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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

市民と市長と気楽にトーク
■定例開催（申込不要）
日場各18:30～ 20:00
８月２８日㈪／市文化福祉会館
９月１９日㈫／余田公民館（新）
■随時開催（要事前申込）
対３人以上の参加者から
問政策企画課
　☎㉒２１１１内線 471

図書館を臨時休館します
図書館システム更新のため、休館
します。休館期間中は図書館ホー
ムページの閲覧、インターネット
による本の予約や検索などができ
ません。
○期間
▼柳井図書館
　９月２４日㈰～３０日㈯

▼大畠図書館
　９月２３日㈷～３０日㈯
※休館中は入口の返却ポストに
図書を返却してください。
　なお、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

月性生誕２００年顕彰プロジェクト／柳井ひとづくりアカデミー

いま、蘇
よみがえ

る幕末維新 （申込不要・無料）
連続講演 第６回
○日時　９月１７日（日）14:00 ～ 16:00（開場 13:00 ～）
○場所　アクティブやない／臨時駐車場：柳井小学校グラウンド
○講師　愛

あい

甲
こう

 弘
ひろ

志
し

 先生 （京都女子大学教授）
○演題

愛甲 弘志 先生 プロフィール
1955年、鹿児島県生まれ。1982年、
九州大学大学院中国文学専攻博士後期
課程中途退学後、同大学助手。1983
年、京都女子大学文学部外国語準学科
講師。1989～ 90年、在外研究（北京
大学）。1997年、京都女子大学助教授。
2008年、同大学教授。2016～17年、
在外研究（逢甲大学）。
　著書に『わかりやすくおもしろい中
国文学講義』（共著、2002年・中国書
店）、『詩僧皎然集注』（共著、2014年・
汲古書院）、『貶謫文化と貶謫文学』（共
訳、2017 年・勉誠出版）ほか。論文
に｢中国文学に於ける蛙の意象につい
て ｣（2013年・岡山大学中国文史研究
会『中国文史論叢』）ほか。講演に「日本
江戸時代末期的詩僧“月性”」（2016年・
台中市中興大学において）ほか。

「漢詩のなかの月性
   　　 　　　　　－そのたぎる思い、そして寂寞」
講師からのメッセージ
　｢ 男児 志を立てて 郷関を出づ ｣という題壁詩で知られる月性さ
んの漢詩は、幕末という動乱の時代で月性さんが果たした役割を確
かめる上でも、また月性さんという人間を知る上でもたいへん大き
な意味を持っています。そこで今回は現存する四百首余りの漢詩の
中から何首かを選んでこれまであまり注目されなかった草稿も紹介
し、その漢詩創作の苦心や漢詩が持つ魅力などともあわせて、漢詩
人としての月性さんに迫ってみたいと思います。

●問い合わせ
　（公財）僧月性顕彰会事務局（大畠公民館内）　☎45２２１１
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柳井市地域福祉計画・柳井市地
域福祉活動計画第Ⅲ期策定のた
めの市民懇談会（柳井地区）
地域福祉計画（第Ⅲ期計画期間：
平成３０～３４年度）を策定するた
めの市民懇談会を開催します。
日場柳井地区以外は７・８月に実
施しています。
▼９月１１日㈪ 13:30 ～
　市文化福祉会館
▼９月１３日㈬ 10:00 ～
　市総合福祉センター
▼９月２５日㈪ 10:00 ～
　柳北小コミュニティルーム
▼１０月２日㈪ 10:00 ～
　柳東文化会館
問市社会福祉課
　☎㉒２１１１内線 184

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金（６５歳から受けら
れる年金）を満額受け取るために
は、２０歳から６０歳になるまで
の４０年間保険料を納める必要が
あります。保険料の納め忘れなど
により納付済期間が４０年に満た
ない場合は、６０歳から６５歳に
なるまでの間に国民年金に任意加
入し保険料を納めることで受け取
る年金額を満額に近づけることが
できます。
■以下①～③の人も任意加入でき
ます
　①年金額を増やしたい人は６５
歳までの間、②受給資格期間を
満たしていない人は７０歳まで
の間、③外国に居住する２０歳
以上６５歳未満の日本人
○保険料　平成２９年度保険料は
1カ月 16,490 円で、納付は③
を除き原則口座振替

○必要なもの　年金手帳、預金通
帳、通帳届出印

問市民生活課
　☎㉒２１１１内線 168,169

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　一時金児童１人につ
き 155,000 円／貸付期間中毎
月 10,000 円または 20,000 円
／入学支度金 44,000 円
　いずれも無利子
○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
え置き、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還猶予）
■重度後遺障害者介護料支給
対自動車事故によって頭部、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）自動車事故対策機構山口支
所　☎ 083-924-5419

おもてなし助成金
市内で実施される地域のおもてな
し力の底上げにつながる事業、来
訪者の満足感や再訪意欲を向上さ
せる事業に助成金を交付します。
詳しくはお問い合わせください。
○助成上限額　50,000円
○助成対象経費
　会場設営費、謝金、外部関係者
の旅費、広告費等
○募集期限　１２月３１日㈰
申問柳井市観光協会　☎㉓３６５５

司法書士無料成年後見相談会
（要予約）
希望の日時・場所（県内）で成年後
見に関する相談が受けられます。
日９月１日㈮～２９日㈮（原則、
平日）

対①認知症や知的障がい・精神障
がい等により判断能力が不十分
な人、②将来、判断能力が無く
なることに不安がある人、③①
または②の家族・支援者等
○予約受付期間　９月２９日㈮ま
で（㈯㈰㈷を除く）／ 9:00 ～
12:00,13:00 ～ 17:00
●予約・問い合わせ　詳しくはお

問い合わせください。
　（公社）成年後見センター・リー
ガルサポート山口支部
　☎ 083-924-5220

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９月６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

９月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（１８日㈷は除く）
　9:00 ～ 11:30
■こころの相談会
日９月６日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日９月１３日㈬ 9:30 ～ 11:00
場市保健センター　
■一般健康相談
日９月７日㈭
場 10:30～11:00平郡東地区老人
憩いの家、13:00～ 13:30 平郡
西地区老人憩いの家

問市保健センター　☎㉓１１９０

体組成・運動強度測定会
筋肉量や健康づくりに最適な運動
強度などを測ってみませんか。
柳井市健康マイレージ対象事業
日９月８日㈮①13:30 ～② 15:00
～③ 16:30～のいずれか

※１０月６日㈮ 13:00 ～／結果渡
しと結果に応じた簡単な運動講
習会

場アクアヒルやない
対３０歳以上／医師に
運動を止められてい
る人は参加不可

料 2,000 円
○申込期限　９月６日㈬
申問市保健センター　☎㉓１１９０

講座・教室
市民相談
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こころの健康セミナー
（入場無料・申込不要）
日９月１０日㈰ 13:30 ～ 15:30
場県総合保健会館多目的ホール
　（山口市吉敷下東三丁目 1-1）
内講演「がんになっても生きる～
その時、自分は、家族は～」
○講師　広島大学大学院医歯薬保
健学研究科・岡村仁教授

問県精神保健福祉センター
☎０８３５㉗３４８０

園芸療法
＆にこにこ健康づくり
フラワーランドの花を見ながらガ
ーデンジョギングをしたり、園芸
作業をしたりする教室です。
柳井市健康マイレージ対象事業
日（全３回）９月１９日㈫，１０月
１７日㈫，１１月２１日㈫
　／各 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（園芸療
法士）、三島孝雄さん（運動ト
レーナー）

対医師に運動を止められている人
は参加不可

料毎回 100円（要入園料）
申やまぐちフラワーランド
　☎㉔１１８７
問市保健センター
　☎㉓１１９０

ママ♡パパ教室
日内

▼１回目・９月２４日㈰／お風呂
の入れ方、妊婦の疑似体験など
▼ 2回目・１０月３日㈫／小児科
医による育児講座、先輩ママと
の交流
　各 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
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１５日㈮
申問市保健センター　☎㉓１１９０

市文化福祉会館文化教養講座
優秀映画鑑賞会
文化庁・（独）国立美術
館東京国立近代美術館
フィルムセンターが推
す優秀映画を３５ミリフ
ィルムで鑑賞します。
日内

▼９月１６日㈯／４作品上映
　10:00～「伊豆の踊子」（74' 主
演：山口百恵）、13:00 ～「野
菊の墓」（81' 主演：松田聖子）、
15:00～「時をかける少女」（83'
主演：原田知世）、18:00～「ぼ
くらの七日間戦争」（88' 主演：
宮沢りえ）

▼９月１７日㈰／３作品上映
　10:00～「伊豆の踊子」、13:00
～「野菊の墓」、15:00 ～「時
をかける少女」

場市文化福祉会館大会議室
定各回 120人（先着順）
料１作品 500円、３枚綴り 1,000
円券あり

問市文化福祉会館　☎㉒０６８０

バタフライアリーナ
スポーツ講座
■ソフトテニス教室（要申込）
日９月２０日㈬～１１月１５日㈬
　毎週㈬（全８回）（10/25 除く）
　／ 13:00 ～ 15:00
場バタフライアリーナ
内基礎からの技術指導
○講師　柳井グリーンクラブ会員
（柳井市スポーツ関係自主グループ）
定１０人（先着順）
料１回 300円
　（全８回一括の場合、2,000 円）
持ラケット（貸出有）、室内シュー
ズ、タオル、水分
○申込期限　９月１３日㈬
申問

バタフライアリーナ
☎㉓０８３０

「子ども医療費」の助成を開始します

○対象　小学１年生～中学３年生（中学生は入院
のみ）
○所得制限　これまでの乳幼児医療助成制度と同
様に、改正前の地方税法の規定により計算した
平成２９年度市民税所得割（税額控除前）の父母
の合計額が 136,700 円以下。

※育児などの離職で当分の間就労できない場合は
所得制限の特例についてご相談ください。
○申請時に必要なもの　対象者の健康保険等の被
保険者証（写し可）、印鑑
※平成２９年１月２日以降に転入した場合は、同

年１月１日現在の住所地の市町村で発行する
「平成２９年度所得課税証明書」が必要です。児
童手当用で市社会福祉課へすでに提出済の人な
ど詳しくはお問い合わせください。
○申請期間　９月１１日㈪～２９日㈮
○助成開始日　１０月１日㈰
※１０月以降に申請した場合は、申請月の初日か
ら助成します。
●問い合わせ
　市社会福祉課　☎㉒２１１１内線 183

１０月から、助成対象を現在の“未就学児まで”から“小学６年生まで”に拡大
するとともに、中学生は入院を助成対象とします。
９月上旬に小・中学校を通じて案内文書と申請書を配布します。
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育児セミナー（託児有）
日１０月３日㈫ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
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２６日㈫
申問市保健センター
☎㉓１１９０

元気アップ教室
（６５歳以上の市民・無料）
日１０月４日㈬～１２月２０日㈬の
毎週㈬（全１２回）
　／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
運動器具を使用したトレーニン
グを組み合わせて、年齢に応じ
た筋力アップと日常の生活動作
の維持・改善を目指す

対全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

動の制限を受けていない人
定２０人（初めての人を優先）
持室内シューズ、タオル、水分、
運動のできる服装。
○申込期限　９月２２日（金）
申問電話で申し込んでください。
高齢者支援課
☎㉒２１１１内線 156

高齢者向け水中運動教室
（６５歳以上の市民・無料）
日１０月５日㈭～２６日㈭の毎週
㈭（全４回）／ 10:30 ～ 11:30
※ロビーで受付後、10:30 にプー
ルへ移動します。

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　終了後のプール利用に
は、利用料（７２０円）または回
数券が必要
○申込期限　９月２２日㈮
申問電話で申し込んでください。
高齢者支援課
☎㉒２１１１内線 156

ハングル講座（初心者限定）
日１０月５日 ,１２日 ,１９日 ,２６日
各㈭／19:00～ 21:00

場アクアヒルやない
内韓国語の基礎から会話まで
○講師　李菊枝氏／比治山大学韓
国語講師ほか

定２５人（先着順）
料 5,500円（全４回の受講料）、教
材費は別途必要
○申込期限　９月２２日㈮
申問

山口県柳井地区日韓親善協会
☎ 090-4659-6002（古川）

平郡東公民館（平郡出張所）が移転します
－９月１日金 供用開始－
　平郡東公民館（平郡出張所）は平郡東小学校の新校舎に移転し、学
校に併設された地域の拠点施設として供用を開始します。
●問い合わせ
　平郡出張所　☎47２２１１

供用開始記念式典
○日時　９月１日㈮ 11:00 ～ 12:00
○場所　平郡東小学校

余田公民館（余田出張所）が移転します
－９月４日月 供用開始－
　余田公民館（余田出張所）は余田小学校管理特別棟に併設された建
物に移転します。学校と社会施設、簡易郵便局が併設され、学校を
中心とした地域づくり「スクール・コミュニティ」につながる施設と
なります。
●問い合わせ
　余田出張所　☎㉒０１０１

供用開始記念式典
○日時　９月２日㈯ 9:30 ～ 11:00
○場所　余田小学校体育館
○内容　▼テープカット▼記念式典▼演奏披露等（フラダンス、太
極拳、小学生による獅子舞）


