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ごみの分別に
　　ご協力をお願いします
 最近、燃えるごみを焼却した後
の灰に、空き缶・空きビンや金属
類などの不純物が混ざっているの
が目立ちます。
　不燃ごみが燃えるごみの中に混
入して排出されると、焼却設備の
不具合の原因となるほか、焼却灰
がセメント原料としてリサイクル
される際の妨げにもなります。
 収集する際に不燃ごみの混入が
分かれば、そのごみ袋にルール違
反を指摘する注意書きを貼り、回
収も行いません。ごみ出しルール
を守って正しく出しましょう。
問市民生活課
☎㉒２１１１内線１６５

障がい者等への
軽自動車税減免制度（要申請）
○要件
■１台のみの減免
　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：障がい者本人の軽自動車、
Ｂ：障がい者と生計を同一にす
る人の軽自動車

※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
○手続き　５月２4日㈫までに所
定の申請書を税務課へ提出して

ください。
○その他　自動車税または軽自動
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。

問税務課　☎㉒２１１１内線１３１

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　５月２２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 から
○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
☎㉒２１１１内線１６５

市民と市長と気楽にトーク
■定例開催（申込不要）
日場

▼５月２３日㈪ 18:30 ～ 20:00
　／阿月公民館
▼５月２５日㈬ 18:30 ～ 20:00
　／伊保庄北文化会館
▼５月３１日㈫ 18:30 ～ 20:00
　／新庄公民館（旧 JA新庄支所）
■随時開催（要申込）
　３人以上の参加者から受け付け
ています。
問政策企画課
☎㉒２１１１内線４７１

大畠地区の下水溝掃除は
５月２９日（日）です
　下水溝掃除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５月２９日㈰（雨天実施）
　８時頃から収集開始
場中筋・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消毒用乳剤の散布は環境に配慮
し実施しません。

②トラックへの積み込みは必ず行っ
てください。
③家庭ごみは絶対に出さないでく
ださい。

問大畠出張所　☎45２２１１

平成２８年
経済センサス -活動調査
～調査にご協力をお願いします～
○調査対象　全事業所
○調査基準日　６月１日㈬
※５月２０日㈮から調査員が各事
業所に調査票を配布します。
○調査内容　事業内容、売上・費
用、設備投資など
○調査方法等　以下の２とおり
▼調査員調査（対象：単独の事業
所・新設事業所）
▼郵送等による調査（対象：支社
等を有する企業、一定規模以上
の製造業事業所など）

問簡単・便利なインターネット回
答をご利用ください。
政策企画課
☎㉒２１１１内線４７１

木造住宅の耐震診断（無料）・
耐震改修（補助）
対対対所有する昭和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）
○内容・限度等
▼木造耐震診断（無料）／１０戸
▼木造耐震改修／１戸・補助限度
額 600,000 円（2/3 補助）
○申込期間　５月１８日㈬～９月
２０日㈫（土日祝を除く）

申問申込多数の場合は抽選（抽選
日１０月上旬）
都市計画・建築課
☎㉒２１１１内線２３５, ２３６

お知らせ
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市議会定例会（６月議会）
　平成２８年第２回市議会定例会
を開催します。
日６月１３日㈪～２７日㈪（予定）
○その他　日程など詳しくは６月
７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
☎㉒２１１１内線５１１

人権擁護委員制度を
　　　　　　ご存知ですか
　６月１日は、人権擁護委員法が
施行された「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
　河

かわ

岡
おか

洋
ひろ

子
こ

さん、森
もり

藤
ふじ

幸
さち

枝
え

さん
　亀

かめ

石
いし

敏
とし

彰
あき

さん、前
まえ

田
だ

明
あき

教
のり

さん
　川

かわ

端
ばた

勝
しょうきょう

教さん、兼
かね

末
すえ

洋
ひろ

海
み

さん　 
丁
ちょうの

野泰
やす

郎
お

さん
■特設人権相談所（無料・予約不
要）

日６月２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　０８２７43１１２５
問市人権啓発室
☎㉒２１１１ 内線１８１

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
します。（先着順・４事業者まで）
日 6 月 1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

行政・市民相談
日６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
国・県・市の行政に対する苦情
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
☎㉒２１１１内線１６１

行政相談
日６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国・県・市
の行政への苦情や要望の相談　

問大畠出張所　☎45２２１１

弁護士による
無料法律相談（要予約）
日６月８日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所３階大会議室
○定員　８人（市民対象・定員に
なり次第締切）

申問６月１日㈬ 8:30 から電話に
より先着順で受け付けます。
市民生活課　☎㉒２１１１内線１６１

岩国年金事務所による年金
相談（要予約）
日６月９日㈭・２３日㈭ 10:00 ～
12:00・13:00 ～ 16:00

場市役所３階大会議室
※７月１４日㈭・２８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
岩国年金事務所お客様相談室に申
し込んでください。（先着順・定員
になり次第締切／予約の際、基礎
年金番号を確認します）
☎０８２７㉔２２２２

やないファミリー・サポート・
センター第1回講習会
■子どもが喜ぶおやつ作り
日５月２５日㈬10:00～12:00（受
付 9:30 ～）

場市総合福祉センター３階調理実
習室

内お子さんと簡単に出来るおやつ
を作りましょう
○講師　やないファミリー・サポー
ト・センター提供会員
　三浦貞子さん
○定員　２０人程度（先着順・子
ども同伴可 )
○参加費　３００円（材料費）
申問５月２０日㈮までに電話で申
し込んでください。
やないファミリー・サポート・セ
ンター　☎㉓０６６８

ヨガレッスン体験
日５月 25日㈬ 10:30 ～ 11:30
場 FUJIBO 柳井化学武道館（市武
道館）

内体を整える事ができる
ヨガ、自己整体できるヨ
ガ
○講師　森川沙弥香さん
　（Anatomical Yoga Salon-S-）
○参加料　1,000 円
○持参物　ヨガマット（持ってい
る人）

申問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎㉕３３８３

しらかべ学遊館
　　　　放課後子ども教室
■チャレンジし隊「思いを絵に！」
日６月４日㈯ 13:30 ～ 15:30
場伊陸公民館
内自分の思いを絵で表現する（絵
画教室）

対小学生１～６年（15人程度・先
着順）　
○料金　１００円（紙、保険代）
○持参物　絵の具、色鉛筆など
申問５月２７日㈮までに電話で申
し込んでください。　
しらかべ学遊館　☎㉒４５１８

URL

講座・教室

市民相談
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元気アップ教室
（６５歳以上の市民・無料）
日６月８日㈬～８月３１日㈬まで
の毎週水曜日／全１２回
　13:30 ～ 15:00
場アクアヒルやない
内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。

対全１２回をなるべく欠席せずに
参加でき、医師に運動の制限を
うけていない人
○定員　２０人
○持参物　室内シューズ、タオル、
飲料水、運動のできる服装

申問５月３１日㈫までに電話で申
し込んでください。
高齢者支援課
☎㉒２１１１内線１５７

おやこで楽しむ！食育教室
　「食べる力」は
「生きる力」。親
子で楽しくクッ
キングに挑戦し
てみましょう。
日６月１１日㈯ 9:30 ～ 13:00
場市文化福祉会館調理室
内

▼食育クイズ
▼調理実習（創作オリジナルスー
プに挑戦、27年度料理コンクー
ル最優秀作品を作ってみよう）

▼講話「食べたらみがこう！むし歯
に注意」

対小学校４, ５, ６年生の親子 ( 市
内在住 )
○定員　１２組（先着順）
※参加者が 10人以下の場合は開
催しません。

○持参物　参加費（保険代含む）一
人５００円程度、米一人 1/2 合、
エプロン、三角巾、筆記用具

申問６月３日㈮までに電話で申し
込んでください。
市保健センター
☎㉓１１９０

育児セミナー（託児有）
日６月１４日㈫ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
内小児科医による育児講座、ママ
仲間と妊婦さんとの交流

対０歳の赤ちゃんの保護者 ( 市内
在住 )
○定員　１５人（先着順）
○持参物　母子健康手帳　
申問６月８日㈬までに電話で申し
込んでください。
市保健センター
☎㉓１１９０

バタフライアリーナ健康教室
日毎週水曜日（５月２５日㈬～）
　13:00 ～ 14:00
場市文化福祉会館
内楽しい音楽に合わせて身体を動
かし、簡単なストレッチでこっ
た身体をほぐす
○講師　大久保幸子さん
　日本フィットネス協会認定ADI
○参加費　５００円　
○募集人員　１５人程度
○受付開始　５月１６日㈪～　
○持参物　運動の出来る服装（靴
は不要）　　　　　　

申問バタフライアリーナ　
☎㉓０８３０

要約筆記者養成講座
日６月２６日㈰～１２月１８日㈰の
毎週日曜日（全２３回／８月１４

日、１０月２日、１１月２７日を
除く）10:00～ 17:00　

場県聴覚障害者情報センター（山
口市鋳銭司 2364-1）

内手書きまたはパソコンで話しの
内容をその場で要約し、文字に
して伝える要約筆記者の養成

対県内在住者で要約筆記の習得に
熱意のある人
○定員　２０人程度
○受講料　無料（テキスト代とし
て 4,400 円）
○持参物　パソコン希望者はノー
トパソコン（Windows Vista 以
上）、LANケーブル
○申込期限　６月１３日㈪必着
申問県聴覚障害者情報センター
☎ 083-985-0611
FAX 083-985-0613

柳井竹細工教室会員作品展
日５月２６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）または竹とんぼをプレゼ
ント／先着各１５人

問柳井竹細工教室（代表・安原勝
實）　☎㉓１７４８

日積浄水場施設一般見学会
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３８５４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

申問柳井地域広域水道企業団
☎㉘５３３３

催　し
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第３回ウェルカム柳井
　ようこそ柳井へ、おかえりなさ
い柳井へ。柳井に転入された人を
歓迎するイベントです。
日６月１８日㈯ 12:00 ～ 16:00
場伊保庄小野海岸（雨天の場合、
黒島会館）

内マテ貝掘り、
　バーベキュー
などで楽しく
交流

○参加費  男性2,000円、女性1,000
円、子供無料
○申込期限　６月５日㈰
申問 UJI ターン応援の会
☎ 090-3587-6171（島元）

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、新庄北、旭ヶ丘、
宮野の各県営住宅

○受付期間　５月２０日㈮～３１日
㈫（この期間の消印有効）

※申込資格など詳しくはお問い合
わせください。

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
☎０８２７㉚１０３０

清掃職員
■ごみ収集業務（臨時職員）
○募集人員　１人
○雇用期間　７月１日㈮～９月３０
日㈮（原則更新）
○休日　㈯㈰㈷／ただし㈪㈬の
祝日は勤務日
■ごみ処理業務（アルバイト職員）
○募集人員　１人
○勤務先　市不燃物処理場

○雇用期間　７月１日㈮～８月３０
日㈫（更新なし）
○休日　㈯㈰㈷
■共通事項
○応募資格　１８歳以上の人（高
校生不可）未成年者は保護者の
同意が必要
○勤務時間　8:30 ～ 17:00
○賃金　日給 7,370 円
○個別面接　６月３日㈮／時間は
申込時に個別に指定

申問６月２日㈭１２時までに市民
生活課へ写真を貼付した履歴書を
提出してください。
市民生活課  ☎㉒２１１１内線１６５

おいしい たのしい 元気やない
料理コンクール
　野菜がおいしく食べられる副菜
や具だくさん汁物を募集します。
参加賞・入賞者には副賞有り。
○テーマ　「野菜パワーで元気な
1日を！」
　野菜をたっぷり使った副菜や汁
物で、オリジナルの一品料理
○応募資格
▼小学生の部／小学４～６年生
▼中高生の部／中学１年生～高校
３年生　

※市内在住・在校／グループでの
参加も可
○申込期限　７月６日㈬
○提出先　市保健センター／市内
小中学校に通学している人は各
学校へ提出

申問市保健センター
☎㉓１１９０

戦没者遺族の慰霊巡拝
対先の大戦の戦没者遺族（原則80
歳以下の配偶者、子、兄弟姉妹、
孫、甥・姪）

○定員　地域ごとに１５～１００人
○主な地域　硫黄島、旧ソ連、ソ
ロモン諸島、フィリピン等の南
方地域
○概算経費（国内旅費は別途）
▼硫黄島：２万円
▼その他：１８万円～４０万５千円
※旅費の約３分の１を国が補助し
ます。

申問県長寿社会課援護班
☎ 083-933-2800

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
　☎㉓６４００

募　集
◆防災メールの登録方法

①防災メール申込用のアドレ
ス「yanai@xpressmail.jp」
に、空メールを送信してく
ださい。

②返信される登録用メールの
指示に従い、登録してくだ
さい。なお、受信する情報
として、「警報」のみを選択
することもできます。

申込用アドレス
ＱＲコード


