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市民と市長と気楽にトーク
本号６・７ページもご覧ください。
■定例開催（申込不要）
日場以降の日程は随時、広報・ホ
ームページ等でお知らせします。
▼９月１７日㈯ 10:30 ～ 11:30
　／伊保庄公民館
▼９月１８日㈰ 13:30 ～ 14:30
　／阿月公民館

問政策企画課
　☎㉒２１１１内線４７１

ウエスト・いかち「四つ葉デー」
開催日が変わります
ウエスト・いかち「四つ葉工房」
主催の四つ葉デーは、開催日が毎
月第一金曜日から毎月第一日曜日
に変わります。
日 9 月 4日㈰９:00 ～ 12:00
　／以降、毎月第一日曜日
場四つ葉工房直売所（伊陸 7446-
4）
○販売品　巻寿司、助六寿司、ち
らし寿司、惣菜、あん餅、炊き
込みごはん、大豆水煮、新鮮野
菜など、お楽しみイベントあり

問（農）ウエスト・いかち
　☎㉖０７８０

三世代同居・近居に関する
各種支援
県は三世代での同居や近居を希望
する人を支援します。
■やまぐち三世代同居・近居パス
ポート
　パスポートを提示することで協
賛企業から様々なサービスを受け
ることができます。
対県内で新たに三世代同居・近居
を希望する人

内同居・近居のための不動産取得
や借家契約などでの仲介手数料
の割引／住宅ローンの金利優遇
／転居する際の引っ越し料金の
割引など
○有効期限　発効日から１年間
■やまぐち三世代同居・近居住宅
支援事業補助金
　新たに三世代での同居や近居を
始めるための住宅改修などに助成
します。
対県内で新たに三世代同居または
近居を始める人／６月１日以降

に契約し、平成２９年３月３１日
までに同居・近居を開始する人
○補助額
▼県内在住者
　同居のための現住居の増改築・
改修、同居・近居のための中古
住宅の購入／５０万円

▼県内にUJI ターンする人
　同居のための現住居の増改築・
改修、同居・近居のための中古
住宅の購入／100万円
　同居・近居のための住宅の新築、
住宅（中古住宅を除く）の購入／
50万円

申問県住宅課　☎083-933-3874

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間
高齢者や障がい者への暴行、虐待
などの事案が依然として数多く発
生しています。この電話相談は無
料で、秘密は厳守します。
日９月５日㈪～１１日㈰／8:30～
19:00（㈯㈰ 10:00～ 17:00）
○相談電話番号
　0570-003-110（全国統一番号）
問山口地方法務局人権擁護課・山
口県人権擁護委員連合会
　☎ 083-922-2295

お知らせ

空き家等実態調査を実施します
　市では空き家の状況を把握するために、市内の空き家の実態調査を
実施します。ご理解とご協力をお願いします。
○調査期間　９月１日㈭～３０日㈮
○調査方法　㈱ゼンリン（市委託業者）が市発行の調査員証を携行し、
外観目視で実施します。また、写真撮影や近所の人に話を聞くこと
があります。
●問い合わせ
　都市計画・建築課　☎㉒２１１１内線２３６, ２３７

市政だより
日 日時  場 場所  内 内容  対 対象  定 定員
持 持参物  申 申込  問 問い合わせ

市民相談
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園芸療法＆
　　　にこにこ健康づくり
やまぐちフラワーランドと
にこにこ健康づくりのコラボ企画
植物のパワーを健康づくりに生か
す方法を学びながら、にこにこ健
康づくりの特徴“中ぐらいの強さ
による身体活動”を取り入れ、楽
しみながら結果につなげる教室を
開催します。
日９月２０日㈫～平成２９年３月の
第３火曜日（すべての回に参加
する必要はありません）
　／ 9:30～ 11:00
場やまぐちフラワーランド
○講師　丸山恵利加さん（やまぐ
ちフラワーランド園芸療法士）
　／三島孝雄さん（柳井ウェルネ
スパークスタッフ）

内ガーデンジョギング、ガーデン
作り、ハーブのティータイム等

対運動を医師に止められている人
は参加をご遠慮ください。

○参加費　１００円（やまぐちフラ
ワーランド入園料が別途必要）

※その他実費を伴う場合は、別に
徴収します。 

申問やまぐちフラワーランド
☎㉔１１８７

保健センター　
妊娠・出産・育児の教室
■ママ♡パパ教室
日内各 13:30 ～ 15:30
▼１回目・９月２５日㈰／お風呂
の入れ方、妊婦の疑似体験など
▼２回目・１０月４日㈫／小児科
医による育児講座、先輩ママと
の交流

対市内在住の妊婦
と夫

定１５組（先着順）
持母子健康手帳、
1回目のみハンドタオル
○申込期限　９月２０日㈫
■１歳のお誕生わくわくセミナー 
　（託児有）
日９月２７日㈫ 13:30 ～ 15:30
内講話「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）

対市内在住の１１～１５ケ月児の
親子

定１５組（先着順）
持母子健康手帳、参加費３００円
程度
○申込期限　９月２０日㈫
■育児セミナー（託児有）
日１０月４日㈫ 13:30 ～ 15:30
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１５人（先着順）
持母子健康手帳　
○申込期限　９月２８日㈬
■共通事項
場申問

市保健センター　☎㉓１１９０

講座・教室

夕やけウォーキング in 般若寺
龍宮・般若姫伝説のある般若寺を訪れ、
境内を歩きながら健康づくりに取り組
みます。
当日は特別に、福嶋弘昭住職のお話も伺
える予定です。
○日時　９月１７日㈯ 17:30 集合（雨天中止）
○場所　般若寺駐車場
○主催　柳井市にこにこ健康づくり推進協議会
○協力　真言宗御室派神峰山用明院　般若寺
●問い合わせ
　市保健センター　☎㉓１１９０

９月のけんけつ
○日程
９月 ８日㈭
9:15 ～ 11:00 中国電力㈱柳井営業所
13:00 ～ 14:00 坂本病院
15:00 ～ 16:30 余田出張所
９月２２日㈭
9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井
13:15 ～ 16:00 　　〃
９月３０日㈮
10:00 ～ 12:00 柳井市役所
13:00 ～ 16:00 　　〃

●問い合わせ
　市保健センター　☎㉓１１９０

参加無料
申込不要
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あいサポーター研修会（無料）
障がいのある人へのちょっとした
声掛けや配慮をする「あいサポー
ト運動」を実践する「あいサポータ
ー」を養成する研修会です。
日９月 13日㈫ 13:30 ～ 15:30
場山口南総合センター（山口市名
田島 1218-1）
○主催　山口県・山口市
申問９月５日㈪までに所定の申込
書で県障害者支援課に申し込んで
ください。　☎ 083-933-2765

バタフライアリーナ健康講座
■初心者のためのウォーキング講
座

日９月１７日㈯ 9:30 ～ 11:00
場バタフライアリーナ
内ウォーキングについて講話／正
しい姿勢、歩くフォームの解説
／実際にフォームチェック
○講師　草山次郎氏（日本体育協
会公認指導員ほか）     

定５０人（先着順）
○参加料　５００円
持体育館シューズ、軽い運動ので
きる服装、タオル、水分
○申込期限　９月１４日㈬
申問バタフライアリーナ
☎㉓０８３０

中央公民館  定期教室（後期）
■冠婚葬祭書道教室（一般初心者）
日１０月～平成２９年３月の毎月
第 2,4 ㈮／ 10:00 ～ 12:00
○講師　山本桂韶さん
定２０人
○受講料
　月 1,000 円
持書道用具一式、
　黒のマジック（書き方用のペン）、
筆記用具

■美文字に変身！ペン習字教室
　（朝・夜・一般）
日１０月～平成２９年３月の毎週㈫
／朝の部10:00 ～ 12:00、夜の
部19:00～ 21:00
○講師　田中東峰さん
定各２０人
○受講料　月 2,000 円（初回教材
費 990円別途）

持筆記用具（ボールペン、時期が
くれば筆ペン）
■着付教室（朝・夜・一般女性）
日１０月～平成２９年３月
▼朝の部　毎月第 2,3,4 ㈬
　／ 10:00 ～ 12:00
▼夜の部　毎月第2,3,4 ㈫
　／ 19:00 ～ 21:00
○講師
　山田千鶴枝さん
定各２０人
○受講料　月 2,000 円（初回テキ
スト代 3,100 円別途）
○準備するもの　着物（何でもよ
い）、肌襦袢、長襦袢、タオル（２
本）、腰ひも（５本）、すそよけ、
伊達〆（２本）、足袋、名古屋帯、
名古屋帯小物、洗濯バサミ、筆
記用具
■和裁教室（一般初心者）
日１０月～平成２９年３月の毎週㈭
／ 13:00 ～ 16:30
○講師　湯治俊子さん
○受講料　月 2,000 円
持裁縫道具、筆記用具
■全講座共通
申問定員になり次第締切。申込少
数の場合、教室を中止することが
あります。９月１６日㈮までに申
し込んでください。
生涯学習・スポーツ推進課
☎㉒２１１１内線３３１

第２８回岩国矯正展
日９月３日㈯ 9:30 ～ 16:30
　９月４日㈰ 9:30 ～ 15:00
場帝人会館（岩国市日の出町 2-1）
内矯正行政の広報、刑務所作業
製品展示即売、ハクジャオー・
ショー、神楽、餅まき等のイベ
ント、うどん等の飲食コーナー

問岩国刑務所企画部門（作業）
　☎０８２７41０１３８

広島広域都市圏
サンフレッチェ広島共同応援
日１０月１日㈯ 19:00 キックオフ
場エディオンスタジアム広島（広
島市安佐南区大塚）／現地集合
○対戦相手　ＦＣ東京
対広島広域都市圏内居住者
定８０人（申込多数の場合は抽選）
○参加費　大人2,200円、小中高
1,000円
○応援方法　SA指定席（ホーム）
で、広島広域都市圏としてまと
まって応援
○その他　サンフレッチェ広島の
グッズをプレゼント
○主催　広島広域都市圏協議会
申問往復はがきに、参加者全員の
住所、氏名、年齢（学生の場合は
学年）、電話番号と「サンフレッチ
ェ共同応援希望」の旨を記入し、
９月９日㈮（消印有効）までに下記
事務局へ（小学生以下の場合、大
人の同伴が必要）。
〒 730-8586（住所不要）
広島市広域都市圏推進課広島広域
都市圏協議会 
☎ 082-504-2017

催　し
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第 28回サザンセト音楽祭
郷土芸能・邦楽の部出演者
日１月２２日㈰
　12:30 開場、13:00 開演
場サンビームやない
○募集内容
▼郷土芸能の部：郷土芸能（郷土
に伝わる民話に基づく創作劇も
含む）／出演時間は１５分以内
▼邦楽の部：邦楽／演奏（出演）時
間は１０分以内

対柳井市、周防大島町、上関町、
平生町に在住または通勤・通学
する個人・団体で、原則として
一定の技術水準に達している者
○応募期限　９月３０日㈮ 必着
○応募方法　申込書をサンビーム
やないへ郵送または持参してく
ださい。

※申込書はサンビームやない・柳

井図書館・市役所ロビー・各市
町社会教育担当課・アクティブ
やないに備付

申問サザンセト音楽祭実行委員会
（サンビームやない内）
☎㉒０１１１

第１６回キラリンピック
（障害者総合球技大会）参加者
日１０月１６日㈰
○種目／場所
▼卓球バレー・風船バレーボール・
レクリエーションボッチャ／や
まぐちリフレッシュパークメイ
ンアリーナ
▼卓球／やまぐちリフレッシュ
パークサブアリーナ
▼サウンドテーブルテニス／山口
県身体障害者福祉センター
▼ボウリング／ボウリングの森
対４月１日現在、１３歳以上で県
内に居住する身体・知的・精神
の障がいを有する人（競技に支
障のある疾患のない人に限る）
◯その他　精神障害者ソフトボー
ル、知的障害者ソフトボール、
１１月１３日㈰開催のグラウン
ド・ゴルフを加えて「第１６回
キラリンピック（障害者総合球

技大会）」が開催されます。
○申込期限　９月１日㈭
申問詳しくはお問い合わせくださ
い。
市社会福祉課
☎㉒２１１１内線１９１

自衛官　  
■防衛大学校（一般前期）
○応募資格　高卒（見込含む）２１
歳未満（日本国籍保有者）

○受付期間　９月５日㈪～３０日㈮
○試験日
　１次：１１月５日㈯ , ６日㈰
■防衛医科大学校（医学科学生・
自衛官候補看護学生）
○応募資格　高卒（見込含む）２１
歳未満（日本国籍保有者）
○受付期間　９月５日㈪～３０日
㈮（推薦・総合選抜は８日㈭）
○試験日
▼医学科学生
　１次：１０月２９日㈯ , ３０日㈰
▼看護科学生
　１次：１０月１５日㈯
申問詳しくはお問い合わせくださ
い。
自衛隊柳井地域事務所
☎㉒８１９９

8/10  柳井高校吹奏楽部が全国高校総文に出演
　柳井高校吹奏楽部が８月２日から３日にかけて広島市で開催さ
れた 2016 ひろしま総文（第４０回全国高等学校総合文化祭※）吹
奏楽の部に、山口県代表として初めて出演しました。演奏では「き
んぎょ！」と掛け声をかけたり、譜面台に金魚ちょうちんを飾る
など、全国に向け柳井のＰＲを行い会場を盛り上げました。

※全国高等学校総合文化祭：１９７７年か
ら続く高校生による国内最大規模の文化
イベント。毎夏、各都道府県が持ち回り
で開催し、運営も開催地の高校生が担い
ます。

▼広島文化学園HBGホール（広島市中
区）での演奏の様子

◀市長へ報告に訪れた吹奏楽部部員の皆
さん

募　集


