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Pick UP
清狂草堂改修披露
維新の人材が輩出した僧月性の私塾「清狂草堂（時習館）」の茅葺屋根葺き
替え修繕工事がこのたび完了し、披露式典が開催されます。

○日時　３月２６日（日）13:30 ～
▼ 13:30 ～　式典
▼ 14:00 ～　月性子ども剣舞披露

リニューアルオープンを記念して、社会経済史、維新
史、長州藩研究の第一人者である小川國治山口大学名
誉教授を迎え、江戸時代に海産物輸出の重要拠点であ
った遠崎地区の交易活動と、海防僧とも言われた月性
との関わりについてお話をいただきます。

月性生誕２００年＆明治１５０年記念
第３回時習館市民講座 ＠清狂草堂 （要申込）
○時間　14:30 ～ 16:00
○場所　妙円寺（遠崎７２９）
○内容
　講演：『江戸幕府輸出海産物と遠崎』
　講師：山口大学名誉教授　小川國治先生
○参加費　
　聴講費５００円（月性展示館入館料２００円を含む）
●申込・問い合わせ
　（公財）僧月性顕彰会（大畠公民館内）
　☎�２２１１

新庄公民館（新庄出張所）完成記念式典
老朽化に伴い昨年８月から建て替え工事を行ってきた新庄公民館（新庄
出張所）がこのたび完成。新年度からの供用開始に先立ち、完成記念式
典を開催します。

○日時　３月２６日（日）9:30 ～ 11:30
▼ 9:30 ～　記念式典
▼ 10:10 ～　演奏披露等　
○場所　新庄公民館（新庄３２７番地１）

新庄公民館を移転します
　新しい新庄公民館（新庄出張所）が完
成しましたので、４月３日（月）から元の
場所（柳井市新庄３２７番地１）で業務を
開始します。なお、電話番号、FAX 番
号は変更ありません。

●問い合わせ
　新庄公民館（新庄出張所）
　☎�００６９／ FAX �００９４

○構造
　鉄骨造平屋建て一部木造平屋建て
○建築規模
　建築面積：505.58 ㎡、延床面積：486.41 ㎡
○施設概要

全館バリアフリーを採用。エントランスには自動ド
アを設備し、様々なコミュニティ活動の拠点となる
よう多目的室、和室、調理室が一体的に利用できる
機能を備えている。

清狂草堂（時習館）は 1848 年（嘉永元年）に開塾。塾生
として大洲鉄然、赤禰武人、世良修蔵など幕末維新

史に名を刻む多くの人材を世に送り出し、「西の松下村塾、
東の清狂草堂」と称されました。
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広域農道 「やない美ゅーロード」
３月２６日（日）全線開通
安全運転で通行しましょう
　周辺農村部から市街地へのアクセスを改善するため
に、県営事業により大畠住吉地区から柳井上田地区ま
で約 6.6 ㎞の農道を整備してきました。
　すでに住吉地区から大屋地区までは一部供用を開始
していますが、このたび工事が完了し、３月２６日㈰
１０時から全線開通します。　

全線開通を記念して
　開通前日の３月２５日㈯１０時から大畠ふれあい公
園をスタートとするウォーキング大会を開催します。
また、同会場では鍋汁の無料接待と産地直売会が実施
されます（雨天中止・なくなり次第終了）。
●問い合わせ
　経済建設課　☎�２１１１内線 370
　県柳井農林事務所　☎�３２９５

公共下水道を使用できる区域が
広がります
　３月３１日㈮から以下の区域で下水道処理を開始し
ます。
▼柳井地区／江の浦西の一部、白潟西二の一部、東向

地の一部　
▼新庄地区／下富尾の一部

図面などの縦覧を実施します
　このたび下水道が使用できるようになる区域につい
て、図面などの縦覧を行います。
○期間　３月１０日㈮～２３日㈭の市役所執務時間内
○場所　下水道課（市役所２階）

水洗化をお願いします
　下水道法には下水道が使用できるようになった日か
ら３年以内に排水設備を設置することが定められてい
ます。河川などの水質保全を図り、衛生的な生活を確

保するために、下水処理区域内の建物はできるだけ早
く水洗化するようお願いします。
　市では正しい工事が行われるよう「下水道排水設備
指定工事店」を指定しています。排水設備工事を行う
場合は、この指定工事店に依頼してください。

公共下水道などの届出
　公共下水道の使用開始や各種変更には、下水道課へ
の届出が必要です。
▼使用開始・中止・廃止
▼名義変更
▼使用人数の変更（井戸水使用の人のみ）

●問い合わせ
　下水道課　☎�２１１１内線 293

：供用済区間

やない美ゅーロード
広域農道柳井大畠線／全長 6.6 ㎞

3月 26日（日）10時から
供用開始区間：

▲大畠ふれあい公園

び
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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

お知らせ

宝くじ助成設備が
整備されました
　（一財）自治総合センターによる

「コミュニティ助成事業」は、宝く
じの社会貢献広報事業として、地
域社会の健全な発展と住民福祉の
向上を目的に行われています。
　新庄地区コミュニティ協議会で
は、この助成を受け長机、イス、
屋外放送設備、ポータブルアンプ、
展示用パネル、デジタルハイビジ
ョンテレビ等を購入しました。今
後、地区のイベントや講演など、
コミュニティ活動の促進を図る事
業などに広く活用されます。

問地域づくり推進課
　☎�２１１１内線 461

山口大学動物医療センター
夜間診療のご案内
事前の電話連絡が必要です。
☎ 083-933-5813（夜間専用）
日㈪～㈮／㈯㈰㈷は休診
　診療 21:00 ～翌 2:00（受付は

翌 1:00 まで）
場山口大学動物医療センター（山

口市吉田）

問山口大学動物医療センター
　☎ 083-933-5931（担当・坂本）

やまぐち性暴力相談ダイヤル
あさがおが開設されました
女性の相談支援員がお話を伺いま
す。また、必要に応じて病院での
診察や臨床心理士によるカウンセ
リング、弁護士による法律相談を
受けることができます。ひとりで
悩まずご相談ください。
○相談電話番号
　☎ 083-902-0889
※時間外は留守番電話に切り替

わります。
○相談時間（㈷・年末年始を除く）
　平日 9:00 ～ 22:00
　㈯㈰ 9:00 ～ 18:00
※４月に相談時間が変わります。
問県男女共同参画課
　☎ 083-933-2630

市民相談

土地・家屋評価額等の縦覧（無料）
土地や家屋の評価額が確認できます（償却資産は
縦覧対象外）。
対納税義務者、代理人等
日４月３日㈪～５月３１日㈬の執務時間内
場税務課（固定資産税）
内土地／地番・地目・地積・評価額、家屋／地番・

家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
※所有者の住所・氏名・課税標準額・税額など

は掲載なし
○手続に必要なもの　本人確認ができるもの（納

税通知書や運転免許証など）
▼納税義務者の相続人の場合、本人確認ができる

ものと続柄を確認できるもの（戸籍等）
▼法人の場合、縦覧する人の本人確認ができるも

のと社印または法人による委任状

固定資産課税台帳の閲覧、
記載事項の証明
対土地・家屋の所有者（納税義務者）／納税管理

人／所有者から委任を受けた人（委任状が必要）
／借地人・借家人等（使用または収益の対象と
なる部分に限る）

日４月３日㈪以降の執務時間内

場税務課（固定資産税）、各出張所・連絡所
内土地／地番・所有者・地目・地積・評価額・課

税標準額・税額、家屋／地番・家屋番号・所有
者・床面積・評価額・課税標準額・税額

料１名義につき 200 円／閲覧のみ４月３日㈪～
５月３１日㈬の間は無料

○手続に必要なもの　土地・家屋評価額等の縦覧
と同じ、借地人・借家人等は契約書などの権利
関係を示す書類

問税務課（固定資産税）
　☎�２１１１内線 135,136

固定資産評価審査委員会への
審査申出
固定資産評価額に不服がある場合は、固定資産評
価審査委員会に審査の申し出ができます。
日固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示

の日から納税通知書の交付を受けた日以後３カ
月まで

場市固定資産評価審査委員会事務局（総務課内）
問総務課
　☎�２１１１内線 430
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山口県よろず支援拠点による
出張相談会（無料・要予約）
中小企業・小規模事業者の経営上
の相談に、各分野の専門家が対応
し、早期の解決を図ります（先着
順・４事業者まで）。
日４月５日㈬ 9:30 ～ 16:30
場市文化福祉会館
申 問相談日の前日までに電話で申
し込んでください。
山口県よろず支援拠点
☎ 083-922-3700

無料人権・子どもの人権
相談所（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４月６日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所１階１０２会議室
○相談担当者
　市内の人権擁護委員
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日４月１３日㈭ , ２７日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※５月１１日㈭ , ２５日㈭の年金相

談の予約は４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）。予約の際には
基礎年金番号を確認します。
岩国年金事務所お客様相談室
☎０８２７�２２２２

行政・市民相談
日４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

行政に対する苦情や要望の相談
　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、
書類作成等についての相談

問市民生活課
　☎�２１１１内線１６１

行政相談
日４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に対す

る苦情や要望の相談
問大畠出張所　☎�２２１１

弁護士による無料法律相談
（要予約）

日４月１２日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所３階大会議室
定８人（市民対象・定員になり次

第締切）
申 問４月３日㈪８時３０分から電
話により先着順で受け付けます。
市民生活課
☎�２１１１内線 161

山口自死遺族の集い
クローバー
大切な人を自殺で亡くした遺族が
自身の体験や想いを安心して語り
合い分かち合う場です。

日第３土曜日（8,12 月を除く）
　13:30 ～ 15:30（受付 13:00 ～）
場防府総合庁舎（防府市駅南町 13-

40）
料２００円（茶菓子代）
問初めて参加する人は電話で問い

合わせてください。
　県精神保健福祉センター
　☎０８３５�３４８０

農業集落排水施設使用などの届出と減免申請手続

■使用などの届出
　農業集落排水施設が使用できる区域内（余田地区、新庄地区の一
部、遠崎・大畠・神代地区）で、次に該当する場合は必ず届出をし
てください。

▼使用開始、休止、廃止、再開、使用水の変更、名義変更

▼住民票を異動しないで長期間にわたり世帯人数の変更があるとき
　（井戸水のみ、水道水と井戸水を併用している人が対象）

■使用料の減免申請手続（毎年度、申請が必要）
　井戸水のみ、または水道水と井戸水の併用で、住民票を異動しな
いで長期間にわたり不在のときは、使用料の減免を受けることがで
きる場合があります。

○手続場所　下水道課、新庄・余田・大畠の各出張所

○申請方法　手続場所に備付の減免申請書に減免理由が確認できる
ものを添えて提出してください。

○申請期限　５月１２日㈮

■施設使用上の注意
　毎年、施設のマンホールポンプや管路に異物が混入する事例が発
生しており、除去するために多額の費用を支出しています。一人ひ
とりがマナーを守り、正しく使用しましょう。

●問い合わせ
　下水道課　☎�２１１１内線 294

柳井市防災メールに
登録しましょう
柳井市の防災情報がメールで
届きます。
下のアドレスに空メールを送
信後、返信されてきたメール
の内容に従って登録してくだ
さい。
　 yanai@xpressmail.jp

問危機管理室
　☎�２１１１内線 431
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第１3 回
男の魚料理教室（要申込）
地魚を使った魚のさ
ばき方や手軽で美味
しい魚料理を学び、
試食します。
日３月２６日㈰ 9:00 ～ 14:00
場市文化福祉会館
内講師・蔵本巌さん（魚好人店長）
定高校生以上の男性３０人（先着

順）
料 1,500 円
持エプロン、タオル
○申込期限　３月２３日㈭
申 問柳井地区魚食普及推進協議会
事務局（農林水産課内）
☎�２１１１内線 354
FAX �７４７４

やまぐち総合教育支援センター
オープンセミナー（無料）
■みんなで楽しむ天体観測－木星

と春の星座を観測しよう－
日４月４日㈫・２１日㈮
　各 19:00 ～ 20:30
場やまぐち総合教育支援センター
（県セミナーパーク内）

内天体望遠鏡で木星を観測。星座
の見つけ方を学び、春の星座を
探す。

対中学生以下は保護者同伴
定各回３０人
○申込期間　３月１３日㈪から各

開催日の１週間前まで。ただし
定員になり次第締め切り。

申 問

やまぐち総合教育支援センター
☎ 083-987-1190
FAX083-987-0209
　gakko@center.ysn21.jp

　http://www.ysn21.jp/

山口県立大学
平成２９年度前期公開授業
山口県立大学では授業科目の一部
を一般公開しています。第一線で
活躍する講師陣による講義を学生
と一緒に受講してみませんか。
平成２９年度前期は全５科目の受
講生を募集しています。
○開講期間
　４月１０日㈪～７月２８日㈮
場山口県立大学（山口市桜畠）
内授業科目　生命と生活の質／全

１５回、環境理論特別講義Ⅰ／
全３回、哲学／全１５回、健康
スポーツ理論 a ／全１５回、ア
ジア文化論／全１５回

料各回 500 円
申 問

山口県立大学地域共生センター　
☎ 083-928-3495
　http://www.ypu.jp/

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■３月１日㈬～１３日㈪
　楽描展
■３月１５日㈬～２０日㈪
　第１４回やない白壁花香遊
　生花・柳井縞作品展
■３月２２日㈬～２７日㈪
　川柳画展
■３月３０日㈭～４月９日㈰
　字遊の会　書展
問やない西蔵　☎�２４９０

平成２９年度上半期
犬・猫の譲渡会／子犬のしつけ方教室（無料）
○日時　４～９月第２日曜日（８月のみ第１日曜日）

■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」の受講が必要です。日程等詳

しくはお問い合わせください。
※譲渡会に犬、猫の持ち込みはできません。

■子犬のしつけ方教室（８月は開催なし）
　飼犬を連れて参加する場合には予約が必要です。
　13:15 ～ 15:30

○場所　山口県動物愛護センター

●申込・問い合わせ
　犬・猫の譲渡に関しては種々の条件がありますの

で、詳しくはお問い合わせください。
　〒 754-0891 山口市陶 943-12
　山口県動物愛護センター　☎ 083-973-8315

URL

催　し

講座・教室

URL
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三つ葉春まつり
菜の花・桜ウォークラリー
日４月２日㈰ 10:00 ～ 14:30
場やまびこふれあいセンターおよ

びその周辺
内（予定）
▼ 10:00 ～／菜の花・桜ウォーク

ラリー（要予約）
▼ 12:00 ～／２色むすび・やまび

こ汁など
申 問ウォークラリー参加希望者は
３月２４日㈮までに大畠公民館へ
申し込んでください。
▼三つ葉春まつり
　三つ葉三世代
　交流会
　☎�２７９５（中元）
▼菜の花・桜ウォークラリー
　大畠公民館　☎�２２２６

柳井桜土手さくら祭り
日４月２日㈰ 11:00 ～ 16:00
場市内南浜桜土手
内▼石見神楽▼マウンテンマウス、

まぁしぃと仲間達▼北海道より、
桜子＆コンちゃん▼保育園児演
奏▼柳井学園高校吹奏楽部演奏
▼フラダンス、日本舞踊ほか▼
カラオケ（自由参加）▼地元産品
の出店など

問柳井桜土手さくら祭
　実行委員会
　☎�４７７８（大野）

古地図を片手に街道歩き
（要申込）
■柳井にっぽん晴れ街道を歩く・
　伊陸柳井地区編
日４月１６日㈰ 9:15 ～ 17:00
場集合・解散／柳井駅
内 柳井駅→大ノ口バス停→岩国

竪ヶ浜往還→氷室亀山神社→高
山寺→久可地バス停→上馬皿バ
ス停→果子乃季総本店→白壁の
町並み→柳井駅／約１０㎞の徒
歩行程

定３０人（先着順）
料 1,000 円（弁当代・保険代等）、

バス代 1,340 円が別途必要
○申込期限　４月９日㈰
申 問

柳井市観光協会　☎�３６５５

県十種ヶ峰青少年自然の家
主催事業 「山菜みつけた」
日４月２３日㈰ 10:00 ～ 14:30
場県十種ヶ峰青少年自然の家
内山菜採り、山菜クッキング等
定親子・一般対象５０人／定員を

超えた場合は抽選
料２６才以上：600 円／１９才以

上２５才以下：550 円／１９才
未満：500 円

○申込締切　４月７日㈮
申 問郵便番号・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・交通手段を記入
し、メールか FAX 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
FAX083-958-0705
　seed-10@c-able.ne.jp

市民活動センター相談員
○業務内容　受付・相談・企画運

営業務等
○募集人員　１人
○応募要件
▼市民活動に対して意欲、関心が

あること
▼パソコン（Word、Excel、イン

ターネット検索等）の基本的な
操作ができること

▼㈯㈰㈷の勤務が可能であること
○勤務場所　やない市民活動セン

ター（市文化福祉会館内）
○勤務日　原則週４日（１９時ま

での勤務あり）
○報酬　月額 140,000 円
○雇用期間（予定）　５月１日㈪～

平成３０年３月３１日まで
○採用　書類選考・面接の上採用
○申込期限　３月３１日（金）（必

着・消印有効）
申 問履歴書・応募動機（800 字以
内）を市役所執務時間内に持参ま
たは郵送してください。
地域づくり推進課
〒 742-8714 住所記載不要
☎�２１１１内線 460

市パート職員
（身体障害者手帳所持者）
○業務内容　一般事務の補助
○募集人員　１人
○募集要件　身体障害者手帳を所

持している人
○勤務時間
　原則㈪～㈮／ 8:30 ～ 17:00
○賃金　日額 6,140 円
○雇用　選考し、４月以降に雇用

予定
○申込期限　３月２４日㈮
申 問履歴書を提出してください。
総務課
☎�２１１１内線 433

募　集


