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８５歳以上は４人に１人が認知症に
年をとるほど、認知症になりやすくなります。65歳
以上 70 歳未満の有病率は 1.5％ですが、85 歳では
27％に達します。

若年性認知症も
６５歳未満で発症した認知症を若年性認知症といい
ます。若年性認知症では、発症と同時に就労が困難
になるわけではないので、支援制度等を活用したり、
症状に応じた職務内容の変更や配置転換で雇用継続
の可能性は広がります。詳しくはご相談ください。
▼柳井公共職業安定所（ハローワーク）　☎㉒２６６１
▼市社会福祉課　☎㉒２１１１内線 192

軽度認知障害を早期発見し早期対応を
一般的な「もの忘れ」よりも記憶などの能力が低下し
ている「軽度認知障害」が最近注目されています。こ
の段階から対応することで、認知症の進行を遅らせ
るなどの効果が期待されています。物忘れの程度が
同年齢の人と比べてやや強いと感じたら、主治医や
下記にご相談ください。
▼市地域包括支援センター
　☎㉒２１１１内線 156,157
▼独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
　認知症疾患医療センター　☎㉗０３２１

認知症カフェに立ち寄ってみませんか？
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。申込不要です。気軽に
ご参加ください。
オレンジカフェゆうわ
　日毎月第３㈫ 13:30 ～ 15:00
※ 10月のみ 10/17 ㈪ 10:30 ～ 14:00・やまぐち
フラワーランドで開催

　場ケアハウスゆうわ苑食堂　
　料１００円　問ゆうわ苑　☎㉗６００１
あそカフェ
　日毎月第２㈭ 13:30 ～ 15:00
　場四季の里喫茶ルーム
　料１００円　問あそか苑　☎㉘ 5015

徘徊・見守りネットワークとは
徘徊の心配のある高齢者の家族等が事前に市に登録
しておくことで、徘徊等で行方不明になったときに
協力事業者に捜索協力を依頼し、早期発見・保護に
つなげる仕組みです。徘徊の心配のある高齢者の事
前登録と協力事業者を募集しています。詳しくは市
地域包括支援センターにお問い合わせください。

認知症についての講演会
～みんなに知ってほしい認知症のこと～
日 11 月 19日㈯ 13:30 ～ 15:30　
場アクティブやない
内講師　国立病院機構柳井医療センター副院長／
　認知症疾患医療センター長・宮

みや

地
ち

隆
たか

史
ふみ

氏
問市地域包括支援センター
　☎㉒２１１１内線 156,157

犯罪に遭われた人を支援します
　柳井市犯罪被害者等支援条例を１０月１日に
施行します。
■犯罪被害に遭ったとき、何をどうしたらい
いの？誰に相談したらいいの？
　市では、総合的に相談できる窓口を開設し
ています。適切な関係機関を紹介したり、市
の制度や手続きについても被害者の負担を軽
減できるよう対応します。
■周りの人ができること～ちょっとした気遣
いが温かい支援に～
　犯罪被害者には、身近な人、地域の人の理
解と支えが重要です。「犯罪被害に遭った人に
どう接したらいいのかわからない」といった相
談もお受けしています。
■まずはご相談ください
○総合相談窓口　市危機管理室（市役所４階）
　☎㉒２１１１内線 432 ／電話交換手に「犯罪
被害者等支援相談へ」または「危機管理室へ」
と伝えてください。
○受付時間　㈪～㈮／ 8:30 ～ 17:15

もっと認知症を知ろう
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パブリックコメントを
実施します
皆さんの意見をお寄せください。
なお、提出された意見はホームペ
ージで公開する予定ですが、個別
には回答しませんのでご了承くだ
さい。
■柳井市観光振興ビジョン （案）
○募集期限　１０月２４日㈪必着
○閲覧場所　
▼市役所情報提供コーナー
▼各出張所・連絡所
▼商工観光課・同ホームページ
　　http://www.city-yanai.jp/
soshiki/15/kanko-vision.html
○提出方法　住所、氏名、電話番
号を明記し、次の方法でご意見
をお寄せください。（様式不問）
▼商工観光課へ持参
▼郵送（〒742-8714商工観光課）
▼ FAX・電子メール
問商工観光課
　☎㉒２１１１内線 362
　FAX㉓７４７４
　　shokokanko@city-yanai.jp
■第２次柳井市総合計画基本構想
（案）及び基本計画（案）
○募集期限　１０月１７日㈪必着
○閲覧場所
▼市役所情報提供コーナー
▼各出張所・連絡所
▼政策企画課・同ホームページ
　　http://www.city-yanai.jp/
soshiki/3/
○提出方法　住所、氏名、電話番
号を明記し、次の方法でご意見
をお寄せください。（様式不問）
▼政策企画課への持参
▼郵送（〒742-8714政策企画課）

▼ FAX・電子メール
問政策企画課
　☎㉒２１１１内線 471
　FAX㉓４５９５
　　seisakukikaku@city-yanai.jp

柳井市長選挙・柳井市議会
議員補欠選挙の日程が決定
任期満了（平成２９年３月２６日）に
伴う柳井市長選挙及び議員の欠員
に伴う柳井市議会議員補欠選挙の
日程は次のとおりです。
○告示　平成２９年２月１９日㈰
　（立候補の受付 8:30 ～ 17:00）
○投票　平成２９年２月２６日㈰
　7:00 ～ 20:00
　平郡地区は平成２９年２月２５日
㈯ 7:00～ 18:00
○開票　平成２９年２月２６日㈰
　21:00 ～（柳井小学校体育館）
■立候補予定者説明会
　立候補予定者など関係者は必ず
出席してください（１候補者につ
き原則２人以内）。
日平成２９年１月１２日㈭
▼市長選挙 10:00 ～
▼市議会議員補欠選挙 13:30 ～
場市役所２階２０２会議室
問市選挙管理委員会事務局
　☎㉒２１１１内線 260

９月２４日土～１０月１日土は
環境衛生週間
　「３Ｒ（スリーアール）※」を実
践しましょう。
※リデュース／ごみの発生を抑制
する、リユース／繰り返し使う、
リサイクル／再び資源として利
用する。

■９・１０月は
　産廃適正処理推進期間です
　廃棄物の不法投棄や野焼きを見

かけた人はお知らせください。
■不法投棄ホットライン
　☎ 0120-538-710
問柳井健康福祉センター
　☎㉒３６３１　
　市民生活課
　☎㉒２１１１内線 165

１０月１日土は浄化槽の日です
浄化槽の適正使用・管理をお願い
します。
■浄化槽の維持管理
　定期（保守）点検、清掃、法定検
査をそれぞれ定期的に実施するこ
とが義務付けられています。
○定期（保守）点検　浄化槽が正し
く働いているかどうかの点検、
装置の調整・修理、消毒剤の補
充など（年３～４回程度）
○清掃　浄化槽内の汚泥等の引き
抜き、異物の除去、付属機器類
の洗浄・掃除など

○法定検査　使用開始後３～５カ
月の間に水質検査を受け、その
後は年１回定期検査を受検

問適正管理について　
　柳井健康福祉センター
　☎㉒３６３１
　法定検査について
　山口県浄化槽協会柳井支部　
　☎㉒４６６５

１０月の献血 （400ml）
10/13木
9:30 ～ 12:00　柳井税務署
13:15 ～ 16:00　　　〃
10/15土
9:30 ～ 12:00　ゆめタウン柳井
13:15 ～ 16:00　　　〃
問市保健センター　☎㉓１１９０

お知らせ

URL

URL
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高齢者のインフルエンザ
予防接種を開始します
（年度で１回のみ）
高齢者が指定医療機関で予防接種
を受ける場合、接種費用の一部を
市が負担します。接種後ワクチン
が十分な効果を維持する期間は約
２週間後から５カ月間とされてい
ます。過去の状況から１２月中旬
までの接種をお勧めします。
日１０月１日㈯～平成２９年２月
２８日㈫／医療機関によって接
種できる期間が異なります

対接種時に６５歳以上の人または
６０歳以上６５歳未満で心臓、
腎臓、呼吸器の機能不全、また
はヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害のある人
○自己負担　1,460 円（生活保護
の人は無料）

■接種方法　
①事前に指定医療機関（下表）に予
約する。
②予約日に健康手帳（市保健セン
ターで無料交付）を持参し、専
用の予診票に記入。診察後、接
種を受ける。

③医療機関に自己負担金1,460円
を支払う。

問市保健センター　☎㉓１１９０

赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします
期間：１０月１日～１２月３１日
皆様からの寄附金は
地域福祉の充実に役
立てられます。
◆今年の目標額　12,270,000円
（昨年の実績額　11,527,156円）
■県内福祉のために…271万円

■市内福祉のために…516万円
■歳末たすけあい運動のために
　…440万円
問柳井市共同募金委員会（柳井市
社会福祉協議会内）  ☎㉒３８００

１０月１７日月～２３日日は
行政相談週間です
行政への苦情や要望についての相
談を受け付けます。
■市の行政相談
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、ふれあい
タウン大畠小会議室

問市民生活課
　☎㉒２１１１内線 161
■山口行政評価事務所の行政相談
　電話、手紙、FAX、インターネ
ットで相談できます。　
申問〒753-0088山口市中河原町
6‐16山口地方合同庁舎1号館
総務省山口行政評価事務所
☎ 0570-090110行政苦情110番
FAX083-922-1593
　http://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/hyouka/soudan.html

身体障害者定期・巡回相談
日１１月４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・
適合判定、身体障がいに関して
の医学的相談、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　１０月２８日㈮
申問市社会福祉課
☎㉒２１１１内線 191

指定医療機関一覧（一部を除き要予約）
医療機関によって接種できる期間が異なります。詳しくはお問い合わせ
ください。なお、周東総合病院は実施日程等が未定のため、後日お知らせ
します。　※①１１月から実施　※②通院患者のみ　

医療機関 ☎ 予約 医療機関 ☎ 予約
伊原内科消化器科
（岩国市由宇町）

0827
63３３００ 不要

最所クリニック 45２２５２
坂本医院（新市） ㉒１０５９

ウェルネスクリニック ㉒１０２４ 坂本病院（余田） ㉓６８００不要
うつみ内科クリニック ㉔０１００ 新郷外科 ㉓２８８８
おりたクリニック ㉒３３２２ 神出内科医院 ㉒１９２１
河谷内科医院 ㉒０３４７ 野田整形外科クリニック ㉔２３４５不要
キャプテンキッズ
クリニック

㉓３３３６ 不要 浜田内科循環器科 ㉓１１３７
弘田脳神経外科 ㉓７１１９

久米医院
（岩国市由宇町）

０８２７
63０１２３

政井医院 ㉒１０６８不要
増本クリニック ※② ㉓３１２１

恵愛会柳井病院 ㉒１００２ 松井クリニック ㉔５３１１
こうだクリニック ㉔３０００ まつばら内科・胃腸科 ㉕２２６６不要
河内山医院 ㉒００２３ 不要南町内科循環器科 ※① ㉓５７５７
国立病院機構
柳井医療センター ㉗０２１１

吉田クリニック ㉔１２１２ 不要
平郡診療所 47２０３２

小林外科胃腸科 ㉓５５８８ 平郡西出張診療所 47２８８８
表以外に接種できる市外医療機関があります。

高齢者のインフルエンザ
予防接種を開始します

市民相談

URL
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空き家対策セミナー＆
無料相談会（申込不要）
日９月２８日㈬ 13:00 ～ 16:00
▼ 13:00 ～／司法書士による空き
家対策セミナー
▼ 14:00 ～／無料相談会
場市役所４０１会議室
内空き家の相続登記等相談、空き
家の相続・贈与税等相談、空き
家の適正管理相談、空き家の売
却・賃貸等相談

問都市計画・建築課
　☎㉒２１１１内線 236,237

はじめまして♡の一歩
ベビー教室～親子ふれあい編～
遊びを通して体づくり。ママもゆ
る～くエクササイズしませんか。
日９月２９日㈭ 10:00 ～ 11:00
場 FUJIBO 柳井化学武道館
○講師　川辺浩子さん（小学校非
常勤講師・元中学校体育教師）

定生後２カ月から歩けるようにな
るまでの子と保護者２０組

料 1,000 円
持バスタオル、動きやすい服装
申問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎㉕３３８３

離乳食セミナー（託児有）
日１０月２５日㈫ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
内離乳食の進め方についての講話
と試食、赤ちゃんとの遊び方

対３～６か月の赤
ちゃんの保護者
（市内在住）
定１５人（先着順）
持母子健康手帳、試食材料代３００
円程度
○申込期限　１０月１８日㈫
申問市保健センター
☎㉓１１９０

やないファミリー・サポート・
センター第２回講習会（託児有）
■秋の寄せ植えを楽しみましょう
日１０月２５日㈫ 10:00 ～ 12:00
場やまぐちフラワーランド
内秋の花を使った寄せ植え

○講師　やまぐちフラワーランド
沖田靖さん

定３０人程度（先着順・子ども同
伴可）

料５００円（別途入園料要）
○申込期限　１０月７日㈮
申問

やないファミリー・サポート・セ
ンター　☎㉓０６６８

市文化福祉会館文化教養講座
■歴史講座／大島口の戦いと柳井
（要申込）
日１０月２８日㈮ 19:00 ～ 20:30
場市文化福祉会館大会議室
内“四境の役 大島口の戦い”から
幕末・明治維新と県東部の人た
ちの関わりを検証、解説
○講師　大島商船高専・田口由香
准教授（世界史、日本史ほか）

定５０人
○申込期限　１０月２５日㈫
問バタフライアリーナ
　☎㉓０８３０
■三

み

坂
さか

仁
まさし

切り絵展（入場無料）
日１０月１４日㈮～２０日㈭
　10:00 ～ 16:00
場市文化福祉会館教養室・ロビー
内三坂仁氏略歴／昭和３年生、周
東町出身。「金子みすゞの情景」
「山頭火」などを発刊、県内外で
個展を開催。2000 年全国きり
えコンクール佳作、2002 年現
代きりえ全国展優秀賞ほか。

問市文化福祉会館　☎㉒０６８０

犬・猫の譲渡会／子犬のしつ
け方教室（無料・要申込）
日１０月第３㈰、１１～３月第２㈰
■犬・猫の譲渡会
　10:45 ～ 11:30
※譲渡を希望する人は譲渡前講習
会を必ず受講してください。
■子犬のしつけ方教室（２月は実
施せず）　13:15 ～ 15:30

対生後概ね６カ月令以下の子犬
場山口県動物愛護センター
○注意事項
▼譲渡会には一般の人の犬、猫の
持ち込みは不可。
▼しつけ方教室に飼犬を連れて参
加する場合には予約が必要。

申問犬・猫の譲渡には種々の条件
がありますので、詳しくは事前に
お問い合わせください
山口県動物愛護センター　
☎ 083-973-8315

第８回県民公開講座
『より良く生きる』は
    健康なお口から（入場無料）
※市健康マイレージ対象事業
日１０月２９日㈯ 14:00 ～ 16:00
場アクティブやない２階視聴覚室
内口腔内の健康保持・増進に努め、
健康で豊かな人生をおくる素晴
らしさを講演
○講師　朝日大学歯学部準教授／
大橋たみえ先生

問山口県保険医協会事務局
　☎ 083-973-9630

やない西蔵開館１５周年記念
合同作品展（入場無料）
日 9:00 ～ 17:00、㈫休館
　前期／９月２９日㈭～１０月３日
㈪、後期／１０月６日㈭～１０日
㈪（最終日15:00まで）

場やない西蔵
内絵画、書道、写真等
※前期と後期で展示団体が変わり
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。

問やない西蔵　☎㉓２４９０

交通安全フェスティバル
日１０月１１日㈫ 10:00 ～ 11:00
場レトロ市民交流広場～サンビー
ムやない駐車場

内山口県警察音楽隊による駅通り
でのパレード、園児の交通安全
宣言等
○注意事項
▼周辺駐車場は混雑が予想されま
す。なるべく公共交通機関ご利
用ください。
▼パレード時には、駅通りの交通
規制を実施します。

問市危機管理室
　☎㉒２１１１内線 432

講座・教室

催　し


