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交通規制区域と時間
　  (車両通行止) にご協力ください

 
　　　　  　　無料駐車場　／　　　　有料駐車場
　　

無料駐車場は、この図以外に柳井中学校職員駐車場等（臨時）・
　市役所・県総合庁舎と、シャトルバスが運行する南浜多目的グラ
　ウンド（臨時）にあります。
　　当日は、車両通行止等により、会場周辺や駐車場の混雑が予想
　されます。ご協力をお願いします。
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　    （車両通行止）にご協力ください。

　　　　　 無料駐車場　／  　　　有料駐車場
　
　無料駐車場は、右図以外にシャトルバスが運行す
る南浜多目的グラウンド（臨時）、柳井中学校職員駐
車場（臨時）、市役所にあります。
　なお、当日は車両通行止等により、会場周辺や駐
車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いし
ます。

●問い合わせ
　柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局
　☎�２１１１内線３６１, ３６３
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無料駐車場は、この図以外に柳井中学校職員駐車場等（臨時）・
　市役所・県総合庁舎と、シャトルバスが運行する南浜多目的グラ
　ウンド（臨時）にあります。
　　当日は、車両通行止等により、会場周辺や駐車場の混雑が予想
　されます。ご協力をお願いします。
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8/13 �の
交通規制区域
（16:30 ～ 21:30）

柳井金魚ちょうちん祭り
第２５回 小雨

決行

7 / 30 日 �
点灯式・白壁夜市

   8 / 6 日 �
プレイベント

  8/13日 �  本祭り 16:30 ～ 21:00
■詳しくは 7月 27日（水）の
　新聞折込チラシをご覧ください。
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市民と市長と気楽にトーク
■定例開催（申込不要）
日場各 18:30 ～ 20:00
▼７月２９日㈮／日積公民館
▼８月１日㈪
　／ふれあいタウン大畠
▼８月３日㈬
　／柳北小コミュニティルーム
▼８月５日㈮
　／遠崎学習等供用会館
▼８月８日㈪／柳東文化会館
問政策企画課
　☎�２１１１内線４７１

戦没者・原爆死没者の追悼と
平和記念の黙とうを
サイレンを合図に１分間の黙とう
を捧げましょう。
■原爆投下日・時刻
　広島　８月６日㈯ 8:15
　長崎　８月９日㈫ 11:02
■終戦記念日（全国戦没者追悼式

の黙とう）
　８月１５日㈪ 12:00
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線 183

柳井市海水浴場開設情報
○海水浴場
▼サザンセト伊保庄マリンパーク

▼大畠ふれあいビーチ
▼湯原海水浴場
▼五十谷海水浴場（平郡）

日 8 月 28 日㈰まで開設
○注意
▼バーベキュー、花火等火気の使

用はご遠慮ください。
▼キャンプ場はありません。
問商工観光課
　☎�２１１１内線 364

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の手続をお願いします
次の手当を受給している人は、期
間内に手続をしてください。
■児童扶養手当現況届（ひとり親

家庭等）
○受付期間　８月１日㈪～３１日㈬
○申請書　対象者には７月末に送

付予定
○その他　必ず受給者本人が届出

ください。届出がないと手当を
受けられません。

■特別児童扶養手当所得状況届
　（中程度以上の障害を持つ児童を

監護する人）
○受付期間
　８月１２日㈮～９月１２日㈪
○申請書　対象者には８月中旬に

送付予定
○その他　期限までの届出がない

と手当の支払いが遅れることが
あります。

■共通項目
○申請時に必要なもの　証書、印

鑑など
問受付期間内に手続ができない場

合はご相談ください。
　市社会福祉課
　☎�２１１１内線１８８

児童扶養手当の加算額が
変わります
児童扶養手当法の一部改正により
８月分（１２月支払予定）から手当

の第２子加算額および第３子以降
の加算額が、それぞれの家庭の所
得に応じて決定されます。
■第２子加算額（月額）
○全部支給
　5,000 円 ⇒ 10,000 円
○一部支給
　5,000 円
　　⇒ 5,000 円～ 9,990 円
■第３子以降加算額（月額）
　／一人につき
○全部支給
　3,000 円 ⇒ 6,000 円
○一部支給
　3,000 円
　　⇒ 3,000 円～ 5,990 円
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線１８８

柑橘生産者は
ミカンバエ防除の徹底を
○被害と発生生態　ミカンバエは

ハチに似た大型のハエで、温州
ミカン、ポンカン、柚子や金柑
など皮の薄い柑橘に卵を産み付
けます。産卵後、幼虫は、内部
を食して成長します。

○防除方法　ミカンバエの産卵時
期は８月下旬から９月上旬で、
この時期に専用の薬剤を散布し
てください。産卵した所に薬剤
が付着しないと効果が薄いため
果実全体に薬液がかかるように
丁寧な散布が必要です。

※防除をしないと周辺園地に被害
が拡大し、樹の伐採が必要とな
ります。

問ＪＡ南すおう経済部営農課
　☎�９７８７
　柳井農林事務所農業部
　☎�３２９２

お知らせ
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人権擁護委員の退任
柳井市の人権擁護委員として活躍
された河

か わ

岡
お か

洋
ひ ろ

子
こ

さん、亀
か め

石
い し

敏
と し

彰
あ き

さ
んが６月をもって退任されまし
た。長い間ご尽力いただきありが
とうございました。
後任として、時

と き

光
み つ

裕
ひ ろ

子
こ

さん、久
く

保
ぼ

田
た

惠
え

美
み

子
こ

さんが新たに法務大臣か
ら委嘱されました。
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線１８１

身体障害者定期・巡回相談
日９月２日㈮ 13:30 ～ 15:30
場周東総合病院１階救急外来
内補装具支給の適否、処方判定及

び適合判定、身体障がいに関し
ての医学的相談、補装具、補装
具の装着、リハビリ等に関する
相談

○実施機関　山口県身体障害者更
生相談所

○申込期限　８月２６日㈮
申問市社会福祉課
☎�２１１１内線１９１

中央公民館教室　
■小学生生活講座Ⅳ
　～みんなで昼食作り ～　
日８月２７日㈯ 10:00 ～ 12:30
場市文化福祉会館１階調理室
内豆腐カレー、夏野菜のサラダ、

人参カン作り
○講師　柳井友の会の皆さん
対小学生（２年生以上）
定１５人（先着順）
○受講料　５００円（材料費込み）
持エプロン、三角巾

○申込期限　８月１９日㈮
申問生涯学習・スポーツ推進課 
☎�２１１１内線３３１

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「手品に挑戦！

パートⅡ」
日９月３日㈯ 13:30 ～ 15:30
場若葉保育園

内手品名人をめざす
対小学１～６年生
定 15 人程度（先着順）　
○料金　３００円（材料、保険代）
持水分補給のお茶、手品グッズを

持って帰る袋
○申込期限　８月２６日㈮
申問しらかべ学遊館
☎�４５１８

講座・教室

敬老会にお越しください
～８月中旬頃に案内状を送付します～
○対象　８月１日現在、市内に住民登録があり、１２月末時点で７５

歳以上の人
○日時・場所

地区 開催日 時間 会場
大畠 ９月 ９日㈮ 11:00 ～ ふれあいタウン大畠
柳井 ９月１７日㈯ 13:00 ～ サンビームやない
余田 ９月２３日㈮ 11:00 ～ 余田小学校体育館
日積 ９月２５日㈰ 10:00 ～ 四季の里地域交流ホーム
平郡西 ９月２８日㈬ 9:45 ～ 平郡西集会所
平郡東 ９月２８日㈬ 12:30 ～ 平郡東小学校体育館
阿月 ９月２９日㈭ 10:00 ～ 阿月地区体育館
伊保庄 ９月３０日㈮ 13:30 ～ 柳井南中学校体育館
伊陸 １０月 ２日㈰ 10:00 ～ 伊陸小学校体育館
新庄 １０月 ４日㈫ 11:00 ～ 新庄小学校体育館

　※平郡地区予備日：１０月１日（土）

■敬老記念品・祝金の贈呈
○対象・内容
　９月１日現在、市内に住民登録があり、以下の年に生まれた人
　米寿（昭和３年生）：記念品、白寿（大正６年生）：記念品、100 歳（大

正５年生）：祝金１万円と記念品
○その他
▼米寿、白寿の記念品／各地区敬老会で贈呈します。
▼ 100 歳の祝金、記念品／市から直接贈呈します。

●問い合わせ　高齢者支援課　☎�２１１１内線 186

☎�２１１１内線３３１

市民相談
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バタフライアリーナ文化教養教室
■ ACT SAIKYO バドミントン
　教室
日８月２７日㈯ 9:00 ～ 12:00
場バタフライアリーナ
内選手同士のエキシビジョンマッ

チ、選手と対戦・直接指導
○講師　ACT SAIKYO 選手     
定５０人（先着順）
○参加料　５００円
持ラケット、体育館シューズ、運

動のできる服装、タオル、水分
○申込期限　８月２３日㈫
申問バタフライアリーナ
☎�０８３０

シニアからはじめるパソコン
教室（無料）
日９月１２日㈪～１６日㈮の５日間
　10:00 ～ 16:30
場アクティブやない
内ワードで簡単な文書・チラシを、

エクセルで表やグラフを作成
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　８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

しらかべ学遊館展示
■浦氏と阿月
日８月２９日㈪まで
　9:00 ～ 17:00
内阿月領主であった浦氏の歴代肖

像画の一部を展示（小早川隆景、
第２代、第７代、第９代）

※９月からは第１０～１３代を展示
予定

■阿原遺跡・立石遺跡・貞政遺跡
出土遺物展

日平成２９年３月２７日㈪まで
　9:00 ～ 17:00
内平成２６年度に発掘調査を行っ

た伊保庄地区の出土遺物を展示
問市文化財室
　☎�２１１１内線３３２

やない西蔵ギャラリー展示
日開館９時～１７時（毎週㈫休館）
▼８月３日㈬～８日㈪
　　和 Ku 和 ku T シャツ展
▼８月１０日㈬～２２日㈪
　　戦争遺跡パネル展　　 
問やない西蔵
　☎�２４９０

日積観光ぶどう園で
ぶどう狩りを楽しみましょう
日８月中旬～９月上旬（予定）
　／開園日は日積

ぶどう生産組合 
（☎�１００８・松
山宅）にお問い
合わせください。

　開園時間：
　9:00 ～ 17:00
場日積観光ぶどう園（日積小学校

付近）
○料金
　大人 1,400 円（約 1.5kg のお土

産袋付き）、小学生以下 700 円
（お土産袋なし）

※品種はキャンベル（食べ放題）
○その他
　８月中旬～９月上旬にキャンベ

ル、各種種なしぶどう（大粒も
あり）の直売も実施

問日積観光ぶどう園
　☎�００６４
　日積ぶどう生産組合
　☎�１００８（松山宅）
　農林水産課
　☎�２１１１内線 351

催　し

■臨時福祉給付金
○給付対象者
　平成２８年度市民税（均等割）が非課税の人（市民税

が課税されている人の扶養親族等を除く）
※生活保護制度の被保護者等は対象外
○給付額　給付対象者１人につき 3,000 円
○申請先
　基準日（平成２８年１月１日）に住民登録がされて

いる市町村

■障害・遺族年金受給者向け給付金（年金生活者等支
援臨時福祉給付金）

○給付対象者
　平成２８年度市民税（均等割）が非課税の人（市民税

が課税されている人の扶養親族等を除く）で、平成
２８年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を
受給している人

※高齢者向け給付金を受給した人は対象外
※生活保護制度の被保護者等は対象外
○給付額　給付対象者１人につき 30,000 円
○申請先
　基準日（平成２８年１月１日）に住民登録がされて

いる市町村

臨時福祉給付金
障害・遺族年金受給者向け給付金
対象となる可能性のある人には９月中旬に申請書類を郵送します
申請受付の開始時期など詳しくは決まり次第、お知らせします。

※制度について詳しくは、厚生労働省のホームペー
ジ（　 http://www.mhlw.go.jp/）、専用ダイヤル（☎
0570-037-192）をご利用ください。

●問い合わせ
　市社会福祉課　☎�２１１１内線 181,184 振り込め詐欺や個人情報の詐取に

ご注意ください

厚生労働省
給付金
キャラクター
カクニンジャ

　申請書類が届いたら
　すぐにカクニンじゃ。

URL
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おはなしの会（無料）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日８月６日㈯ 13:30 ～ 14:30
場大畠公民館２階和室
内腹話術「もんちゃん」、絵本の読

み語り、紙しばい、しゃぼん玉
あそび（雨天時は室内で簡単な
おもちゃづくり）など

○出演　読み語りボランティア
　「たまてばこ」
問大畠図書館　☎�２２２６

人権ふれあいフェスティバル
（無料）
日８月２０日㈯ 10:00 ～ 15:00
場ラポールゆや（長門市油谷新別

名８３３番地）
内アトラクション、児童生徒作品
（ポスター）表彰式、講演、コン
サート、パネル展示、福祉の市、
特産品展等

問県人権対策室
　☎ 083-933-2810

第８回柳井市障害者フライング
ディスク交流大会（要申込）
障がいを持つ人とスポーツ・レク
リエーションを楽しみましょう。
日１０月３０日㈰
　受付 8:30 ～／ 9:30 ～ 12:00
場柳井小学校体育館
対

▼市内在住または市内施設に入所・
通所する障がい者やその家族

▼フライングディスクに興味のあ
る市民

○参加料　５００円
○主催
　柳井市障害者スポーツ・レクリ

エーション事業実行委員会
○申込期限　８月 31 日㈬
申問電話で申し込んでください。
心身障害連絡協議会（担当／川村）
☎�８３７０
☎ 090-8604-7607

平成２９年 柳井市成人祝賀式
１０月末日時点で市内に住民票が
ある人に、１１月中旬ごろ案内状
を送付します。
また、市内に住民票がなく、柳井
市での式典に出席を希望する人

は、電話で申し込んでください。
日平成２９年１月７日㈯
　11:00 ～ 12:30 予定
場柳井クルーズホテル
対平成８年４月２日から平成９年

４月１日までに生まれた人で
　市内に住民票がある人／市内中

学校卒業者で市外に転出してい
るが、市成人祝賀式に出席を希
望する人

成人祝賀式スタッフ・
スタッフサポーターを募集
対

▼スタッフ
　上記の市成人祝賀式と同じ
▼スタッフサポーター
　平成９年４月２日から平成１０

年４月１日までに生まれた人で
　市内に住民票がある人／市内中

学校卒業者で市外に転出してい
るが、出席を希望する人／次年
度のスタッフを希望する人

○募集期限　９月２日㈮
申問氏名、現住所、電話番号をお
知らせください。
生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331,333
FAX �７３７１　
　 shogaigakushu@city-yanai.jp

自衛官募集
■航空学生
○応募資格　高等学校卒（見込含

む）２１歳未満（日本国籍保有者）
○試験日　９月２２日㈭㈷
■一般曹候補生
○応募資格　１８歳以上２７歳未満
（日本国籍保有者）

○試験日　９月１７日㈯
■自衛官候補生
○応募資格　１８歳以上２７歳未満
（日本国籍保有者）

○試験日　男子／９月１７日㈯、

　女子／９月２７日㈫
■共通項目
○応募締切　９月８日㈭
申問

自衛隊柳井地域事務所
☎� 8199

動物愛護に関わる
コンクール出品作品
動物愛護週間（９月２０日㈫～２６
日㈪）にあわせて募集します。
○募集テーマ　動物愛護精神の気

風を助長する内容
○部門・対象　絵画の部／幼稚園

児（保育園児）・小学生・中学生、
作文の部／小学生・中学生・高
校生・一般、写真の部／小学生
以上一般成人（テーマ：動物と
のふれあい）

○規格　絵画の部／画用紙四ツ切
り、作文の部／原稿用紙（400
字詰）２～３枚、写真の部／六
つ切りワイド（２０㎝×３０㎝）

○申込期限　９月７日㈬（必着）
○申込方法　市民生活課備付の応

募票を作品下部に貼り付けて送
付してください。

申問〒 754-0891 山口市陶 3207
（公社）山口県動物保護管理協会　
☎ 083-973-8333

やない悠々回遊帳掲載店
地元の店舗を紹介するパンフレッ
ト「やない悠々回遊帳」の参加店舗
の募集をします。
パンフレットは、市内には自治会
を通じての各戸配布を、周辺町に
は新聞折込で配布します。店舗広
告としてご利用ください
○募集期間　８月１７日㈬
○募集対象　主に地元専門店
○パンフレット掲載料金
▼柳井商工会議所会員または大畠

商工会会員／ 5,000 円
▼同非会員／ 15,000 円
※非会員の参加は市内の店舗限定
○募集店舗数　１００店舗（受付は

先着順となります）
申問

柳井商工会議所　☎�３７３１
大畠商工会　☎�２４１４

募　集


