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柳井ひとづくりアカデミー

いま、蘇 る幕末維新
全７回／会場：アクティブやない、開演：１４時～
公益財団法人 僧月性顕彰会事務局（大畠公民館内）　☎45２２１１
共催：柳井市・柳井市教育委員会／後援：山口県・山口県教育委員会・大畠観光協会／特別協賛：（株）丸久

月性生誕200年 
顕彰プロジェクト

第２回

5/27土
第３回

6/18日

第４回

7/23日

第５回

8/27日

第６回

9/17日

第７回

11/5日

第１回

4/23日
幕末維新の、ここが面白い
　１９世紀東アジアの歴史舞台で何が起こったのか
三谷　博　【跡見学園女子大学教授】

積極開国論か、攘夷論か
　相異なる世界観のはざまで揺れ動いた幕末の徳川政権
奈良　勝司　【立命館大学助教】

「攘夷」とは何か
　長州毛利家が意図したこと、実現したこと
青山　忠正　【佛教大学教授】

洋上はるか彼方のニッポンへ
　欧米列強は何を目ざし、どう動いたのか
後藤　敦史　【大阪観光大学講師】

「尊王」とは何か
　国学の誕生から帝国憲法まで
前田　勉　【愛知教育大学教授】

漢詩のなかの月性
　そのたぎる思い、そして寂寞
愛甲　弘志　【京都女子大学教授】

僧月性の交友と交際
　「清狂草堂」に紡ぐ知識人ネットワーク
上田　純子　【山口県史編さん室明治維新部会専門委員】
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資料整理のため
図書館を臨時休館します
■柳井図書館
○期間　３月７日㈫～１０日㈮
■大畠図書館
○期間　３月１４日㈫～１６日㈭
※休館中の図書返却は返却ポスト
にお願いします。また、ビデオ、
CD、カセットブック、DVDは
開館日にカウンターに返却して
ください。

問柳井図書館　☎㉒０６２８
　大畠図書館　☎45２２２６

ごみ出しルール
■祝日の燃えるごみ収集
　祝日の燃えるごみ収集は原則休
みです。ただし月曜日が祝日の場
合は収集があります。平成２９年
度は7/17㈪・9/18 ㈪・10/9 ㈪・
1/8 ㈪・2/12 ㈪の 5日間のみ祝
日収集を実施する予定です。
■家庭ごみの出し方
　ごみの出し方や収集日を間違っ
ている人がいるという苦情が寄せ
られています。正しいごみの分別
のために、お手元の「ごみ出しガ
イドブック」や「柳井市暮らしの便
利帳2016」（昨年１１月発行）を確
認しましょう。
問市民生活課
　☎㉒２１１１内線165

未内定の新卒者・既卒者の
皆様へ
就職活動を継続されている今春卒
業の新卒者・既卒者の皆さん、ハ
ローワークは最後まで皆さんを支
援し続けます。
　就職活動の進め方、不安なこと、
求人情報など、お気軽にお問い合
わせください。
問ハローワーク柳井　☎㉒２６６１

サイレンを吹鳴します
東日本大震災で亡くなられた方々
に対し、哀悼の意を表するため、
地震発生時刻にサイレンを吹鳴し
ます。

　黙とうにご協力ください。
日３月１１日㈯14:46（１分間）
問危機管理室
　☎㉒２１１１内線431

全国一斉「緑の募金」
３月１日水～５月３１日水
皆さんから寄せられた募金は、地
域の緑化活動や学校の環境緑化等
に活用されています。
　期間中は農林水産課、各出張所、
連絡所に募金箱を設置しています
のでご協力をお願いします。
問農林水産課
　☎㉒２１１１内線355

お知らせ

簡易水道事業の一部が上水道事業に統合されます
　本市では現在、伊保庄、阿月、平郡東、平郡西、大畠の５カ所
で簡易水道事業を運営していますが、本年４月から伊保庄、阿月、
大畠の簡易水道事業を上水道事業に統合し、運営基盤、維持管理
体制の効率化を図ります。

■伊保庄・阿月・大畠の簡易水道料金支払方法の主な変更点

　５月分の納入通知書（５月２５日以降発送分、青字で印刷している
納付書）から、コンビニエンスストアでもお支払いができます。
　ただし、赤字で印刷している納付書は、コンビニエンスストアで
はお支払いができませんのでご注意ください。

▼水道料金の変更はありません。

▼口座振替等の新たな手続きは必要ありません。

●問い合わせ　水道課　☎㉒２１１１内線644,645

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



3広報やない　2017.2.23

軽自動車の廃車届・名義変更は
４月１日土までに
軽自動車税は４月１日現在の所有
者に課税されます。
▼軽自動車などを売ったり、譲っ
たり、スクラップにしたときは
必ず所定の手続きをしてくださ
い。転出や転入をした人も早め
に手続きを済ませてください。
▼４月２日㈰以降に廃車や名義変
更の手続きをしても、軽自動車
税は自動車税と異なり、その年
度の税金を返金できません。
■軽自動車税に関する各種手続き
は販売店や下記窓口まで

○軽自動車
　山口県軽自動車検査協会
　☎050-3816-3085
○２輪の小型自動車（251㏄～）
　山口運輸支局（音声案内）
　☎050-5540-2073
○軽２輪（126～ 250 ㏄）
　山口県軽自動車協会
　☎083-922-8877
○原動機付自転車（～ 125 ㏄）、小
型特殊自動車など
　市税務課
　☎㉒２１１１内線１３１
問市税務課
　☎㉒２１１１内線１３１

県市町総合事務組合の
交通災害共済加入受付開始
交通災害共済は加入者が交通事故
に遭った場合、会費から見舞金が
支払われる相互扶助制度です。
○年会費　一般５００円、中学生
以下と７０歳以上の人３００円
○加入できる人　市に住民票があ
る人、市内の学校に在学してい
る人、就学のため市外に居住し
ている人

○共済期間　４月１日㈯～平成３０
年３月３１日
○申込先・期限
▼県内の山口銀行・中国５県内の
ゆうちょ銀行・郵便局：３月３１
日㈮
▼自治会長（自治会で取りまとめ
がある場合）：３月１７日㈮
※４月以降は上記金融機関で途
中加入を受け付けます（共済期
間は申込日の翌日から）。

問県市町総合事務組合
　☎ 083-925-6613
　危機管理室
　☎㉒２１１１内線 432

第１０回戦没者遺族特別弔慰金
の請求を受け付けています
前回の国債の償還が終わった人や
受け取っていた人が亡くなった場
合などで、支給対象かどうか確認

をしていないご遺族はご相談くだ
さい。
　なお、国債の交付までに１年半
程度かかる場合もありますのでご
了承ください。
○請求期限　平成３０年４月２日
問市社会福祉課
　☎㉒２１１１内線183

防災行政無線を増設しました
　防災行政無線の放送を聞き取りやすくするた
め、屋外拡声子局（スピーカー）を１０カ所増設
しました。３月１日から運用を開始します。
　なお、このたびの整備で本市の屋外拡声子局
は計４９カ所となりました。

今回新たに設置された場所は以下のとおり
　西後地（前池跡地）、石井ダム（展望台）、白潟東一（広域農道側）、
日積川谷（市道沿）、日積坂川（消防機庫）、伊陸長野（圃場整備石碑）、
余田中郷（農免道路陸橋）、余田中村（大新池）、大畠殿畑（公会堂側）、
大畠宮岬団地（配水池）

■音声放送が聞き取れなかったとき
　防災行政無線電話応答サービス ☎㉓６４００で、放送内容が確認
できます。（火災情報は ☎㉓００４０）

●問い合わせ　危機管理室　☎㉒２１１１内線431　

◆防災メールの登録方法
①防災メール申込用のアドレ
ス「yanai@xpressmail.jp」
に、空メールを送信してく
ださい。

②返信される登録用メールの
指示に従い、登録してくだ
さい。受信する情報として
警報のみを選択することも
できます。
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アクティブやないカルチャー教室
思い出の着物で作る日傘教室
日３月７日㈫ ,１４日㈫ ,２１日㈫ ,
２８日㈫の４日間
　各日 13:00 ～ 16:00
場アクティブやない視聴覚室
内講師／中

なか

谷
たに

幸
ゆき

江
え

さん
定１０人（先着順）
料材料費 3,000 円
持解いた着物をアイロンがけした
もの、裁縫箱、裁ちばさみ
○申込期限　３月５日㈰
申問アクティブやない
☎㉔００８１

柳井医師会
第１６回市民公開講座
（無料・申込不要）
■テーマ「在宅療養のすゝめ」
　～家で過ごしたいでしょう？～
　柳井地域における在宅医療の問
題点と今後

日３月１１日㈯14:00～ 16:00
場アクティブやない

内第一部／基調講演（講師：浜田
内科循環器科・濵

はま

田
だ

敬
たか

史
し

院長）
　第二部／シンポジウム
問柳井医師会　☎㉒２６９６

子育て講演会
勇気づけて育てる（申込不要・
無料／託児は要申込）
今話題の「アドラー心理学」に基づ
いた子育てについて講演します。
日３月１９日㈰10:00～ 12:00
場市文化福祉会館大会議室
○講師
　BeingPrem代表
　長谷川理恵さん
　／保健師・精神
保健福祉士・日
本アドラー心理
学会認定心理療
法士
○その他　託児所を設けますが定
員になり次第締め切ります。お
早めにご連絡ください。
○主催／こそだてネットワーク柳
井　後援／山口県、柳井市、柳
井市民生委員・児童委員協議会、
柳井市更生保護女性会

申問

こそだてネットワーク柳井
☎090-8248-5178（吉光）

おはなしの会（無料）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日３月４日㈯13:30～ 15:00
場大畠公民館２階和室
内腹話術「もんちゃん」、絵本の読
み語りや紙芝居／出演：読み語
りボランティア「たまてばこ」

問大畠図書館　☎45２２２６

広島広域都市圏バスツアー
（要申込）
■ウッドワン美術館と道の駅「来
夢とごうち」日帰りツアー

日３月２６日㈰ 9:00～ 16:30
場集合・解散／JR広島駅新幹線口
内ウッドワン美術館（鑑賞・案内
あり）、クヴェーレ吉和（昼食）、
道の駅来夢とごうち（ショッピ
ング）、加計街ぐるみ博物館（木
炭車の館・鍛冶屋館・よしおの
鯛焼等／ガイド説明あり）

定４０人（先着順・最少催行人員
１５人）

料 5,000円（交通費、昼食代込）
問フジトラベルサービストムズ緑
井営業所　☎082-831-8005

学校図書館支援員
○勤務内容　学校図書館での児童
への読み聞かせ、学校の読書活
動への支援、図書整理等
○募集人員　１人
○資格等　不問
○勤務場所　市内小学校
○勤務時間　学校授業時間のうち
１日４時間（週３日程度）
○賃金　時給７６０円
○採用　面接の上、選考し採用
○申込期限　３月１０日㈮
申問履歴書を提出してください。
学校教育課
☎㉒２１１１内線321

講座・教室

にこにこ＆コンディショニング出張体験講座
（無料・要申込／対象：市内在住者限定）
　コンディショニング（体調改善運動）から始めて、歩くことや
スロージョギングを楽しんでみませんか？
　現在、FUJIBO 柳井化学武道館で開催しており、参加者から
好評を得ている講座です。
○日時　３月１４日（火）11:00～ 12:00
○場所　ふれあいどころ４３７研修室
○対象　柳井市民
○定員　２０人（先着順）
○持参物　動きやすい服装、バスタオル、フェイスタオル
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎㉓１１９０

スロージョギングをするには少し不安がある人、
これまでコンディショニングを体験したことがない人、
大歓迎です。

催　し

募　集

◀ウッドワン
　美術館
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試

　験

柳井天神春まつり
大名行列ちびっ子参加希望者
■大名行列ちびっ子参加者
○内容・募集人員　若党・奴提灯・
ちりとり／計１０人（先着順）
※配役は実行委員会が決定。ま
た役により衣裳が異なります。

対平成２９年４月の時点で小学校
３～６年生。男女不問。当日は
２㎞程度を練り歩きます。

日４月２３日㈰10:30 ～ 16:00 頃
（大名行列13:00～ 15:30頃）
■大名行列での衣裳部のボラン
ティア（着付の補助）
　衣裳の着付などのお手伝いをし
ます。
日４月２０日㈭から１週間程度、
１日あたり数時間
○申込期限　３月３日㈮ 17:00
申問

柳井天神春まつり実行委員会
（柳井商工会議所内）
☎㉒３７３１（担当：中嶋）

周防大島高等学校
福祉専攻科生徒（追加募集Ⅱ）
高校生、社会人の皆さん、介護福
祉士を目指しませんか。詳しくは
お問い合わせください。
対高等学校等卒業または卒業見込
の人（年齢制限なし）

○出願期間　３月８日㈬～２４日
㈮
○選考検査日　３月２７日㈪

申問周防大島高校久賀校舎入試係
☎０８２０72００２４

国税専門官採用試験
（大学卒業程度）
○受験資格
▼昭和６２年４月２日～平成８年
４月１日生まれの人
▼平成８年４月２日以降生まれの
人で、大学を卒業した人および
平成３０年３月までに大学を卒
業見込みの人、または人事院が
同等の資格があると認める人
○第１次試験日　６月１１日㈰
○受付期間
▼インターネット申込／３月３１
日㈮～４月１２日㈬（申込データ
を受信完了）
　　http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html

▼郵送または持参／３月３１日㈮
～４月３日㈪（当日消印有効）

問広島国税局人事第二課　　
　☎082-221-9211内線３７４３
　柳井税務署　☎㉒０２７７

平成２９年度前期危険物取扱者
試験（甲・乙・丙種）
○試験日　６月１８日㈰
○試験会場　県内各市／柳井市で
は乙種第４類が受験可
○受験資格　甲種以外は誰でも受

験可
○願書受付期間
▼書面申請：４月１１日㈫～２４
日㈪／受験願書は最寄の消防機
関まで
▼電子申請／４月８日㈯～２１日
㈮　　http://www.shoubo-shiken.
or.jp
○その他　乙種第４類を対象とし
た試験準備講習会を開催

問詳しくはお問い合わせください。
　柳井地区広域消防本部予防課
　☎㉓７７７４

自衛官
■予備自衛官補（一般・技能）
対日本国籍保有者で
　一般：１８～３４歳未満
　技能：１８歳以上で保有する技
能（資格）に応じ５３～５５歳未
満
○第１回受付期限　４月７日㈮／
第１回で定員に達した場合、以
降、受け付けない場合あり
○試験期日　第１回／４月１４日
㈮～１８日㈫の内の１日
○合格発表　５月１９日㈮
申問自衛隊柳井地域事務所
☎㉒８１９９

　　やさしさの　輪がつながって　金メダル

３月のけんけつ （４００ml）
○日程
４日㈯ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井

13:15 ～ 16:00 　　　〃
１４日㈫ 9:30 ～ 12:00 柳井警察署

14:00 ～ 16:00 中国電力㈱柳井営業所
２０日㈪ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井

13:15 ～ 16:00 　　　〃
問市保健センター　☎㉓１１９０

水道修理連絡先  ☎ 090-9505-1140
市指定水道工事協同組合加盟業者（順不同）
㈲笹木設備、トオル電気㈱、㈱安原設備工業、
日昭住設㈱、ベルダ㈱、㈱一山電業

休日夜間応急診療所  ☎㉒９００１
受付は診療終了時間の 30分前まで／土曜日休診
■休日昼間： 9:00 ～ 12:00・13:00 ～ 17:00
■平日夜間：19:00 ～ 22:00

県小児救急医療電話相談
☎ 083-921-2755 ／ 携帯電話 ☎ #8000
■ 19:00 ～翌朝 8:00

試　験
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