
人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市6

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
▼８月１８日㈭／市文化福祉会館
▼８月２２日㈪／余田公民館
■随時開催（要事前申込）
　３人以上の参加者から受け付け
ています。詳しくはお問い合わせ
ください。
問政策企画課
　☎�２１１１内線４７１

海区漁業調整委員会委員選挙
人名簿登録申請
９月１日現在で、海区漁業調整委
員会委員の選挙人名簿を調製しま
す。該当する人は各漁業協同組合
備付の申請書で期限までに必ず申
請をしてください。
対平成１０年１２月６日以前生ま

れ（満１８歳以上）で次のいずれ
かに該当する人

▼年間９０日以上漁船を使用する
漁業を営む人 ( 漁業者 )

▼年間９０日以上漁業者のため漁
船を使用して行う水産動植物の
採捕や養殖に従事する人 ( 漁業

従事者 )
○申請期間　９月１日㈭～５日㈪
問市選挙管理委員会
　☎�２１１１内線 260,261

市議会定例会（９月議会）
平成２８年第３回柳井市議会定例
会を開催します。
日（予定）　９月５日㈪～２１日㈬
○その他　詳しくは８月３０日㈫

１０時から開催予定の議会運営
委員会で決定されます。なお、
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

ごみ出しルール
■清掃センターへの直接持込み
　引越しや庭の剪定などで多量の
ごみが出る場合、可燃ごみについ
ては周東環境衛生組合清掃センタ
ーへ持ち込んでください。
▼①受付で計量し、②ごみをピッ

トに排出後、③再度計量し、重
量に応じた料金を支払います。

（5kg100 円～）
▼燃える粗大ごみの受付は平日の

みとなっています。
▼直接持込みの場合、市の指定ご

み袋で持ち込んでも料金が発生
しますのでご注意ください。

■ごみの収集日（第○▢曜日）
　月１回の収集の場合、例えば第

４火曜日が収集日というのは、そ
の月の４回目の火曜日が収集日と
いうことです。
問清掃センター
　☎� 2270
　市民生活課
　☎� 2111 内線 165

市のごみ袋等の
販売取扱店の追加
○販売取扱店名（所在地）
　ポプラ柳井医療センター店（柳

井市伊保庄９５番地）
問市民生活課
　☎�２１１１内線１６６

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金（65 歳から受けられ
る年金）は、20 歳から 60 歳にな
るまでの 40 年間保険料を納めな
ければ、満額の年金を受け取るこ
とができません。
　保険料の納め忘れなどにより納
付済期間が 40 年間に満たない場
合、60 ～ 65 歳までの間に国民
年金に任意加入して保険料を納め
ることにより、満額に近づけるこ
とができます。
▼老齢基礎年金を受給するには免

除を含めた保険料納付済期間が
25 年以上必要です。この要件
を満たしていない場合は 70 歳
になるまで任意加入することが
できます。

▼平成 28 年度の保険料は 1 カ月
16,260 円で納付は原則口座振
替です。

○手続きに必要なもの
　年金手帳、預金通帳・届出印
問市民生活課
　☎�２１１１内線 168,169

お知らせ
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岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日９月８日㈭ , ２１日㈬ 10:00 ～

12:00 ／ 13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※１０月１３日㈭ , ２７日㈭の年

金相談の予約は、９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）
☎０８２７�２２２２

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日９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９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　☎�２１１１内線 161

行政・市民相談
日９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９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２８年度
第３回市民活動講座（無料）
地域学の教授がやってくる !!

「地域住民による地域づくり」
日９月２日㈮ 13:30 ～ 15:00
場市文化福祉会館２階大会議室
内地域を見つめ、自分たちができ

るまちづくりへのヒントを学ぶ
○講師　山口県

立大学社会福
祉学部教授・

　坂本俊彦氏
定３０人
申 問

やない市民活動センター
☎�３５３５・FAX �３５８３

初心者弓道教室
日９月９日㈮～１１月１６日㈬
　／毎週㈬㈮（全２０回）

　19:30 ～ 21:00
場市弓道場
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

勤務をしている人
定 10 人（先着順）
持 T シャツ、下はジャージ等
○受講料　2,000 円
申 問８月２６日㈮までに電話で申
し込んでください
柳井市弓道連盟（森嵜）
☎ 090-4577-5676

バタフライアリーナ文化教養教室
■スポーツ吹矢教室（要申込）
日９月１７日㈯ 13:00 ～ 15:00
場バタフライアリーナ
○講師　徳原和泰＆千鶴子さん
　（スポーツ吹矢協会公認指導員）
対小学３年生以上   
定３０人（先着順）
○参加料　６００円
持体育館シューズ、タオル、水分
○申込期限　９月９日㈮
申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０

２９年４月小学校入学予定児童の  就学時健康診断
　

　９月１日現在の住民
基本台帳をもとに、ご
案内を郵送します。
　９月１５日（木）まで
に届かない場合は、お
問い合わせください。

●問い合わせ　
　学校教育課
　☎�２１１１内線 322

講座・教室

市民相談
○就学時健康診断日程表

学校名 日程・受付時間
柳井小 10/12 ㈬ 12:50 ～ 13:20
新庄小 10/13 ㈭ 13:00 ～ 13:15
余田小 10/18 ㈫ 13:20 ～ 13:30
日積小 10/21 ㈮ 12:50 ～ 13:00
伊陸小 10/25 ㈫ 13:10 ～ 13:20
柳東小 10/27 ㈭ 13:00 ～ 13:20
大畠小 10/27 ㈭ 12:45 ～ 13:00

柳井南小 11/ 8 ㈫ 13:10 ～ 13:20
柳北小 11/ 9 ㈬ 13:10 ～ 13:20
小田小 11/25 ㈮ 13:10 ～ 13:20
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親子で森チャレに挑戦
とくさがみね自然体験プログラム
日９月３日㈯ 10:30
　　　　　　　　～４日㈰ 13:30
場山口県十種ヶ峰青少年自然の家
内森のチャレンジコース体験等
対 定小学生以上の親子 40 人
○参加料　２６歳以上 2,500 円／

１９歳以上２５歳以下 2,300 円
／１９歳未満 2,200 円

○申込期限　８月１９日㈮
申 問郵便番号・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記入して FAX
かメールで申し込んでください。
山口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

竹楽器づくり教室（無料）
日９月下旬～１１月の㈰（全５回）
　10:00 ～ 15:30
場岩国市周東町祖生（旧ＪＡ山口

東祖生支所）
内竹楽器の製作（マリンバ、クロ

ンプット、アンクルなど）
対１８歳以上で県東部地域の人
定２０人
○申込期限　９月８日㈭
申 問県岩国農林事務所森林づくり
推進課　☎０８２７�１５６５

八朔の船流し
浴衣姿の生徒が頼母船を川に流す
伝統行事です。見学自由。
日８月２５日㈭ 14:00 ～ 15:30
場柳井川本橋～緑橋の川岸
問柳井市白壁の町並みを守る会
☎ 090-1012-4204（皿田）

学校給食センターパート調理員
○業務内容　調理補助
○募集人数　若干名

○勤務場所　市学校給食センター
○勤務時間　
　㈪～㈮／ 8:30 ～ 15:30
○休日　㈯㈰㈷、春・夏・冬休み
○賃金　時給８２０円
○採用　面接の上、決定
申 問履歴書を市学校給食センター
へ提出してください。
☎�１３１２

清掃業務パート職員
○業務内容　ガラスびんの色選別

作業
○募集人員　１人
○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

○勤務場所　不燃物処理場
○勤務時間　9:30 ～ 16:00
○休日　㈯㈰㈷
○賃金　時給 840 円
○雇用予定　９月１４日㈬～
○個別面接　８月３１日㈬／時間

は申込時に個別に指定
○申込締切　８月２９日㈪ 16:00
申 問履歴書を市民生活課へ提出し
てください。
☎�２１１１内線 165

県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、新庄北、宮野、
　旭ヶ丘の各県営住宅
○受付期間　８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
☎０８２７�１０３０

市税等徴収嘱託員
○業務内容　市税等の徴収事務
○募集人員　１人
○応募資格　普通自動車免許取得

者
○勤務日・時間　週３日・8:30 ～

17:15（夜間勤務有り）
○報酬　日額 9,150 円
○雇用予定　１０月３日㈪～

○申込締切　９月２日㈮
申 問履歴書を税務課へ提出してく
ださい。
☎�２１１１内線 131,132

大畠図書館臨時司書職員
○業務内容　図書館業務全般
○募集人員　１人
○応募資格　図書館司書有資格者

で実務経験がありパソコン操作
に堪能な者

○勤務場所　大畠図書館
○勤務形態　㈫～㈰のうち２～３

日／㈪㈷休館日
○勤務時間　8:30 ～ 17:15
○賃金　日額 6,050 円
○雇用　書類選考、面接
　１０月１日以降
○申込締切　９月９日㈮
申 問履歴書に資格書の写しを添え
て大畠図書館へ申し込んでくださ
い。☎�２２２６

平成２８年度後期危険物取扱者
試験（甲・乙・丙種）
消防法により定められている危険
物（ガソリン、灯油等）取扱者の試
験です。
○試験日　１１月２０日㈰
○試験会場　県内各市
※柳井市では乙種第４類が受験で

きます。
○受験資格　甲種以外は誰でも受

験可
○受験申請の手続　最寄りの消防

機関備付けの願書に必要書類を
添えて、９月６日㈫～２０日㈫
の間に提出してください。

○電子申請での受付期間　９月３
日㈯～１７日㈯

　 　http://www.shoubo-shiken.
or.jp

○その他　乙種第 4 類受験者を対
象とした試験準備講習会を開催
します。

申 問柳井地区広域消防本部予防課
☎�７７７４

URL

催　し

募　集

試　験
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健康 & すくすく

内容
　今回の教室の大きな柱は 3 つ。１・２は参加必須で、

３は任意参加です（３の倶楽部には指導編の内容も
含みます）。

１ 計測編 （要予約・参加必須）

　　最適な運動強度の測定と体組成測定です。
　○日時　所要時間１時間
　　９月 9 日（金）
　　　17:00 ～ 21:00 のうちの１時間
　　９月 10 日（土）
　　　10:30 ～ 20:30 のうちの１時間
　○場所　やないウェルネスパーク
　○参加費　2,000 円　

２ 指導編 （参加必須）

　　にこにこ健康づくり 3 種の運動講習と道具を使わ
ずにできる筋トレを指導します。３の“にこにこ健康
倶楽部”に参加しない人は、こちらの“指導編”への参
加が必須となります。

　○日時／場所（いずれかに参加してください）
　　１０月７日（金）17:00 ～ 18:30,19:00 ～ 20:30
　　／市保健センター
　　１０月８日（土）17:00 ～ 18:30
　　／アクアヒルやない
　○参加費　３００円

３ にこにこ健康倶楽部 （任意参加）

　　半年間の運動継続教室です。成果を確認しながら
続けて取り組めます。

　○日時
　　詳しい日程・メニューは、市ホームページのにこ

にこ健康づくりの情報をご覧ください（日程のすべ
てに参加しなくても構いません）。

　○場所　アクアヒルやない
　○参加費　３００円（１回につき）

柳井市では福岡大学身体活動研究所の協力のもと、個々人の最適な運動の強さを特定し、それぞ
れの人に応じた運動を処方。それを継続することで成果を残してきました。
これまで６５歳以上が対象だったこの教室をいよいよ働く世代向けに開催します。健診の結果が
よくなかった、健康は気になるけれど運動が苦手なので、効率良く運動がしたいという皆さんに
お勧めです。
●申込・問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

あなたの最適な“運動強度”を測定します

働く世代向け にこにこ健康教室

対象
　６５歳未満（昭和２６年４月２日以降生まれ）の柳井

市民でかつ、直近（およそ過去 1 年以内）の特定健
診や人間ドック等で、以下の値のいずれかに該当す
る人、医師に運動を止められていない人

▼血圧（mmHg）
　130 ≦収縮期血圧＜ 160
　または 85 ≦拡張期血圧＜ 100
▼脂質（mg/dL）
　120 ≦ LDL ＜ 180 または 150 ≦ TG ＜ 1,000
　または HDL ＜ 40
▼血糖
　100 ≦空腹時血糖 (mg/dL) ≦ 125
　または 5.6％≦ HbA1c ≦ 6.4％

※上の値を超える人は、すぐに医療機関での受診と
指導を受けることをお勧めします。

計測編
　最適運動強度の測定　と　体組成測定

にこにこ
健康倶楽部
半年間（日程のすべて
に参加しなくても構
いません）の継続教
室。右の「指導編」の
内容も含みます。

自分で取り組む
人は…

指導編
にこにこ健康づくり
3 種の運動講習と道
具を使わずにできる
筋トレを指導します。

健診などで成果を確認
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集団乳がん検診を追加実施します
乳がん検診の実施を予定していますが、希望者多
数のため新たに検診日を設定しました。
市が実施する乳がん検診は２年度に１回の検診で
す。平成２７年度に乳がん検診を受けた場合、今年
度は受けられませんのでご注意ください。

○日時　受付 13:15 ～ 15:30
▼１１月２５日（金）　定員に達したため、締め切りま

した。
▼１１月２６日（土）　新規追加
▼１１月２７日（日）　若干の空き

市で実施する集団での胃がん検診と大腸がん検診の申し込みを受け付けています。
また、胃がん検診または大腸がん検診を受ける人で柳井市国民健康保険の加入者は、
特定健診を同日に無料で受けることができます。 
若干予約に空きがありますので、この機会にぜひ受診しましょう。

○日時・会場　受付 7:30 ～ 10:30
　○：空きあり　×：空きなし

日程 場所 検診項目と予約の空き状況
大
腸
が
ん

大
腸
が
ん
と

特
定
健
診

の
セ
ッ
ト（
※
）

胃
が
ん

胃
が
ん
と

特
定
健
診

の
セ
ッ
ト（
※
）

10/11 ㈫ 大畠総合センター ○ ○ ○ ○

10/12 ㈬ 市保健センター ○ ○ × ×

10/13 ㈭ 市保健センター ○ ○ × ×

10/14 ㈮ 市保健センター ○ ○ ○ ○

10/16 ㈰ 市保健センター ○ ○ ○ ○

　※印は国保加入者のみ選択可

集団胃がん・大腸がん検診・特定健診（国民健康保険加入者）の
申込受付中

○対象
▼胃がん・大腸がん検診は、柳井市に住民登録

のある４０歳以上の人
▼特定健診は、40 歳以上の柳井市国民健康保

険加入者で、集団胃がん検診または大腸がん
検診を受ける人

○料金
６９歳以下 ７０歳以上

胃がん 1,000 円 500 円
大腸がん 300 円 100 円
特定健診 　無料（※）

※集団胃がん検診または集団大腸がん検診と
同時に受けるのが条件

○申込期限　９月２３日（金）
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

○場所　市保健センター　
○対象　柳井市に住民登録のある

40 歳以上の女性
○内容
　視触診と乳房のレントゲン撮影（マンモグラフィ）
○料金　69 歳以下：1400 円、70 歳以上：500 円
○申込期限　10 月 7 日（金）
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０
※今年度（平成２８年度）、すでに個別乳がん検診を受

けた人は、集団乳がん検診は受けられません。

休日の子宮がん・乳がん検診を実施します（要 病院へ予約）
平日に子宮がんや乳がん検診を受けられない人のために、休日検診を実施します。

実施医療機関 日時 予約開始 定員（先着順）

周東総合病院（健康管理センター）
☎�３４５６（代）

10 月 10 日（祝）
　　8:30 ～ 12:30

８月１２日（金） 子宮がん検診：30 人
乳がん検診　：14 人

光市立大和総合病院（健診科）
☎�２１１２

10 月 16 日（日）
　　9:00 ～ 13:00

８月２５日（木） 子宮がん検診：25 人
乳がん検診　：20 人

○検診料金　子宮がん 1,400 円、乳がん 1,500 円（70 歳以上はどちらも 500 円）
○受診方法　ご自身で各病院に予約し、検診当日は健康手帳を持参して受診してください。なお、大和総

合病院への予約申込は、８月２５日（木）からですのでご注意ください。
●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０
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健康相談（予約不要）
■健康相談の日
　毎週㈪㈬㈮（９月 19 ㈪を除く）9:00 ～ 11:30
○場所　市保健センター　
■乳幼児健康相談・栄養相談
　９月１４日㈬　9:30 ～ 11:00
○場所　市保健センター　
■こころの相談会
　９月７日㈬　13:30 ～ 15:00
○場所　市保健センター　
■一般健康相談
○日時／場所　９月１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

暮らしとこころの相談会
○日時　９月４日㈰ 10:00 ～ 16:00
○場所　イオンタウン防府（防府市鐘紡町 7 － 1）
○内容　弁護士による相談、こころの健康相談

●問い合わせ
▼弁護士による相談
　山口県弁護士会　☎ 083-922-0087
▼こころの健康相談
　山口県精神保健福祉センター　☎ 0835 � 3480

社会的ひきこもり家族教室（要予約）
「社会的ひきこもり」とは、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を学びましょう。
○日時
　９月～平成２９年３月の毎月第２（１０月は第３、

１１月は第１）火曜日・全７回／ 13:30 ～ 16:00
○場所　県柳井健康福祉センター
○対象
　社会的ひきこもりで悩んでいる家族（７回のう

ち、４回以上出席できる人）
○参加費　５００円（７回分）
○申込期限　８月１９日㈮
●申込・問い合わせ
　県柳井健康福祉センター　☎�３６３１

認知症カフェ（申込不要）
認知症の人やその家族、地域住民が集い、仲間づくりや
情報交換をする場です。お気軽にご参加ください。

名　前 場　所 日　時 参加費等 問い合わせ
オレンジカフェ
ゆうわ

ケアハウス
ゆうわ苑食堂

９月２０日（火）
13:30 ～ 15:00

（毎月第３火曜日）

１００円 ゆうわ苑
☎�６００１

あそカフェ 四季の里
喫茶ルーム

９月８日（木）
13:30 ～ 15:00

（毎月第 2 木曜日）

１００円 あそか苑
☎�５０１５

にじいろ やまぐちフラワー
ランド研修室

９月９日（金）
13:30 ～ 15:30
※ 70 歳以上の人は保険証

など生年月日の分かるも
のを持ってきてください。

参加無料／やまぐち
フラワーランドへの
入園料（一般の場合
500 円）が別途必要
です。

市地域包括支援センター
☎�２１１１内線１５７

集団胃がん・大腸がん検診・特定健診（国民健康保険加入者）の
申込受付中

やないファミリー・サポート・センター
第２回 「おしゃべりサロン♪」　（無料・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　９月１４日㈬ 10:00 ～ 11:30
○場所　市総合福祉センター２階
○内容　手遊び・リズム遊び・エプロンシアターなど

○対象　未就園児の親子／１５組
●申込・問い合わせ
　やないファミリー・サポート・センター
　☎�０６６８

↗


