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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１０月２９日㈰ 10:30 ～ 11:30
場神代学習等供用会館
■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
　☎�２１１１内線 471

岩国錦帯橋空港駐車場の
無料期間が変更されます
これまでは空港駐
車場の無料期間に
制限がありません
でしたが、以下のとおり変更とな
ります。
○無料期間　５日間／６日目から

１日につき 470 円
○変更開始日　１０月２９日㈰
問岩国空港ビル㈱
　☎０８２７�０００５

道路に張り出している樹木は
適切に管理しましょう
道路上に樹木等が張り出している
と歩行者や自動車などの通行に支
障を来たす恐れがあります。
　私有地から張り出している樹木
等は、土地所有者が剪定や伐採を
行ってください。

問土木課　☎�２１１１内線 223

　経済建設課
　☎�２１１１内線 373

地下道はルールを守り
通行しましょう
柳井駅南北地下道を通るときは
▼歩行者と自転車の通行区分を守

りましょう。
▼出入口は坂道になっています。

自転車は降りて通りましょう。

問都市計画・建築課
　☎�２１１１内線 231

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

「漢詩のなかの月性
   　　     　   　－そのたぎる思い、そして寂

せき

寞
ばく

」
「男児  志を立てて  郷関を出づ」という有名な題壁詩でも知られる漢
詩人としての月性さんに迫ります。

○日時　１０月１４日（土）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
●問い合わせ
　（公財）僧月性顕彰会事務局（大畠出張所内）　☎45２２１１

○講師
　京都女子大学教授
　愛

あい

甲
こう

  弘
ひろ

志
し

  先生　

等は、土地所有者が剪定や伐採を
行ってください。

張り出し▶

公道 私有地

※第６回の講演は台風１８号の接近に伴い、当初予定していた９月１７日㈰から
１０月１４日㈯に延期されました。
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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

（年度内で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
いますので、１２月中旬までの接
種をお勧めします。
日１０月２日㈪～平成３０年２月

２８日㈬／医療機関によって接
種期間が異なります

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　☎�１１９０

９月・１０月は
産業廃棄物適正処理推進期間
産業廃棄物の不法投棄・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
　☎ 0120-5
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　　fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.
lg.jp

問柳井健康福祉センター
　☎�３６３１

９月２４日～１０月１日は
環境衛生週間
ごみは適正に分別して排出し、散
乱防止につとめましょう。
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

１０月１日日は 「浄化槽の日」
浄化槽の法定検査を
受検しましょう
浄化槽の使用者は、浄化槽法によ
り下記の①②を実施しなければな
りません。必ず受検しましょう。
①水質検査（法定検査：年１回）
　浄化槽を新たに設置したときは
使用開始後３カ月から８カ月まで
の期間内に、水質検査を１回受け
なければなりません。
②保守点検（浄化槽の点検・修理・

調整等を年３回以上）および清
掃（年１回）

問柳井健康福祉センター
　☎�３６３１

１０月は
循環型社会形成推進月間
３Ｒにより天然資源を節約し、環
境にやさしい資源循環に取り組み
ましょう。
○実践活動例　ごみ減量化、やま

ぐち食べきっちょる運動を推進
しよう。マイバック（買い物袋）
等を利用しよう。

○３Ｒとは
▼ R

リ デ ュ ー ス

educe ～物を大切に使おう、
ごみを減らそう

▼ R
リ ユ ー ス

euse ～繰り返し使おう
▼ R

リ サ イ ク ル

ecycle ～再び資源として利用
しよう

問市民生活課
　☎�２１１１
　内線 165

高齢者のインフルエンザ予防接種 指定医療機関一覧 （一部を除き要予約）
※１：周東総合病院の日程等　11/10 から毎週㈮のみ実施、11/10 ㈮は 9:30

～ 11:30、11/17 ㈮以降は 14:00 ～ 15:00
※２：通院患者のみ　　※３：１１月から実施

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
�３３００ 不要

最所クリニック �２２５２
坂本医院（新市） �１０５９

ウェルネスクリニック �１０２４ 坂本病院（余田） �６８００ 不要
うつみ内科クリニック �０１００ 周東総合病院  ※１ �３４５６ 不要
おりたクリニック �３３２２ 神出内科医院 �１９２１
河谷内科医院 �０３４７ 野田整形外科クリニック �２３４５ 不要
キャプテンキッズ
クリニック �３３３６ 不要

浜田内科循環器科 �１１３７
弘田脳神経外科 �７１１９

久米医院
（岩国市由宇町）

０８２７
�０１２３

政井医院 �１０６８ 不要
増本クリニック  ※２ �３１２１

恵愛会柳井病院 �１００２ 松井クリニック �５３１１
こうだクリニック �３０００ まつばら内科・胃腸科 �２２６６ 不要
河内山医院 �００２３ 不要 南町内科循環器科  ※３ �５７５７
国立病院機構
柳井医療センター �０２１１

吉田クリニック �１２１２ 不要
平郡診療所 �２０３２

小林内科クリニック �５５８８ 平郡西出張診療所 �２８８８
表以外にも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

（年度内で１回のみ）

○接種方法
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小型トラフグの採捕制限が
始まりました
資源減少が深刻で危機的状況にあ
るトラフグを増やすために、ご協
力をお願いします。
○制限内容　山口県瀬戸内海海域

では、全長２０cm 以下のトラ
フグは採捕禁止

○制限開始日　９月１日㈮
問県水産振興課
　☎ 083-933-3540

必ずチェック 最低賃金！
使用者も労働者も
最低賃金が改正されました。パー
ト、アルバイト等を含めすべての
労働者に最低賃金以上の賃金が支
払われなければなりません。
○金額　１時間７７７円　　
○効力発生日　１０月１日㈰
問山口労働局労働基準部賃金室
　☎ 083-995-0372

１０月１６日月～２２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１１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
■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（１０
月～山口行政監視行政相談セン
ター）☎ 0570-090110（行政苦情

110 番）、FAX 083-922-1593
　http://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/hyouka/soudan.html

弁護士による無料法律相談
（事前の電話予約不可）

日１０月１２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（岩国

地区会）所属の弁護士
問山口地方裁判所岩国支部庶務係
　☎０８２７�０１６１

消費税軽減税率制度説明会
（無料・要申込）
消費税の軽減税率制度はすべての
事業者に関係があります。
日１０月１８日㈬ 13:30 ～ 15:00
場アクティブやない
内事業者に知ってほしい軽減税率

のポイントを紹介
○講師　柳井税務署調査第一部門
　・木村統括官
定４０人
○申込期限　１０月１６日㈪
申 問（公社）柳井法人会
☎�１６２２

障がい者就職面接会　　
障がい者の雇用を検討する企業が
参加します。
日１０月２０日㈮ 13:00 ～ 15:30
場県柳井総合庁舎 2 階
申 問ハローワーク柳井
☎�２６６１

身体障害者定期・巡回相談
日１１月１０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等、身体障が

いに関する医学的相談、リハビ
リ等に関する相談など

○実施機関
　山口県身体障害者更生相談所
○申込期限　１０月２５日（水）
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 191

平成２９年度下半期
犬・猫の譲渡会／子犬のしつ
け方教室（無料・要申込）
日１０月～３月第２日曜日
■犬・猫の譲渡会（一般の人の犬、

猫の持ち込みは不可）
　10:45 ～ 11:30
※譲渡希望者は「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

施なし・飼犬を連れて参加する
場合は要予約）13:15 ～ 15:30

対生後概ね６カ月齢以下の子犬
場山口県動物愛護センター
申 問犬・猫の譲渡には種々の条件
があります。詳しくはお問い合わ
せください。
山口県動物愛護センター　
〒 754-0891 山口市陶 943-12　
☎ 083-973-8315

簡単管理 , 非課税 , 掛金助成

中小企業退職金共済制度
「中退共」で検索！

問（独）勤労者退職金共済機構
　☎ 03-6907-1234

市民相談

講座・教室

URL
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犬の飼い方・しつけ方教室
（無料・要申込）

日１０月１２日㈭ 10:00 ～ 11:30
　／雨天の場合は相談会のみ
場久賀農業者健康管理センター
内犬の飼い方・しつけ方の実演、

相談会
対犬を飼っている人、飼おうと考

えている人など
申 問周防大島町生活衛生課
☎０８２０�１０１０

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「プラとんぼを

作ってとばそう！」
日１０月２１日㈯ 13:30 ～ 15:30
場伊保庄公民館
内プラスチック板を使って竹とん

ぼを作る
定小学生１５人程度（先着順）
料１２０円（材料・保険代）
○申込期限　１０月１３日㈮
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

高校生のための広島市立大学
サテライト講座／全３回

（無料・要申込）
大学の雰囲気を味わい自分の未来
を考える絶好の機会です。
日 内全３回・各 10:20 ～ 12:00
①１０月１４日㈯／情報科学とサ

ウンドデザイン／講師：情報科
学部・石光俊介教授

②１０月２１日㈯／なぜ万人が統
計学を知るべきなのか？／講
師：国際学部・山根史博准教授

③１０月２８日㈯／芸術に何がで
きるの？そこから芸術による新
しい街づくりを考えよう！／講
師：芸術学部・伊東敏光教授

場市文化福祉会館
対柳井広域圏（柳井市、周防大島

町、上関町、田布施町、平生町）
に居住・通学している高校生

定いずれも５０人（先着順）
○主催　柳井市、広島市立大学
○後援　柳井市教育委員会、柳井

地区広域行政連絡協議会
○申込期限　各講座開催の１週間

前まで
申 問 案内チラシ（市 HP にも掲載）

裏面の申込書に記入して FAX し
てください。メールの場合、受講
講座名・住所・氏名・電話番号・
学校・学年を添えて、以下のアド
レスに送信してください。
政策企画課  ☎�２１１１内線 471
FAX �４５９５
　seisakukikaku@city-yanai.jp

おはなしの会（無料・申込不要）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日１０月７日㈯ 13:30 ～ 14:30
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、紙しばい、簡単なおも
ちゃづくり

○出演　読み語りボランティア
　「たまてばこ」
問大畠図書館　☎�２２２６
■柳井図書館
日１０月２８日㈯
対乳幼児／ 13:30 ～ 14:00
　幼児・児童／ 14:30 ～ 15:30
場柳井図書館２階視聴覚室
内本の読み聞かせ「だるまさん」、

ワークショップ
○出演
　人形劇サークルぶれーめん
問柳井図書館　☎�０６２８　

大畠俄まつり
日１０月８日㈰
場大畠ふれあいビーチ
内大人御輿／10:00 鳴門神社出発

→ 15:00 ごろ 海原神社
　→ 16:30 ごろ 入水

■協賛行事
○般若姫道中（大人御輿に随行）
　13:00 鳴門神社→ 16:30 ごろ
　大畠ふれあいビーチ
○子供御輿（16:00 ごろからビー

チ周辺のみ巡幸）
　16:30 ごろ 入水
○イベント広場
▼舞台コーナー 12:30 ～

　保育園児太鼓演奏・遊戯／もち
まき／お楽しみ抽選会（抽選券
は 12:30 ごろ配布）／フラダン
スほか各種ステージ

▼アトラクション 15:00 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）
問大畠観光イベント実行委員会
　（大畠商工会内）　☎�２４１４

柳井市交通安全フェスティバル
（入場無料）
交通安全への意識高揚を目的に開
催します。
日１０月１９日㈭ 10:00 ～ 11:15
場アクティブやない
内交通安全宣言、交通安全啓発行

事、山口県警察音楽隊による演
奏等

※駐車場は混雑が予想されます。
乗り合わせてお越しいただくか
公共交通機関をご利用ください。

問危機管理室
　☎�２１１１内線 432

第９回
柳井ファーマーズマーケット
日１０月２２日㈰ 9:00 ～ 15:00
場やまぐちフラワーランド（当日

入園無料）
内地元の農産物、加工品を生産者

自らが直接販売。飲食コーナー
有り。

○その他　柳井駅から無料シャト
ルバスを運行

問農林水産課
　☎�２１１１内線 353

催　し
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男女共同参画フォーラム
（入場無料）

日１０月２８日㈯ 10:00 ～ 15:10
場県婦人教育文化会館（カリエン

テ山口・山口市）
内佐々木常夫氏（㈱佐々木常夫マ

ネージメント・リサーチ代表取
締役）による講演「仕事もプライ
ベートもあきらめない生き方」、
分科会、団体等の活動紹介など

○その他　託児あり（要予約）、手
話通訳・要約筆記あり

申 問県男女共同参画課
☎ 083-933-2630

大畠図書館臨時司書職員
○業務内容　図書館業務全般
○募集人員　１人

○応募資格　図書館司書有資格者
で実務経験がありパソコン操作
に堪能な者

○勤務場所　大畠図書館
○勤務形態　毎週㈫～㈰のうち２

～３日勤務（㈪㈷が休館日）
○勤務時間　8:30 ～ 17:15
○賃金　日額 6,230 円
○雇用　書類選考、面接のうえ、
　１１月１日以降　
○申込期限　１０月１３日㈮
申 問履歴書に資格書の写しを添え
て申し込んでください。
大畠図書館　☎�２２２６

清掃業務臨時職員
○業務内容　不燃ごみや粗大ごみ

の処理・資源化作業、粗大ごみ
の戸別収集、家庭ごみの収集作
業等

○募集人員　１人
○応募資格　１８歳以上の人（高

校生不可）／未成年者は保護者
の同意が必要

○勤務場所　主に不燃物処理場
○雇用期間　１１月１日㈬～１２月

３０日㈯（更新あり）
○勤務時間　8:30 ～ 17:00
○休日　㈯㈰㈷
○賃金　日給 7,590 円
○個別面接　１０月２０日㈮／時間

は申込時に個別に指定
○申込締切　１０月１８日㈬ 17:00
申 問写真を貼付けた履歴書を提出
してください。
市民生活課
☎�２１１１内線 165

ふるさとスロージョギング ®

＆ウォーキングマップモニターツアー（要申込）

○日時　１１月３日㈮㈷ , ２６日㈰／各日 9:30 ～
15:45（9:00 受付開始）

※天候により開催できない場合があります。
○内容
▼スロージョギング ® やウォーキングをしながら、

市内各コースを巡ります。また、各地区間はバ
スで移動します。

▼当日のアンケートはマップ作成に役立てます。
▼ツアーではガイドがコース内の特徴あるスポッ

トを説明します。
①柳井・伊保庄地区ツアー／１１月３日㈮㈷

集合（市保健センター） 9:30

モニター体験
　柳井地区コース・約３㎞ 10:00 ～

昼食・休憩（中央公民館） 12:00

モニター体験
　伊保庄地区コース・約３㎞ 13:30 ～

解散（市保健センター） 15:45

②日積・大畠地区ツアー／１１月２６日㈰

集合（市保健センター） 9:30

モニター体験
　日積地区コース・約３㎞ 10:00 ～

昼食・休憩（ふれあいどころ４３７） 12:00
モニター体験
　大畠地区コース・約３㎞ 13:30 ～

解散（市保健センター） 15:45

○定員　各日２５人
○参加料　５６０円（弁当代として・当日徴収）
○申込期限　①１０月２３日㈪ , ②１１月１３日㈪
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

市では、地域の史跡や名所を巡りながら健康づくりに取り組むことができる「ふるさと
スロージョギング ® ＆ウォーキングマップ」を作成します。そこで、マップに掲載予
定のコースを実際に体験するモニターツアーを開催します。
　健康づくりを兼ねて、柳井市の魅力を再発見してみませんか？スロージョギング ®

の経験者も同行しますので、初心者でも気軽にご参加ください。

※スロージョギング ® は（一社）日本スロージョギング
協会の登録商標です。

※この事業は宝くじの社会
貢献広報事業（コミュニ
ティ助成事業）の助成金
で実施します。

にこにこ健康づくり

募　集

■健康マイレージ対象事業


