAX 083-958-0705
　　seed-10@c-able.ne.jp

１月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
○日時　毎週㈪㈬㈮（1,3,8 除く）
　／ 9:00 ～ 11:30
○場所　市保健センター
■こころの相談会
○日時　平成３０年１月１０日㈬
　13:30 ～ 15:00
○場所　市保健センター
■乳幼児健康相談・栄養相談
○日時　１月１０日㈬ 9:30 ～ 11:00
○場所　市保健センター
■一般健康相談（予約不要）
○日時・場所　１月１１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

１月の献血 （400ml 献血限定）
○日時　平成３０年１月１１日㈭
　10:00 ～ 11:45  柳井市役所
　13:00 ～ 16:00  　　〃
○日時　１月１４日㈰
　 9:30 ～ 12:00  ゆめタウン柳井
　13:15 ～ 16:00  　　　〃
■「はたちの献血」キャンペーン
○日時
　１月１４日㈰ 8:30 ～ 17:00
○場所　ゆめタウン柳井
○内容
▼高校生ボランティアによる献血の

呼びかけ
▼けんけつシミュレーションゲーム
▼けんけつちゃんカレンダー作り
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０
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スロージョギング ® ＆ウォーキングマップ作成記念

柳井市
健康づくり・地域づくり
講演会　／入場無料・申込不要

2018 1/6（土）13:00-16:45
第１部・13:00 ～アクティブやない、第２部・15:40 ～柳井小学校体育館

（臨時駐車場：柳井小学校グラウンド）

第１部　13:00 ～　場所：アクティブやない

　基調講演　13:10 ～
　「健康づくりのための運動とは」　田中宏暁氏（福岡大学スポーツ科学部教授）

　パネルディスカッション　14:00 ～　
　「元気になろう、人も地域も！」
　　コーディネーター
　　　宮本倫明氏（㈱ Landa 代表取締役）
　　パネリスト
　　　田中宏暁氏（福岡大学スポーツ科学部教授）
　　　村田義郎氏（㈱エム環境デザインシステム 代表取締役）
　　　藤井一利氏（柳井市にこにこ健康づくり推進協議会 会長）
　　　岸田稔明氏（柳井にっぽん晴れ街道協議会 事務局長）

スロージョギング ® の考案者や健康づくり、地域づくりのプロフェッショナルが柳井に集い、
パネルディスカッションやスロージョギング ® の講習会を行います。

宮
みや

本
もと

倫
りん

明
めい

 氏

株式会社 Landa
代表取締役
うつくしま未来博（福島
県）をはじめ、様々な地
域づくりの企画を手が
けてきた総合プロデュー
サー。

株式会社エム環境
デザインシステム
代表取締役
市のにこにこ健康づくり
事業について企画・調査
し、事業計画を立案。市・
福岡大学と連携し、事業
を推進している。

柳井市にこにこ健康
づくり推進協議会
会長
柳井市にこにこ健康づく
り推進員として、地域住
民とともに日々健康づく
りに取り組む。

柳井にっぽん晴れ
街道協議会事務局長
今年、市内の街道のガイ
ド本を発行。今回のマッ
プの作成にも携わる街道
協議会の中心的メンバー
の一人。
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 氏 藤
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井
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 氏 岸
きし

田
だ

稔
とし

明
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 氏

福岡大学スポーツ科学部教授
医学博士
運動生理学を専門とし、生活習慣病
の治療と予防、健康と身体能力の向
上に関する研究を行う。

田
た

中
な か

宏
ひ ろ

暁
あ き

 氏
スロージョギング ®

考案者

第２部　15:40 ～　場所：柳井小学校体育館

　スロージョギング ® 講習会
　　田中宏暁氏（福岡大学スポーツ科学部教授）

▼第１部には要約筆記があります。
▼第１部または第２部のみの参加もできます。
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スロージョギング® ＆
ウォーキングマップ
とは

今年度、市内の史跡や名所などを
盛り込んだスロージョギング ®

＆ウォーキングマップを作成してい
ます。スロージョギング ® やウォー
キングを楽しみながら柳井の魅力を
再発見できるコースを各地域に設定
し、それらを掲載します。

先日行ったコースのモニターツア
ーでは、参加者から「今まで知

らなかった場所や歴史を知ることが
できて良かっ
た」と好評を
いただきまし
た。

完成・配布は平成３０年３月ごろ
を予定していますので、ご期待

ください。

　約１時間、にこにこできる範囲で
体を動かし、楽しい時間を過ごして
みませんか？申込不要、参加費無料
で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、
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
化学武道館は裸足）。

▼医師に運動を止められている人は
原則、参加できません。

▼２つ以上のグループに重複して参
加することもできます。

▼未定の活動は今号に掲載していま
せんので、健康増進課ホームペー
ジ等で確認してください。

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

１～３月の場所・日時
■遠崎地区体育館（サークル遠崎）
　１月２２日㈪ 9:00 ～
　２月２６日㈪ 9:00 ～
　３月１２日㈪ 9:00 ～
　３月２６日㈪ 9:00 ～
■中央公民館
　１月 ９日㈫ 15:30 ～
　１月２３日㈫ 15:30 ～
　２月１３日㈫ 15:30 ～
　２月２７日㈫ 15:30 ～
　３月１３日㈫ 15:30 ～
　３月２７日㈫ 15:30 ～
■阿月地区体育館
　１月２４日㈬ 13:30 ～

　２月２８日㈬ 13:30 ～
　３月２８日㈬ 13:30 ～
■伊保庄公民館
　１月２４日㈬ 10:00 ～
　２月２８日㈬ 10:00 ～
　３月２８日㈬ 10:00 ～
■ウェルネスパーク
　１月１０日㈬ 18:00 ～
　１月２４日㈬ 18:00 ～
　２月１４日㈬ 18:00 ～
　２月２８日㈬ 18:00 ～
　３月１４日㈬ 18:00 ～
　３月２８日㈬ 18:00 ～
■大畠総合センター
　１月１７日㈬ 10:00 ～
　２月 ７日㈬ 10:00 ～
　２月２１日㈬ 10:00 ～
　３月 ７日㈬ 10:00 ～
■ FUJIBO 柳井化学武道館
　３月 ８日㈭ 15:00 ～
　３月２２日㈭ 15:00 ～
■遠崎地区体育館
　（健康づくり in 遠崎）
　１月２７日㈯ 9:00 ～
　２月２４日㈯ 9:00 ～
　３月２４日㈯ 9:00 ～
■保健センター
　１月 ６日㈯ 9:00 ～
　２月 ３日㈯ 9:00 ～
　２月１７日㈯ 9:00 ～
　３月 ３日㈯ 9:00 ～
　３月１７日㈯ 9:00 ～

園芸療法＆にこにこ健康づくり（要申込）
フラワーランドの花を見ながらガーデンジョギングをしたり、園芸作
業をしたりする全３回の教室です。
○日時　平成３０年１月１６日㈫，２月２０日㈫，３月２０日㈫
　　　　／ 9:30 ～ 11:00
○場所　やまぐちフラワーランド（雨天時は屋内）
○講師　丸山恵利加さん（園芸療法士），三島孝雄さん（運動トレーナー）
○参加料　毎回１００円（別途入園料が必要）
○その他　医師に運動を止められている人は参加不可
●申込　やまぐちフラワーランド　☎�１１８７
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

この事業は宝くじの社会貢献広報事業（コ
ミュニティ助成事業）の助成金により実施
します。

↗

スロージョギング ® は（一社）日本スロー
ジョギング協会の登録商標です。

にこにこ健康づくり推進員の活動予定（無料・参加自由）

●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０


