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９月２０日㊋～２６日⺼は
動物愛護週間
■9・10月は「動物の飼い方マナー

アップ強化期間」
　散歩中の犬のフンの放置や猫に
よる迷惑行為などペットの飼い方
に関する苦情が数多く
寄せられています。一
部の飼い主のマナー違
反により、飼い主全体
に迷惑がかかります。
■犬の飼い主の皆さんへ
▼散歩中にフンをしたら、責任を

持って持ち帰りましょう。
▼放し飼いは禁止。散歩中も必ず

つないでください。
▼登録と狂犬病予防注射を必ず受

けてください。
■猫の飼い主の皆さんへ
▼他人の家にフンをしたり、車に

上ってキズをつけたりしていま
せんか。猫の健康
や安全からも屋内
で飼いましょう。

▼飼う自覚がない無責任な餌付け
はやめましょう。猫が増えて周
囲にフン尿等の被害をもたらし
ます。

■これだけは守りたい！飼い主の
義務

▼動物の習性を正しく理解し、終
生責任をもって飼いましょう。

▼繁殖しても飼えない、譲渡でき
ない場合は、去勢・不妊手術な
どの繁殖制限をしてください。

▼動物の所有者を明らかにする名
札をつけましょう。

問市民生活課
　☎�２１１１内線１６６

９月２１日⺢～３０日㊎は
秋の全国交通安全運動
県内では、毎年、９月から年末ま
での間に交通事故の発生件数が増
加する傾向にあります。歩行者・
自転車利用者・ドライバーの皆さ
ん一人ひとりが、事故を起こさな
いよう、遭わないように気をつけ
ましょう。
■重点目標
○子どもと高齢者の交通事故防止
○反射材とハイビームの活用促進

による夕暮れ時と夜間の交通事
故防止

○後部座席を含めた全ての座席の
シートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底

○飲酒運転の根絶
○スピードダウンの推進
問市危機管理室
　☎�２１１１内線 432

交通遺児等への
育成資金貸付・介護料の支給
■交通遺児等育成資金貸付
対対対自動車事故で死亡・重度の後遺

障害になった人の児童（中学生

まで）を扶養している保護者
○貸付金額（いずれも無利子）
▼一時金児童１人につき
　155,000 円
▼貸付期間中　毎月 20,000 円
▼入学支度金　44,000 円
○貸付期間　貸付が決定した月か

ら中学校卒業の月まで
○返還期間　中学校卒業後、１年

据え置いてから、月賦などによ
る２０年以内の均等払いで返還

（高校、大学など在学中は返済
猶予）

■重度後遺障害者介護料支給
対対対自動車事故によって脳、脊髄ま

たは胸腹部臓器を損傷し、重度
の後遺障害を残し、常時、また
は随時の介護を要する人

○支給額（症状に応じて）
　月額 29,290 円～ 136,880 円
問独立行政法人自動車事故対策機

構山口支所　
　☎ 083-924-5419

蜜蜂を飼養している人へ
■蜜蜂飼育届の手続き
▼養蜂振興法に基づき、蜜蜂を飼

育する全ての人は「蜜蜂飼育届」
を１月末日までに住所地の市町
へ提出してください。

▼新規に蜜蜂を飼育する場合、随
時飼育届を提出してください。

■蜜蜂転飼許可申請の手続き
　転飼する年の前年の１０月末ま
でに「蜜蜂転飼許可申請書」を転飼
場所の市町に提出してください。
※蜜蜂は毎年１回秋頃に腐

ふ

蛆
そ び ょ う

病検
査を実施します。

問柳井農林事務所畜産部
　☎�２４１６
　市農林水産課
　☎�２１１１内線３５１

お知らせ

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

▼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
■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

ごみ出しルール
■粗大ごみの出し方
　大型家具（タンス・ベッド・ソ
ファー等）や家電製品は通常収集
をしていないためご
みステーションには
出せません。
▼処分方法は次の①

②です。
①可燃性のものは清掃センターに

不燃性のものは市不燃物処理場
に直接持ち込む。

②市の戸別収集を依頼する。
▼②の戸別収集を依頼する場合、

事前に不燃物処理場へ電話予約
し、品目ごとに定められた料金
分の「粗大ごみ収集券」を購入し
てください。

▼家電製品のうち
リサイクル家電

（エアコン・テレビ・冷蔵庫・
洗濯機）の処分は家電販売店に
相談してください。

問清掃センター　☎�２２７０
　不燃物処理場　☎�６３０６
　市民生活課
　☎�２１１１内線 165

行政書士電話相談（無料）
日１０月３日㈪ , ４日㈫
　各日 10:00 ～ 16:00
○相談電話番号（フリーダイヤル）
　☎ 0120-326-123
○相談内容　相続・遺言・自動車・

建設業・法人設立・契約・示談・
内容証明など

○相談員　山口県行政書士会の行
政書士

問山口県行政書士会
　☎ 083-924-5059

弁護士による無料法律相談
（事前予約不可）

日１０月５日㈬14:00～16:00（受
付 13:30 ～ 15:30）

場シンフォニア岩国 2 階特別会議
室（岩国市三笠町）

○相談内容　金銭、不動産、家庭
関係等の法律上の問題

※裁判所で係争中の案件は相談で
きません。

○相談担当者　県弁護士会所属の
弁護士

問山口地方裁判所岩国支部庶務係
　☎０８２７�０１６１

司法書士による
法の日無料法律相談（予約不要）
日１０月６日㈭ 12:30 ～ 16:00
場市文化福祉会館
○相談内容　不動産登記、会社登

記、相続、裁判手続、債務整理、
成年後見等

問山口県司法書士会岩国支部
　☎�１３００（吉弘  功）

無料 人権・子どもの人権相談
（予約不要）
悩みやもめごと（差別、相続、登
記手続、金銭の貸借等）、心配ご
となど相談に応じます。
日１０月６日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所１階１０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日１０月１２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 １０月３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１０月１２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１０月１２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

市民相談



人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市8

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日１０月１３日㈭ , ２７日㈭ 10:00

～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※１１月１０日㈭ , ２４日㈭の年

金相談の予約は、１０月３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

元気アップ教室
（６５歳以上の市民・無料）

日 ９月２８日㈬～１２月２１日㈬
までの毎週水曜日（全１２回）
／ただし１１月２３日㈬は休み

　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

具によるトレーニングを組み合
わせて、年齢に応じた筋力アッ
プと生活動作の維持・改善

対６５歳以上の市民（全１２回のメ
ニュー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２０人（初めての人を優先）
持室内シューズ、タオル、飲料水、

運動のできる服装
○申込期限　９月２６日㈪
申 問電話で申し込んでください。
高齢者支援課
☎�２１１１内線 156

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「マクラメ編み

に挑戦しよう！」
日 場各 13:30 ～ 15:30
①１０月１日㈯
　市理科研修所（柳井小内）
②１０月１５日㈯ 大畠小学校
■共通事項
定小学生１０人（先着順）　
料５２０円（マクラメ編み材料・保

険代）

○申込期限　９月２３日㈮
申 問電話で申し込んでください。
しらかべ学遊館　☎�４５１８

高齢者向け水中運動教室
（６５歳以上の市民・無料）

日１０月６日㈭～２７日㈭の毎週
㈭（全４回）／ 10:30 ～ 11:30

場アクアヒルやない
内水中ウォーキ

ング、アクア
ビクス

定３０人
持水着、水泳帽子、バスタオル
○その他
▼ロビーで受付後、10:30 にプー

ルに移動
▼終了後のプール利用には、利用

料（７２０円）か回数券が必要
○申込期限　９月２６日㈪
申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線 156

市文化会館文化教養教室
■初心者のためのスマートフォン

教室（要申込）
日１０月１２日㈬ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館教養室
○講師　㈱ドコモ CS 中国山口支

店スタッフ
定１５人（先着順）
料５００円
○その他　当日、タブレットの貸

出有り
申 問市文化福祉会館
☎�０６８０

バタフライアリーナ健康講座
■バラ―・ヨーガ（要申込）
日１０月１６日㈰ 10:00 ～ 11:30
場バタフライアリーナ
○講師　藤井千絵さん（全米ヨガ

アライアンス RYT200）、田中
テルエさん（シバナンダヨガ認
定インストラクター）

定１００人（先着順）
料８００円（保険料含む）
持運動に適した服装、ヨガマット、

タオル、水分補給
○申込期限　１０月１２日㈬
申 問バタフライアリーナ
☎�０８３０

市民点字講習会
（無料・初心者対象）
点字の基礎から文章作成までを点
字板で習得します。
日 ９月２４日㈯～１２月１０日㈯

までの毎週㈯（１０月２９日㈯ ,
１１月１９日㈯を除く・全１０回）

　／ 10:00 ～ 12:00
場市総合福祉センター
○その他　点字板は準備します。
　途中受講可。
申 問「白壁」点字サークル
☎�０１７２（粟屋）

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■９月１４日㈬～２６日㈪
　日報連柳井支部写真展
■９月２９日㈭～１０月３日㈪
　やない西蔵１５周年記念
　合同作品展〈前期〉
■１０月６日㈭～１０日㈪
　やない西蔵１５周年記念
　合同作品展〈後期〉
■１０月１２日㈬～１７日㈪
　八幡窯会員作品展
■１０月２０日㈭～２４日㈪
　細田  実  回顧展
問やない西蔵　☎�２４９０

JR ふれあいウォーク（要申込）
■源平ゆかりの地を歩く
日１０月２２日㈯ 9:00 ～ 18:10
場集合：柳井港駅、解散：柳井駅
内柳井港駅→祝島航路→道の駅上

関海峡→池の浦→宇積バス停→
柳井駅

　／約１３㎞の徒歩行程
定３０人（先着順）
料 1,000 円（保険代等）、別途渡

船代 860 円・バス代 610 円が
必要

○弁当販売　あり（５００円）
○申込期間
　９月２２日㈷～１０

月１４日㈮
申 問柳井市観光協会
☎�３６５５

講座・教室
催　し
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県立農業大学校　秋のオープ
ンキャンパス（要申込）
日１０月２２日㈯ 10:00 ～ 15:45 
場県立農業大学校（防府市牟礼） 
○申込期限　９月２７日㈫
申 問申込方法など詳しくはお問い
合わせください。
県立農業大学校 
☎０８３５�０５１０
問農林水産課
☎�２１１１内線 351

サザンセト 
カップリングパーティー in 上関
参加者
素敵な出会いを探している人、真
剣にお付き合いしたい人を募集し
ます。
日１０月３０日㈰ 11:00 ～ 16:00
　受付 10:30 ～
場上関町総合文化センター
対対対男性／２０～４５歳の独身者で

柳井地域（柳井市・周防大島町・
上関町・田布施町・平生町）居
住者

　女性／２０～４５歳の独身者（住
所は問いません）

内上関特産・活き車エビ他　シー
フード調理、手づかみ豪快料理
体験

料男性、女性各 4,000 円（食事・
ドリンク代を含む）

定男性、女性各２０人
○申込締切　１０月２１日㈮
※応募多数の場合、締切後に抽選

となりますが、締切前であって
も、募集を打ち切る場合があり
ます。

○主催　柳井地区広域行政連絡協
議会

○協力　（一社）やまぐち定住促進
県民活動ネットワーク

申 問政策企画課
☎�２１１１内線４７１

第 10 回山口県総合芸術文化祭
「舞い、謳う、四季。」観覧者
（入場無料・要申込）
～響き合う伝統と現代
　　　　　　　そして明日へ～

四季をテーマに舞踊と音楽による
ステージ公演を開催。
日 11 月 20 日㈰ 13:00 開演
場山口市民会館（山口市）
○申込期限　１０月３１日㈪消印

有効／応募多数の場合は抽選
申 問山口県総合芸術文化祭実行委
員会事務局　
☎ 083-933-2610
　a19300@pref.yamaguchi.lg.jp
　http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

cms/a19300/festa/index.html

施設の指定管理者
以下の２施設（① , ②）の指定管理
者を募集します。
①市文化福祉会館・市勤労青少年

ホーム・市体育館（柳井市柳井
３７１８番外）／同一の指定管理
者とする

　指定期間（予定）
　平成２９年４月１日～平成３２

年３月３１日（３年間）
②柳井ウェルネスパーク（柳井市

新庄 1326 番 1 外）
　指定期間（予定）
　平成２９年４月１日～平成３４

年３月３１日（５年間）
■①②共通事項
○応募資格　対象施設を安全で円

滑に運営できる法人・団体
○業務内容　施設の利用調整や施

設・設備の維持管理に関する業
務など

○受付期間　９月２８日㈬～１０月
１４日㈮／㈯㈰㈷を除く執務時
間内

○要項の配布　９月２３日㈮まで
申 問

生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 330 ,331

赤十字“いのち・健康・尊厳”
フォトコンテスト作品
日赤山口県支部が作成する広報資
材に活用する作品を募集します。
詳しくはホームページをご覧にな
るかお問い合わせください。
○募集期限　11月30日㈬（必着）
問日本赤十字社山口県支部
　☎ 083-922-0102
　https://www.yamaguchi.jrc.or.jp/

news/5779

大畠 俄まつり
※本年は大人御輿の巡幸はありません。

■協賛行事
○子供御輿
　13:00 鳴門神社
　→ 15:15 ごろ 大畠ふれあいビーチ
　→ 16:30 ごろ 入水行事

○イベント広場
　舞台コーナー　12:30 ～
　　保育園児の太鼓演奏／もちまき／柳井学園吹奏楽部演奏／フラダ

ンス／バンド演奏／お楽しみ抽選会（抽選券は 12:50 ごろ配布）
　アトラクション　15:30 ごろ
　　わんぱく宝さがしゲーム（定員あり）
　販売コーナー
　　鯛焼き、かき氷、焼きそば、ちらし寿司ほか

■臨時送迎バス（随時運行）
　石神漁港駐車場⇔ふれあいタウン大畠⇔大畠ふれあいビーチ
　始発 11:30（駐車場発）、最終 17:30 ごろ（ビーチ発）

●問い合わせ
　大畠観光イベント実行委員会　☎�２４１４

URL

募　集

URL

9/18日
大畠ふれあいビーチ


