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初版本「独歩全集」（前篇）　
発行：明治４３年６月１６日・博文館
しらかべ学遊館蔵

 特集

明治１５０年 / 独歩没後１１０年

独歩の足跡を辿る
－明治の文豪・国木田独歩（1871-1908）と柳井－

来る６月２３日は独歩忌、今年は没後１１０年にあたります。漱石、

鴎外、藤村などの“文豪”と並び称される独歩ですが、明治４年

生まれですから、その人生はほぼ明治という時代と一致してい

ます。吉田松陰への敬慕、キリスト教への入信、学校ストライ

キで退学、波野英学塾の開塾、徳富蘇峰や民友社との関わり、ワー

ズワースへの心酔、記者としての日清戦争従軍、詩人デビュー、

熱烈な恋愛と強引な結婚、妻の失踪と離婚、小説家デビュー、

雑誌編集者として活躍…といった生涯をみると、独歩の生き方

が、幕末維新以降の時代の動向や思潮と深く切り結んでいたこ

とが分かります。

　独歩は１９歳から数年にわたって、青春の多感な時期を柳井や

田布施で過ごし、近郊の人物や情景を題材とした作品をたくさ

ん残しました。柳井地方における彼の足跡を辿ってみましょう。

●問い合わせ

　生涯学習・スポーツ推進課　☎㉒２１１１内線 333

初版本「欺かざるの記」（後篇）
発行：明治４２年１月５日・隆文館
しらかべ学遊館蔵

明治２５年２月、独歩２０歳のころ。
麻郷村・吉見家の子と写真館で撮影
したもの（複製）
しらかべ学遊館蔵

独歩自筆の「明治２４年日記」
しらかべ学遊館蔵
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独歩の見た坂道
　出発は、柳井市金屋、白壁通りの東側入口に
ある町並み資料館です。この建物の玄関脇には、
独歩の胸像と彼の「山林に自由存す」の言葉を刻
んだ台座が据えられています。また向かって右
側には、麻郷（田布施町）に寄

き

寓
ぐう

していたころ、
小学生の姉妹に本の読み方を教えた「読書の戒

いましめ

」
の文学碑もあります。
　資料館から東へ１０分ほど歩いて独歩旧宅へ。
細い坂道を上ると、手入れの行き届いた畑の向
かいに、質素な門と板張りの壁、生け垣の風景
が目に入ります。この旧宅は、明治２５年、独歩
２０歳の頃に、市山医院から借りて住んでいた建
物です。大正時代に現在の位置に移築されまし
た。敷地内には、子供の頃独歩にかわいがられ
たという市山正氏の揮

き

毫
ごう

による「独歩之碑」が佇
んでいます。
　旧宅から少し戻って、案内板に導かれ、山の
方へ向かうと、竜宮城の門を思わせる光台寺の
楼門が見えてきます。境内は幼稚園になってお
り、子どもたちの元気な声が聞こえます。この
付近は、独歩が好んで散歩したところで、楼門
の手前には「國木田独歩曽

そ

遊
ゆう

の地」碑が建てられ
ています。光台寺内の妙

みょうけんしゃ

見社での経験をもとに、
平生湾両岸に舞台を移して描いた作品が『少

こ ど も

年の

悲
かなしみ

哀』といわれていますが、後の『病床録』では、
「『少年の悲哀』中の叙景は、余の眼に熟したる
柳津の町を書けるものなり」とも語っています。

『置土産』のあしあと
　東に向かって足を延ばしてみましょう。宮本
地区の代田八幡宮の傍に、藤坂屋の看板が架かっ
た白壁造りの建物があります。明治２７年、独
歩はこの店の東側の建物に、仮

か

寓
ぐう

していました。
独歩の『置土産』に「餅は円

ま る

形きが普
な み

通なるを故
わ ざ

意
と三角に捻

ひね

りて客の眼を惹かんと企
たくら

みしやうな
れど実は餡をつつむに手数のかからぬ工夫不思
議にあたりて、三

み

角
かど

餅
もち

の名何
い

時
つ

しかその近在に
広り…」と、名産の三角餅を紹介しています。藤
坂屋の対面の一角には「置土産」の石碑がありま
す。この小説に登場する店主幸衛門、お絹やお常、
吉次たちが腰掛け台を持ち出し、夕涼みをしな
がら語り合っていたのは、もしかしたらこの辺
りだったのかもしれません。
　藤坂屋からほど近い場所にＪＲの岸の下踏切
があります。この地名は、『欺かざるの記』の明治
２７年８月１７日の記述に見られます。場所の特
定はできませんが、弟収二と付近を散歩し、山
寺の僧や犬にいたずらをしたり、風光明媚な景
色を楽しむ様子が描かれています。

▲「読書の戒」の碑
　「書を読むは多きを貪るにあらず
　唯章句熟読を要す
　静思すること久しければ
　義理自然に貫通す」

▲「独歩之碑」

柳井時代の独歩像。「山林に自由存
す」は独歩の有名な詩の初めの一節
山林に自由存す
われ此句を吟じて血のわくを覚ゆ
嗚呼山林に自由存す
いかなればわれ山林をみすてし －

▲

◀「独歩旧宅」。明治２５年
に一家が住んでいた。独
歩の胸像や月琴が展示さ
れている。
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『帰
き

去
き ょ

来
ら い

』のあしあと
　柳井周辺の独歩ゆかりの地である平生町、田
布施町を訪ねることにします。
　柳井市と平生町の境界近くの北側に、「歸去來の
田布路木峠」の碑があります。地元の方々が丹精
込めて手入れされている美しい花壇が目印です。
　「田布呂木の峠を越えると、我家の後なる岳

おか

の
松林が、微

わずか

にそれと見分がつく。水場の入江に
續
つづ

いて遥に天
てん

際
さい

の一線を劃
かく

するは波靜
しずか

なる周防
灘、日に映じて白く立

たち

騰
のぼ

るは鹽
しお

濱
はま

の煙。」
　『帰去来』の一節です。東京住まいの自分（吉岡
峰雄）が「國へ歸

かえ

つて」、麻郷の実家や麻里府（田
布施町）の小川家で過ごします。叔母や小川家の
娘綾子たちとのやり取りや、独歩自身が好んだ
山野での散歩、読書、思索を楽しむ様子が、田
布路木から麻里府、現平生町の阿多田、水場の
美しい風景とともに描写されています。

『少年の悲哀』のあしあと
　さて、水場といえば、先にも触れたように『少
年の悲哀』の舞台になっています。ある夜、下
男の徳さんと１２歳の「僕」は入江を渡り、１９、
２０歳くらいの「女」に会う。「女」は、「僕」が生き別
れの弟に似ているという…。
　「女」のモデルについて、独歩は『病床録』で、

「『少年の悲哀』は事
じ

實
じつ

譚
たん

にあらず、作中の娼婦も
若者も共に架空の人物なり。されど娼婦だけは
全くモデルなきに非

あら

ず。余が二十一二の頃豊
ぶん

後
ご

より東京に來る時なり。柳津に暫
しばら

く滞在して、
某の山に上るを日課としぬ。頂上祠

ほこら

あり、風光
極めて好く、柳津の町を瞰

かん

下
か

す可
べ

し。而
しか

して余
は殆

ほとん

ど毎朝の如く此山上にて會
あ

ひたる女あり。
十六七の、顏蒼

あお

褪
ざ

めて背のすらりと高き少女な
りき」と回想し、「何時までも忘るゝこと能

あた

はざり
き」人であったと述べています。

『富岡先生』のあしあと
　田布施川を遡り、田布施町の旧城

じょう

南
なん

村域に入っ
て間もなく、県道２３号は、線路を跨いで北西に
延びています。カラフルな外観の工場の手前に
「富

とみ

永
なが

有
ゆう

隣
りん

宅跡」の案内板が立っています。ここ
から山側の細い道を進んだところに『富岡先生』
のモデルとなったといわれる有隣の居宅跡があ
り、今は立派な顕彰碑が建っています。
　「こういう人物に限つて変物である、頑固であ
る、片意地である、尊大である」
　独歩がこう評した有隣は、松下村塾で講師を
務め、四境戦争でも活躍しましたが、明治政府
に不満を持ち、逮捕、釈放の後、この地で帰

き

来
らい

塾
じゅく

を開きました。

◀左・光台寺の楼門。右・「國木田
独歩曽遊の地碑」。独歩がよく
散歩をしていたところ。このあ
たりで『少年の悲哀』のモデルと
なった娼婦と出会う。

◀左の家は三角餅本舗藤坂屋（現在
は休業）。右の家は独歩一家が柳
井で最後に住んだところ。独歩は
明治２７年７月から９月にかけて、
ここを仮寓居とした。

藤坂屋の向かい側にある「置土産
碑」。独歩の岩国時代の友人永田
新之允（初代岩国市長、代議士、
ジャーナリスト）の揮毫。 ▼
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　作中とは若干異なるところがありますが、や
や小高い旧宅跡で、箱庭のような里を眺めなが
らこの物語を読むと、富岡先生、娘梅子、細川
校長、倉蔵、村長の声が聞こえてきそうです。

　『酒中日記』の馬島（田布施町）など、独歩の作
品の舞台は、柳井とその周辺に多く点在してい
ます。今年は明治改元１５０年。遠き独歩の時代
に思いを馳せてこうつぶやいてみませんか。

　雲やどこへいく
　お前のあしははやいな
　箕山へいくか
　琴石へいくか　　　　独歩

柳井地方を舞台にした独歩の作品

① 吾が知る少女の事を記す
② まぼろし
③ 置土産
④ 小春
⑤ 帰去来
⑥ 富岡先生
⑦ 少年の悲哀
⑧ 酒中日記
⑨ 非凡なる凡人
⑩ 悪魔　　
⑪ 女難
⑫ 病床録
⑬ 欺かざるの記

「少年の悲哀」の舞台となった水場港の風景。写真奥には
昭和６３年まで使われていた渡しの跡が見える。

▲「歸去來の田布路
木峠碑」 「富永有隣碑」

古地図を片手に街道歩き（要申込）
■明治の文豪 国木田独歩ゆかりの地を歩く

○日時
　６月１６日㈯ 9:45 ～ 16:30 ／集合 9:35
○場所　集合・解散　柳井駅
○行程　柳井駅→バス→別府バス停→独歩の詩碑・

仮寓跡→平生町交流センター（昼食）→平生バス
停→バス→田布呂木バス停→「帰去来の田布路木
峠」碑→独歩旧宅→柳井駅／徒歩行程は約１２km

○定員　２０人（先着順・最小催行１０人）
○参加費　1,200 円（保険代、弁当代込）
　／バス代８２０円が別途必要
○申込期間　５月１２日㈯～６月９日㈯
●申込・問い合わせ
　柳井市観光協会　☎�３６５５

柳井図書館所蔵

▼牛肉と馬鈴薯・酒中日記
　（新潮文庫）
　／⑥⑦⑧を掲載
▼日本の文学６
　武蔵野・春の鳥 （ほるぷ出版）
　／⑥⑦⑧⑨
▼牛肉と馬鈴薯（岩波文庫）
　／⑥⑪

定本国木田独歩全集／禁帯出（貸出不可）
第１巻／①
第２巻／②～⑦
第３巻／⑧～⑪
第６巻／⑬前編
第７巻／⑬後編
第９巻／⑫

「柳井地方と独歩」パンフレットは
市役所入口左側案内板、柳井図書館、しらかべ
学遊館、各出張所・連絡所に置いてあります。
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第１７回柳井ひとづくりアカデミー
独歩没後１１０年記念講演

新発見！
独歩文学の魅力

柳井ゆかりの明治の文豪

国木田独歩（1871-1908）は岩国・山口で育ち、東京遊学後

の１９歳から２０歳にかけて田布施・平生・柳井に居住して、

後年この地の風物・人物を題材に、たくさんの名作を残し

ました。それらの作品や旧跡は、私たちにとって大切な‘地

域のたからもの’です。

講師からのメッセージ　

国木田独歩は日本近代文学の成立において指導的な役割を果

たしました。「武蔵野」「忘れえぬ人々」「牛肉と馬鈴薯」など

の小説は、今なお私たちの心を揺さぶります。独歩は柳井市

と縁が深い文学者でもあります。

　独歩の魅力と革新性はどこにあるのか。また独歩は明治期

の社会をどのように描いたのか。そのことを最新の研究成果

をもとにお話しします。

講師　 木
き

 村
む ら

　洋
ひろし

　さん
上智大学文学部准教授・博士（文学）
1981 年兵庫県生まれ。神戸大学文学部
卒業。同大学大学院人文学研究科博士
後期課程修了。2011 年熊本県立大学文
学部講師、2014 年同准教授。2018 年
から現職。
著書『文学熱の時代ー慷慨から煩悶へ』

（2015 年・名古屋大学出版会刊）は、第
３８回（2016 年）サントリー学芸賞（社会・
風俗部門）を受賞。

“文学熱”の時代を拓く

独歩文学の魅力とは何か。幕末維新という政治動乱後の明

治の社会で、独歩は何を見つめ、何を想い、どんな文学を

生み出したのか。

独歩文学の独創性に新しい光を当てて「サントリー学芸賞」

を受賞した気鋭の研究者にお話しいただきます。

○日時
　６月１０日㈰ 14:00 ～ 15:30（13:30 開場）
○場所
　アクティブやない
　 ※臨時駐車場：柳井小グラウンド

入場無料
申込不要

原文朗読付
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NEW

Pick UP

子育て世代の定住を応援します
子育て世代定住促進助成金制度のご案内

○助成額
　１００万円／市内業者（※１）と契約して家屋を建築

した場合は５０万円を加算
※１ 「市内業者」…市内に本社か本店所在地を有する法人、

住所を有する個人事業者で、市内で１年以上継続して事

業を営んでいる施工業者

○助成対象
　次の①②のいずれかの人
①本人または同居の配偶者が４０歳以下
②中学生以下の子と同居している
○主な助成要件
　以下のすべてを満たした人
▼市が指定する市有地等を新たに購入する。
　サザンヒルズ八幡住宅団地（１６区画）
　琴の里住宅団地（３区画）
　パークヴィレッジ大畠（３区画）
▼土地購入後３年以内に家屋を建築し、定住（※２）し

ようとする。

▼土地・家屋ともに自らの名義とする。
▼他に居住用の不動産を所有していない（同一世帯員

を含む）。
※２ 「定住」…３年以上継続して本市の住民基本台帳に記

録され、かつ生活の本拠が住所地にあること。

市が指定する市有地等を新たに購入して定住する子育て世代に、住宅建築費を
最大１５０万円助成します。詳しくはお問い合わせください。
●申込・問い合わせ　地域づくり推進課　☎�２１１１内線 461

↗

市職員採用試験
○職種／採用予定人員
　上級行政職　　　　　　　／４人程度
　上級土木・中級土木技術職／合わせて２人程度
○受験資格
▼上級行政職・上級土木技術職
　次のいずれかに該当する人
①平成１年４月２日～平成９年４月１日生まれ
②平成９年４月２日以降に生まれた大学卒業者（平成

３１年３月末までの卒業見込者含む）
▼中級土木技術職
　平成９年４月２日～平成１１年４月１日生まれ
○試験日時
▼第１次試験
　７月２２日㈰ 10:00 ～ 16:00
　教養試験・専門試験・適性検査
▼第２次試験
　８月下旬（予定）

○試験会場　市役所
○採用　平成３１年４月１日以降
○受付手続
　所定の受験申込書を総務課（請求も同じ）に提出し

てください。
○受付期限　６月１４日㈭までの市役所執務時間内
※受験申込書は市ホームページでも印刷できます。
●申込・問い合わせ
　総務課　☎�２１１１内線 433

市が指定する
市有地等を購入
　　▼

家屋を建築
（土地購入後３年以内）
　　▼

居住を開始
　　▼

市に助成金を申請
（家屋建築後１年以内）

申請までのながれ
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第１段階 基準額× 0.45  29,160 円

第２段階 基準額× 0.70  45,360 円

第３段階 基準額× 0.75  48,600 円

第４段階 基準額× 0.90  58,320 円

第５段階 基準額× 1.00  64,800 円

第６段階 基準額× 1.20  77,760 円

第７段階 基準額× 1.30  84,240 円

第８段階 基準額× 1.50  97,200 円

第９段階 基準額× 1.70  110,160 円

第１０段階 基準額× 1.90  123,120 円５００万円以上

３００万円以上５００万円未満

２００万円以上３００万円未満

１２０万円以上２００万円未満

１２０万円未満

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額の合計額が８０万円以下

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額の合計額が１２０万円以下

年金収入額と合計所得金額から
公的年金等雑所得を控除した
金額との合計額が８０万円以下

生活保護を受けている

老齢福祉年金を
受給している

世帯に住民税を
納めている人がいる

住民税を納めている

前
年
の
合
計
所
得
金
額

※年金収入額…課税対象となる公的年金等の収入額（障害年金・遺族年金等は非課税年金のため含まない）。
※合計所得金額…収入金額から経費などを差し引いた額で、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除

額を差引く前の金額。長期・短期譲渡所得の特別控除額を控除した額を用いる。

介護保険料が変わります
６５歳以上の人の平成３０～３２年度の保険料の基準額は 64,800 円です

（平成２７～２９年度基準額：60,600 円）

介護保険料の所得段階区分および年間保険料額（６５歳以上）

ここからスタート

　介護保険は介護を予防し、また介護が必要になった

ときには費用の一部を支払ってサービスを利用できる

ように、社会全体で連帯して支えあう制度です。

　４０歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となり

ます。６４歳までの人の介護保険料は加入する医療保

険の保険料に含まれていますが、６５歳以上の人は医

療保険料とは別に納めることになります。

●問い合わせ
　高齢者支援課　☎�２１１１内線 155 ～ 157

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい
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６５歳以上の人の保険料はこうして決定

平成３０年度からは、介護保険給付費用・地域支援事
業費用の２３％を６５歳以上の人が負担することになり
ました。今期の保険料は、平成３０～３２年度までのこ
れらの費用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算
出した「基準額」を基礎としています。
個人の年間保険料額はこの「基準額」をもとに、８ペー
ジのとおり所得段階に応じて決まります。どの所得段
階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。

保険料の納め方は

○特別徴収

▼介護保険料は原則、年金から天引きします（特別徴
収）。年金の年額が１８万円以上ある人は、年６回の
年金支給時に、保険料があらかじめ差し引かれます。

▼４・６・８月の徴収額は仮徴収期間として、原則、
前年度２月の天引額と同額です。

　６月に年間保険料額が決定した後、８月以降の徴収
月ごとの徴収額が極力均等になるように８月の仮徴
収額を調整します。

▼１０月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険
料額から仮徴収額を差し引いた金額が、１０・１２・
２月の本徴収額となります。

○普通徴収

▼年金の年額が１８万円未満の人など特別徴収による
納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納
めることになります。

▼原則として、６月から翌年３月までの各月の月末が
納期となります。

※普通徴収の対象となるのは
　年金の年額が１８万円未満の人／老齢福祉年金を受

給している人／６５歳になったばかりの人／年金が
一時給付停止状態の人など

普通徴収の人は口座振替がおすすめ

納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機
関・収納代理金融機関で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付

方法を特別徴収から口座振替に変更することができ
ますが、介護保険料は特別徴収が原則となっている
ため、特別徴収の人が口座振替に変更することはで
きません。

保険料額の通知は６月中旬に

年間の保険料額や納付方法などが記載されていますの
で、内容をご確認ください。

苦情・相談などは

市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
山口県国民健康保険団体連合会介護保険課
☎ 083-995-1010

保険料の納め忘れはありませんか

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納
期間に応じて次のような措置がとられます。

■保険料を１年以上滞納すると

　サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん
負担し、申請により後で介護給付費が支払われるこ
とになります。

■１年６カ月以上滞納すると

　利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付
の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、
滞納していた保険料と相殺されることがあります。

■２年以上滞納すると

　利用者負担が３割（４割の場合も）に引き上げられる
などの措置がとられます。

※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特
別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶
予や減免を受けることができる場合があります。高
齢者支援課にご相談ください。

公費（税金）
50％

国 ： 25 ％
県 ： 12.5％
市 ： 12.5％

６５歳以上の人の保険料
23％

年金からの天引・口座振替・納付書による個別納付

加入している医療保険（国民健康保険や社会保険など）から納付

４０～６４歳の人の保険料
27％
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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
お子様連れ、小中学生、高校生の
参加もお待ちしています。
■定例開催（申込不要）
日 場 各18:30 ～ 20:00
▼５月２１日㈪
　／ふれあいタウン大畠
▼５月２８日㈪
　／神代学習等供用会館
▼５月３０日㈬
　／遠崎学習等供用会館
▼６月２０日㈬
　／日積公民館
▼６月２１日㈭
　／伊保庄北文化会館
▼６月２６日㈫
　／伊陸公民館
■随時開催（要申込）
　３人以上の参加者から受け付け
ています。
問政策企画課
　☎�２１１１内線 472

市議会定例会（６月議会）
平成３０年第２回市議会定例会を
開催します。
日６月１２日㈫～２６日㈫（予定）
○その他　日程など詳しくは６月

６日㈬１０時からの議会運営委
員会で決定されます。また、市
ホームページ（　http://www.city-
yanai.jp/site/shigikai/）にも掲載
します。

問議会事務局
　☎�２１１１内線 511

サンビームやないの
臨時休館
施設改修工事のため、以下の期間、
休館します。なお、休館期間中も
施設の利用予約・申込は可能です

（１年後の当日まで予約可）。
○休館期間
　８月２０日㈪～９月２８日㈮、
　１０月１日㈪～１４日㈰
問サンビームやない
　☎�０１１１（㈪休館）

ゴーヤの苗を配布します
■みんなで育てよう！
　緑のカーテン
　ゴーヤの苗と育
て方の手引きをお
配りします。
○配布日　５月２７日㈰
○配布場所　やまぐちフラワーラ

ンド駐車場ロータリー横
○配布時間　13:00 ～
○配布数　先着１５０人
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

耕作放棄地の解消を
支援します（要事前相談）
農地の荒廃が進むと病虫害、鳥獣
被害、ゴミの無断投棄、用排水施
設への悪影響等が懸念されるため、
耕作放棄地から農地へ復元する取
り組みに補助します。
○補助条件　▼農業振興地域内の

耕作放棄地（保全管理している

農地は対象外）▼３年間以上の
耕作・管理を継続など

※詳しくは問い合わせください。
○補助金額　▼開始年：①草刈り・

耕起15,000円／10a②草刈り・
耕起・作付け（景観作物を含む）
25,000 円／ 10a ▼２年目（①
の農地に限る）：③作付け（景観
作物等も可）10,000 円／ 10a

申 問農林水産課
☎�２１１１内線 351

浄化槽の設置費を
補助します（要事前相談）
対公共下水道事業計画区域・農業

集落排水事業区域（※）を除く市
内全域

※地理的要件等で補助できる場合
あり（要問い合わせ）

○補助対象　以下の設置費用
▼一般家庭の専用住宅に設置され

る１０人槽以下のもの
▼小規模店舗などの併用住宅に設

置される１０人槽以下のもの（住
宅部分の面積が２分の１以上）

○補助金交付までの流れ
①設置工事着工前に補助金の交付

申請をし、交付決定を受ける。
②浄化槽の完成検査終了後に補助

金を交付。
○申込期限　平成３１年１月末
申 問下水道課
☎�２１１１内線 293

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

４月発生状況 4 0 5

累
計

平成３０年 23 0 29
前年対比 -17 -1 -23

平成３０年４月３０日現在

URL
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児童手当現況届の提出を
お願いします
６月上旬に児童手当等の受給者へ
現況届を送付します。期間内に提
出をお願いします。
　現況届は毎年 6 月 1 日の状況を
把握し、手当の受給要件を満たし
ているかどうかを確認するための
ものです。提出がない場合は６月
分以降の手当が受けられなくなり
ます。
■児童手当現況届の受付
日６月１日㈮～２９日㈮
　（㈯㈰除く）／ 8:30 ～ 17:15
※郵便では到達日が提出日となり

ます。お早目に投函ください。
場社会福祉課、各出張所・連絡所
○その他　児童手当（２～５月分）

は６月８日㈮支給予定
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 187

障がい者等への
軽自動車税減免制度（要申請）
詳しくはお問い合わせください。
○減免要件（対象）　
▼１台のみ減免　原則として①～

③のいずれかの人がＡまたはＢ
を運転する場合／①身体障がい
者、精神障がい者本人②障がい
者と同一世帯の人③障がい者の
みの世帯の障がい者を常時介護
する人／Ａ）障がい者本人が所
有する軽自動車、Ｂ）障がい者
と生計を同一にする人が所有す
る軽自動車

※障がいの程度により減免できな
い場合があります。

※自動車税で減免を受けている場
合、この減免は適用されません。

▼所有者・使用者・台数にかかわ
らず減免　構造変更（車いすの
昇降装置等）を施した軽自動車

○その他
▼自動車税・軽自動車税の減免を

受けた場合は、障がい者福祉タ
クシー券の交付を受けることが
できません。

▼自動車税の減免は柳井県税事務
所（☎�２１２１）にお問い合わ
せください。

○申込期限　５月２４日㈭
申 問

税務課　☎�２１１１内線 131,132

柳井市をきれいにしよう
６月３日日は「柳井市をきれいにする実践活動の日」＆「日本列島クリーン大作戦」
●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 165

作業のできる服装でご参加ください。
○日時　６月３日㈰ 8:00 ～
○対象　市民、市民団体および行政関係者
○内容　道路等のごみ、空き缶等の収集、清掃活動
○主催　市、市快適環境づくり推進協議会、「小さ

な親切」運動柳井支部

■柳井駅周辺の活動　／雨天中止（小雨決行）
○集合場所　柳井駅南中央広場（かりよん広場）
○実施場所　柳井駅北・南周辺

■大畠地区の活動　／雨天中止（小雨決行）
○集合場所　ふれあいタウン大畠駐車場、神代学

習等供用会館、大畠民俗資料館
○実施場所　大畠、上南部、遠崎の地区一円

■皆さんの地域の活動
　当日は各地域でも清掃活動にご協力ください。
▼開催時間や場所は個人や家族、グループ等でご

自由に決めてください。
▼クリーン大作戦への参加登録もできます。
※伊陸地区環境衛生推進員会主催の清掃活動も、

同日、合わせて行われます。

■クリーン大作戦説明会
　当日の活動内容などを説明します。また、参加
団体にごみ袋を配布します。
○日時　５月２１日㈪ 13:30 ～
○場所　市文化福祉会館２階大会議室
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６月１日金～７日㊍は
第６０回水道週間
○スローガン
　水道水　
　　安全　おいしい　金メダル
問水道課
　☎�２１１１内線 640
■日積浄水場一般見学会（要申込）
日６月１日㈮～７日㈭（㈯㈰除く）
　／ 9:00 ～ 16:00（１時間程度）
場日積浄水場
内柳井地域広域水道企業団の概要

説明、日積浄水場見学
申 問柳井地域広域水道企業団
☎�５３３３

水道メーターの取り替え
水道メーターの取り替えに委託業
者（市発行の身分証明書を携帯）が
お伺いします。取り替えに伴い費
用を請求することはありません。
※水道メーターは計量法で８年

ごとに交換するよう定められて
います。

○交換対象　蓋を開けた裏側にあ
るシールに「31.04」～「32.03」
と書かれてあるもの

問水道課　☎�２１１１内線 651

平成３０年度の国民健康保険税率等を改定します
国民健康保険は安心して医療を受けられるように、加入者が国民
健康保険税を納め、医療費の負担を支えあう助け合いの制度です。
保険税と国・県などの補助金等を財源に制度を運営し、医療費な
どを給付しています。
　柳井市では近年の医療費の動向や国保会計の収支状況を勘案し、
被保険者の負担軽減を図るため、平成３０年度の税率等を以下のと
おり改定します。

国民健康保険税額
＝ 医療保険分（①＋②＋③） ＋ 後期高齢者医療制度支援金分（①＋②＋③） ＋ 介護保険分（①＋②＋③）

内　訳 平成２９年度 平成３０年度

医療保険分 ①所得割　賦課基準額（※１）× 8.3％ 7.9％

医療保険の費用にあてるための
保険税

②均等割　被保険者１人につき 26,800 円 26,800 円
③平等割　１世帯につき 26,800 円 24,900 円
賦課限度額 54 万円 58 万円

後期高齢者医療制度支援金分 ①所得割　賦課基準額 × 2.5％ 2.5％

後期高齢者医療制度を支援する
ための保険税 ※２

②均等割　被保険者１人につき 7,700 円 7,700 円
③平等割　１世帯につき 7,700 円 7,300 円
賦課限度額 19 万円 19 万円

介護保険分（４０～６４歳） ①所得割　賦課基準額 × 2.6％ 2.5％

介護保険事業の費用にあてる
ための保険税 ※３

②均等割　被保険者１人につき 8,000 円 8,000 円
③平等割　１世帯につき 7,000 円 6,600 円
賦課限度額 16 万円 16 万円

※１　前年中の総所得金額等‐３３万円
※２　後期高齢者医療制度の約４割は７５歳未満の人によってまかなわれています。
※３　介護保険サービスに必要な費用の約３割は第２号被保険者（４０～６４歳）によってまかなわれています。

●問い合わせ
▼保険税率に関すること
　市民生活課　☎�２１１１内線 150
▼保険税の算定に関すること
　税務課　☎�２１１１内線 134

ここにシール
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５月１日火～６月３０日土は
不正大麻・けし撲滅運動
大麻や植えてはいけないけしを見
つけたときは、最寄りの県健康福
祉センターまたは警察署に連絡し
てください。
問県薬務課　☎ 083-933-3018

土砂災害特別警戒区域等に住んで
いる・住宅等を持っている人へ
住宅等の移転・改修への
補助制度
詳しくはお問い合わせください。
■がけ地近接等危険住宅移転事業

補助制度
　安全な区域へ移転をする場合に
市が補助をします。
対急傾斜地崩壊危険区域・土砂災

害特別警戒区域内で区域が指定
される以前からの居住者または
住宅等を持っている人

■住宅・建築物土砂災害対策改修
事業補助制度

　既存の住宅を補強する場合に市
が補助をします。
対土砂災害特別警戒区域内で区域

が指定される以前からの居住者
○申込期限　６月２９日㈮
申 問都市計画 ･ 建築課
☎�２１１１内線 236,237

市県民税と国民健康保険税の
納税通知書を送付します
■平成３０年度
　市県民税納税通知書
○送付日　６月６日㈬／同日から

最新の平成３０年度所得証明書
等（平成２９年分所得等）を発行
します。なお所得証明書等の交
付には本人確認ができるもの

（運転免許証等）が必要です。
※市県民税を給与天引で納付して

いる人には、事業所を通じて平
成３０年度市県民税特別徴収決
定通知書を送付しています。ま
た対象者の所得証明書を発行し
ています。

■平成３０年度
　国民健康保険税納税通知書
○送付日　６月１３日㈬
問税務課
　☎�２１１１内線 133,134

１１９番回線が
約１分間不通になります
NTT 西日本の交換機更改に伴う工
事のため、以下の約１分間、柳井
地区広域消防組合への１１９番通
報と同組合の固定電話が繋がらな
い状態となります。
　１１９番通報をしたときに音声ガ
イダンスが流れた場合は、少し時
間をおいて再度かけ直すか、携帯
☎080-8238-4425（同組合通信係）
に通報してください。
日５月１９日㈯ 0:10 から約１分間
問柳井地区広域消防本部
　☎�００４０

無料法律相談
（事前の電話予約不可）

日５月３０日㈬ 14:00 ～ 16:00
場シンフォニア岩国 2 階特別会議

室（岩国市三笠町）
内金銭、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　山口県弁護士会（岩

国地区会）所属の弁護士
問山口地方裁判所岩国支部
　☎０８２７�０１６１

６月１日金は
人権擁護委員の日です
法務大臣から委嘱された市内の人
権擁護委員が相談を受けています。
一人で悩まず、気軽にご相談くだ
さい。
○市内の人権擁護委員
　時光裕子さん、森藤幸枝さん、

久保田惠美子さん、前田明教さ
ん、川端勝教さん、兼末洋海さ
ん、丁野泰郎さん（計７人）

■特設人権相談所（無料・予約不要）
日６月７日㈭ 9:30 ～ 12:00
場市役所１０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
○相談内容　人権・土地・家屋・

金銭貸借・離婚・東日本大震災
に起因する人権問題などあらゆ
る生活上の心配事

■電話での常設相談所（無料）
日㈯㈰㈷年末年始を除く毎日
　／ 8:30 ～ 17:15
○相談担当者
　山口地方法務局岩国支局
○相談電話　☎０８２７�１１２５
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

　以下の記事に誤りがありまし
たので、お詫びして訂正いたし
ます。
　広報やない前回号の４月１２
日号（No.303）２１ページ「高齢
者の肺炎球菌ワクチンの定期
接種」の記事のうち、接種対象
者の表中
▼正／ H31.3.31 の満年齢
▼誤／ H30.3.31 の満年齢

市民相談
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弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日６月１３日㈬ 9:30 ～ 12:00
場市役所３階大会議室
定８人（定員になり次第締切）
申 問６月１日㈮ 8:30 から電話で
受け付けます（先着順）。
市民生活課　☎�２１１１内線 161

行政・市民相談
日６月１３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

行政への苦情や要望の相談
　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、
書類作成等の相談

問市民生活課
　☎�２１１１内線 161

行政相談
日６月１３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への苦

情や要望の相談
問大畠出張所　☎�２２１１

岩国年金事務所による
年金相談（要予約）
日６月１４日㈭ , ２８日㈭／ 10:00

～ 12:00,13:00 ～ 16:00
場市役所３階大会議室
※７月１２日㈭ , ２６日㈭の年金相

談の予約は６月１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

心身障害児療育相談会
（無料・要申込）

日６月１４日㈭ 13:00 ～ 16:00
場県柳井健康福祉センター
○相談科目　小児科・言語・心理

診断・保健衛生
対心身に障がいがある、または障

がいが疑われる乳幼児の保護者

○申込期限　５月２１日㈪
申 問市保健センター　☎�１１９０

身体障害者定期・巡回相談
（無料・要申込）

日７月６日㈮ 13:30 ～ 15:30
場周東総合病院１階救急外来
内補装具の装着・適合判定等、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　県身体障害者更生相談所
○申込期限　６月２６日㈫
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 191

児童巡回相談（無料・要申込）
１８歳未満の児童に関する虐待、育
児、健康、障がい、非行などあら
ゆる相談に応じます。
日７月９日㈪ 10:30 ～ 16:30
場県柳井健康福祉センター
○相談員　児童心理司、児童福祉

司、家庭相談員等
○申込期限　６月１８日㈪
申 問岩国児童相談所
☎０８２７�１５１３

ヤングテレホン柳井
青少年のあらゆる悩み（家庭教育
を含む）にお答えします。
対市内小中学校児童・生徒
日㈫を除く 8:30 ～ 17:15
○相談電話番号　
　☎�４４９９（しらかべ学遊館内）
○対応者
　市青少年育成センター相談員
　
山口労働局
労働時間相談・支援コーナー
中小企業事業主などからの労働関
係法令や労働時間等に関する相談
窓口を設置しました。
日平日 8:30 ～ 17:15
場県内労働基準監督署内
問下松労働基準監督署
　☎０８３３�１７８０
　岩国労働基準監督署
　☎０８２７�１１３３
　
労働ほっとライン

（無料・要通信料）
日㈪～㈮（㈷・年末年始を除く）

　／ 9:00 ～ 18:00
○相談先　☎ 083-933-3232
　　roudou@pref.yamaguchi.lg.jp
○相談内容　賃金、労働時間、退

職、解雇、セクハラ、パワハラ
などの労働問題

○相談員　社会保険労務士
問県労働政策課
　☎ 083-933-3210

初心者弓道教室
日６月１日㈮～８月８日㈬の毎週

㈬㈮・全２０回／ 19:30 ～ 21:00
場弓道場
内射法八節（弓を引くための基本

動作）
対市内・周防大島町の在住者また

は在勤者
定５人程度（先着順）
料 2,000 円
持白足袋（靴下）、Ｔシャツ、ジャー

ジなど（Ｇパンは不可）
○申込期限　５月２１日㈪
申 問柳井市弓道連盟（藤井）
☎ 090-7778-6545

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊
　「魔法のチョーク　キットパス

で自分だけの傘を作ろう」
日６月１６日㈯ 13:30 ～ 15:30
場市理科研修所（柳井小内）
内キットパスで傘に絵を描き世界

に一つの傘を作る
定小学生３０人（先着順）　
料５３０円（材料費・保険代）
○申込期限　６月４日㈪
申 問しらかべ学遊館
☎�４５１８

防災行政無線放送予定
▼５月１６日㈬ 11:00 ごろ
　全国一斉情報伝達訓練

●問い合わせ
　危機管理室
　☎�２１１１内線 431

　全国一斉情報伝達訓練

　☎�２１１１内線 431

講座・教室
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手話奉仕員養成講座（無料）
手話での日常会話に必要な手話語
彙、表現技術が習得できます。
日全１３回・各㈯／①６月２日②

６月１６日③６月３０日④７月
１４日⑤７月２１日⑥８月４日
⑦８月２５日⑧９月８日⑨９月
２２日⑩１０月６日⑪１０月２０
日⑫１１月１０日⑬１１月２４日

　各回 9:30 ～ 16:40（終了時刻
が異なる場合あり）

場市文化福祉会館
定２５人程度
料テキスト代は実費負担
○申込期限　５月２８日㈪
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 192

島スクエア起業家
育成基礎講座（無料・要申込）
■野菜っておもしろい！～野菜の

魅力の発信力を身につけよう～
日５月２８日㈪ 18:00 ～ 20:30
場アクティブ柳井
○講師　柳井さつき（野菜ソムリ

エ上級プロ）
■起業ってできるの？！～興味・

関心のあるビジネスについて起
業プランを作成してみよう～

日６月３０日㈯ , ７月７日㈯
　／ 10:00 ～ 16:00　　
場 大島商船高専島スクエア起業教

育研究センター（周防大島町小松）
○講師　藤井康弘（㈱くるとん代

表・中小企業診断士）
○申込期限　５日前まで
申 問大島商船高等専門学校　
☎０８２０�５５２４
FAX ０８２０�５５５２
　srenkei@oshima-k.ac.jp

地魚を使った魚料理教室
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６月１７日㈰ 9:00 ～ 14:00
場市文化福祉会館
対高校生以上・３０人（先着順、男

女不問）
○講師　蔵本巌さん（魚好人店長）
料 1,500 円
持エプロン、タオル

○申込期間　５月２１日㈪ 8:30 ～
受付開始（定員になり次第終了）

申 問柳井地区魚食普及推進協議会
事務局（市農林水産課）
☎�２１１１内線 355

中央公民館教室
■小学生生活講座Ⅱ
　手打ちうどんを作りましょう！
日６月３０日㈯ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館１階調理実習室
内手打ちうどんを作る
○講師　柳井友の会の皆さん
定小学２年生以上１５人（先着順）
料３００円
持エプロン、三角巾
○申込期限　６月２２日㈮
申 問生涯学習・スポーツ推進課
☎�２１１１内線 331

山口県立大学柳井サテライト
カレッジ（全２回）

「眠り、すっきり！～睡眠力講座～」
をテーマに学習します。
日 内各回 10:00 ～ 11:30
①６月３０日㈯
　睡眠の秘密を探ろう
②７月７日㈯
　睡眠と運動による認知症予防
○講師　
①看護栄養学部 ・丹佳子教授
②社会福祉学部・角田憲治講師
場市文化福祉会館
定３０人（先着順）
料 1,000 円（全２回分）
　／１回のみの受講は５００円
○その他　講座開始前に受講通知

を郵送します。
○申込期限　６月２２日㈮（必着）
申 問住所・氏名・電話番号を添え
て申し込んでください。
生涯学習・スポーツ推進課　
〒 742-8714（住所記載不要）
☎�２１１１内線 331
FAX �７３７１

柳井竹細工教室作品展
日５月２４日㈭ 13:00 ～ 15:00
場星の見える丘工房
○その他　見学者に花かご（一輪

挿し）、竹とんぼ、風車をプレ
ゼント（先着３０人）

問柳井竹細工教室
　☎�１７４８（安原）

第２６回市民と音楽のつどい
（無料・要入場整理券）
青少年健全育成基金チャリティー
として「航空自衛隊西部航空音楽
隊（春日）」を迎えて演奏会を開催
します。
日６月９日㈯
　開場 13:00 開演 14:00
場サンビームやない（臨時駐車場：

柳井小グラウンド）
○入場整理券　５月２４日㈭１０時

からサンビームやない、自衛隊
柳井地域事務所で、１人につき
２枚まで配布します。なくなり
次第、配布は終了します。

○主催　柳井ライオンズクラブ
○後援　市、市教委、市消防団
○協力　自衛隊山口地方協力本部、

自衛隊柳井地域事務所
問柳井ライオンズクラブ
　☎�３４３４
　自衛隊柳井地域事務所
　☎�８１９９
　市危機管理室
　☎�２１１１内線 432

おはなしの会（無料・申込不要）
■大畠図書館（幼児・児童向け）
日６月２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、「おもちゃの広
場（幼児向け）」

○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 内６月２３日㈯
▼乳幼児向け／ 13:30 ～ 14:00
　おはなしバスケット「たのしいな」
▼幼児・児童向け
　／ 14:30 ～ 15:30　
　おはなしの会「おだんごぱん」他
場柳井図書館　2 階視聴覚室
○出演　人形劇サークルぶれーめん
問柳井図書館　☎�０６２８　

催　し
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県営住宅の空家入居者
○住宅名　大屋、宮野、旭ヶ丘、
　新庄北の各県営住宅
○受付期間　５月２０日㈰～３１日

㈭（この期間の郵便局の消印が
あるものが有効）

※申込資格など詳しくはお問い合
わせください。

申 問 〒 740-0016 岩国市三笠町
1-1-1（一財）山口県施設管理財団
県営住宅管理事務所岩国支所
☎０８２７�１０３０

ごみ収集臨時職員等
■ごみ収集臨時職員
○募集人員　１人
○雇用期間　７月２日㈪～９月２８

日㈮（原則更新）／㈯㈰休日
■ごみ処理業務アルバイト
○募集人員　１人
○雇用期間　７月２日㈪～８月３１

日㈮（更新なし）／㈯㈰㈷休日
■共通事項
○応募資格　１８歳以上、高校生

不可／未成年者は要保護者同意

○勤務時間　8:30 ～ 17:00
○賃金　日給 7,590 円
○個別面接　６月８日㈮／時間は

申込時に個別に指定
○申込期限　６月６日㈬ 12:00
申 問写真を貼付した履歴書を提出
してください。
市民生活課　☎�２１１１内線 165

２０１８無事故・無違反
コンテスト１５０ 参加者

１５０日間無事故・無違反をめざす
コンテストです。達成チームには
副賞が贈呈されます。
日７月４日㈬～１１月３０日㈮
内▼オフィス・コース（事業所な

ど）：１チーム５人▼ファミリー・
コース（家族、友人など）：１チー
ム３人▼シルバー・コース（全員
が６５歳以上）：１チーム２人

料１人６３０円（運転記録証明書申
請手数料）

○副賞等　無事故・無違反を達成
したチームの中から抽選で県産
品、商品券等を贈呈

○申込期限　６月２９日㈮
申 問

▼危機管理室

　☎�２１１１内線 432
▼柳井警察署　☎�０１１０
▼県県民生活課
　☎ 083-933-2619

休日夜間応急診療所の
パート職員
○職種・募集人員　看護師・１人
○応募資格　看護師または准看護

師免許取得者
○勤務場所　休日夜間応急診療所
○勤務形態・賃金（日額）
▼休日昼間／㈰㈷
　月２回程度 8:45 ～ 17:15
　13,500 円／日
▼平日夜間／㈪～㈮
　週１～２回程度 18:45 ～ 22:15
　6,300 円／日
▼年末年始・盆等は割増有、研修

期間中は時給 1,190 円
○雇用予定　７月１日㈰～
○申込期限　６月１５日㈮
申 問履歴書を提出してください。
市保健センター
☎�１１９０

募　集

山口国際文化交流コンサート

IN THE CURRENT 時の流れに
第二次世界大戦中、伊陸に１機の米爆撃機が墜落。
墜落時に命を落とした兵士、捕虜となって広島に連
行され、勾留中に原爆で命を落とした兵士がいまし
た。それらを４０年にわたり調査してきた森重昭氏
を追ったドキュメンタリー映画が作られ、伊陸でも
撮影が行われました。
　その映画「ペーパーランタン」の音楽を担当した
のがアジア・アメリカ現代音楽協会（AANMI）創設
者であるチャド・キャンノ氏です。この映画をきっ
かけとして、山口県でのコンサートが実現しました。

○主催
　ペーパーランタン映画と講演実行委員会
○後援
　柳井市、柳井市教育委員会
○チケット販売
　周東パストラルホール　☎０８２７�１４００
●問い合わせ
　伊陸公民館　☎�０００１

○日時　６月２０日㈬ 19:00 ～（開場 18:20）
○場所　周東パストラルホール
○入場料　1,500 円

ユウガ・コーラー／指揮
梅崎康二郎／尺八　グラミー賞受賞尺八奏者

アジア・アメリカ現代音楽協会
　（AANMI ／ ASIA AMERICA NEW MUSIC INSTITUTE）

共演：広島大学大学院教育研究科音楽文化教育学講座生

米国・日本・中国・韓国の若手演奏家と作曲家の
共演による親善演奏会です。

履歴書を提出してください。

映画 「ペーパーランタン（灯籠流し）」上映
（入場無料）
○日時　６月２０日㈬ 11:00 ～（10:30 開場）
○場所　周東パストラルホール
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スロージョギング倶楽部
（要申込）
健康づくりに最適な運動として注
目されているスロージョギングを
トレーナーの指導のもと、基礎か
ら学べます。
日５月１２日㈯ , ２６日㈯ , ６月９

日㈯ , ２３日㈯
　／ 19:00 ～ 19:45（雨天中止）
場アクアヒルやない
○講師　三島孝雄さん
対医師に運動の制限を受けていな

い人
定各回 20 人
料各回３００円
申 問アクアヒルやない
☎�００２５

園芸療法
＆にこにこ健康づくり（要申込）
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
作業をしたりする園芸療法を取り
入れた健康づくり教室です。
日５月２１日㈪ , ６月１８日㈪ , ７月

１６日㈷（雨天時は屋内）
　／ 13:30 ～ 15:00
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）

対医師に運動の制限を受けていな
い人

定各回１５人
料各回１００円（要 別途入園料）
申やまぐちフラワーランド
　☎�１１８７
問アクアヒルやない
　☎�００２５

育児セミナー（要申込・託児有）
日５月２２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

定０歳の赤ちゃんの保護者（市内
在住）・１５人（先着順）

持母子健康手帳　
○申込期限　５月１８日㈮
申 問市保健センター　☎�１１９０

１歳のお誕生わくわくセミナー
（要申込・託児有）

日５月２３日㈬ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
内 講話「むし歯予防、幼児食のポ

イント」、プチお誕生日会・交
流会（手作りおやつ試食）

定市内在住の１１～１５カ月児の
親子・１５組（先着順）

持母子健康手帳
料３００円程度
○申込期限　５月１８日㈮
申 問市保健センター　☎�１１９０

心音測定＆スロージョギング
講習会（要申込）
胸に心音計をつけてエアロバイク
を漕ぐことで、健康づくりに最適
な運動強度などを測ります。
また、約１カ月後にスロージョギ
ングを中心とした運動講習を行い
ます。
日５月２９日㈫
　① 13:30- ② 15:00- ③ 16:30-
※心音測定の結果渡しと運動講習

は約１カ月後に実施します。
場アクアヒルやない
対３０歳以上の市民
※医師に運動を止められ

ている人は参加をご遠
慮ください。

料 2,000 円
○申込期限　５月２５日㈮
申 問市保健センター　☎�１１９０

体組成・簡易体力測定会
（要申込）
部位ごとの筋肉量などを測定し、
エアロバイクで体力を測定します。
体の状態を見える化して健康づく
りに取り組みましょう。
日６月９日㈯
　①13:00- ②15:00- ③17:00-
　６月１０日㈰
　①10:30- ②12:30- ③14:30-
場アクアヒルやない
対医師に運動の制限を受けていな

い人
定各回３人まで

料 500 円（市外在住者 1,000 円）
○申込期限　６月８日㈮
申 問アクアヒルやない
☎�１１９０

にこにこカラダトトノエ塾
（無料・要申込）
コンディショニングを中心に体を
整え、運動を続けることのできる
体づくりを学ぶ健康教室です。
日６月１３日㈬ , ７月１１日㈬ , ９月

１２日㈬／ 13:30 ～ 14:30
場 FUJIBO 柳井化学武道館
○講師　大海仁子さん
持バスタオル、フェイスタオル
申 問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎�３３８３

子育て輪づくり（要申込）
■大きく広げよう ‼ 子育て支援
　の輪 in 柳井南中学校
日６月１４日㈭ 10:00 ～ 11:30
　（受付 9:30 ～）
場柳井南中体育館
内親子体操、南中３年生と一緒に

遊ぼう
対０歳～未就園児とその保護者　
定３０組
料乳幼児１人１００円（保険料等）
○主催　市母子保健推進協議会・

柳井南中学校
○申込期限　６月７日㈭
申 問市保健センター　☎�１１９０

離乳食セミナー
（要申込・託児有）

日７月３日㈫ 13:30 ～ 15:30
場市保健センター
内離乳食の進め方の講話と試食、

赤ちゃんとの遊び方
定３～６か月の赤ちゃんの保護者
（市内在住）・１５人（先着順）

料試食材料代３００円程度
持母子健康手帳
○申込期限　６月２６日㈫
申 問市保健センター　☎�１１９０

健康 & すくすく
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てくてく燃焼ウォーキング
（要申込）
体力に自信のない人も OK。コン
ディショニング後に軽いウォーキ
ングをします。
日毎月第３㈬／ 10:00 ～ 11:30
場 FUJIBO 柳井化学武道館（雨天

の場合は武道場）
料５００円
持動きやすい服装、ウォーキング

シューズ、汗拭きタオル、帽子、
日焼け止め

申 問 FUJIBO 柳井化学武道館
☎�３３８３

６月の健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮／ 9:00 ～ 11:30
■こころの相談会
日６月６日㈬ 13:30 ～ 15:00
■乳幼児健康相談・栄養相談
日６月１３日㈬ 9:30 ～ 11:00
○場所　いずれも市保健センター
問市保健センター　☎�１１９０

HIV 検査（無料・要申込）
６月１日～７日の HIV 検査普及週
間に合わせて実施します。
日６月６日㈬ 14:00 ～ 16:00
場県柳井健康福祉センター
○検査項目　問診、採血検査
申 問前日までに申し込んでくださ
い。匿名で受けられます。
県柳井健康福祉センター
☎�３６３１

６月４日⺼～１０日日は「歯と口の健康週間」

健康寿命を延ばすためには、歯と口のケアを

むし歯・歯周病予防のために、
市民一人ひとりに取り組んで欲しいことは
▼子どもの歯が生えたら毎日仕上げ磨きを行い、小学

校低学年位までは継続しましょう。それ以降は、上
手に磨けているか確認してあげましょう。

▼自分の口の中の健康に関心を持ち、年に 1 ～ 2 回は
定期的に歯科健診を受けましょう。

▼食後はきちんと歯磨きをして、夜は特に丁寧に磨き
ましょう。

▼食べ物はよく噛んで味わい、間食は内容を考えて 1
日に 1 ～ 2 回までにしましょう。

▼水分補給は糖分を含まないお茶などにしましょう。

毎月３０日は「かみんぐ３０デー」 （２月を除く）

　噛む力を保つことは、歯と口のトラブルを予防する
だけでなく、様々な健康効果を生み出します。一口３０
回位よく噛んで食べることを意識しましょう。

■よく噛んで食べるための工夫
○調理するとき
▼噛み応えがある食材を選ぶ（ひき肉、薄切り肉より厚

切り肉、ごぼう、れんこん、小松菜、切り干し大根、
大豆、こんにゃく等）。

▼食材は大きめに切る（みじん切り、薄切りよりぶつ切
りや大きめの乱切り）。

▼加熱時間は短めにして、歯ごたえを残す。
▼水分の少ない料理を取り入れる。

○食べるとき
▼食べ物の形がなくなるまで意識してよく噛む。
▼一口の量を少なめにし、飲み込んでから次の食べ物

を口に入れる。
▼口に食べ物が入っている間は、水分をとらない。
▼家族や友人と一緒にゆっくり２０分位かけて食べる。
▼ながら食べをしない（テレビを見ながら、新聞や本を

読みながら、ゲームをしながら、携帯電話を操作し
ながら…食べない）。

「歯と口の健康週間」無料歯科健診（要申込）
自分の歯や口の状態を知るチャンスです。
○期間　６月４日㈪～９日㈯
○場所　山口県歯科医師会所属の歯科医院
○受診方法　各自で歯科医院に受診を申し込む

８０２０達成者表彰
○対象　満８０歳以上で自分の歯が２０本以上残ってい

る人（治療している歯でも自分の歯であれば対象）
○応募期限　平成３１年３月３１日（随時）
○応募・表彰
　自薦、他薦を問わず県内の各歯科医院で口腔内診査

を行い、歯科医院の推薦書にもとづき表彰状と記念
品が贈られます。

○主催・問い合わせ
　（公社）山口県歯科医師会　☎ 083-928-8020

歯を失う原因のほとんどが、むし歯と歯周病です。また歯周病は、糖尿病や心臓病
などの全身疾患とも深くかかわっています。いつまでも自分の歯でおいしく食べ、
健康を保つために歯と口の健康づくりをしましょう。
●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０
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受診券と案内を 6 月上旬に送付します。この機会にぜひ受診しましょう。
●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線 154

特定健診を受けましょう
国民健康保険加入の皆さんへ

○対象　平成３０年度中に４０歳から
７４歳になる人、３１年３月に７５
歳になる人で受診日当日に国保加
入者（国保の人間ドックを受ける
人は対象外）

○健診項目　問診、診察（身体測定・
血圧）、尿検査、血液検査（脂質・
血糖・肝機能・貧血）、心電図

個別健診か集団健診の
どちらかを選んで受診しましょう
■個別健診（要申込）
○受診期間　受診券が届いた日～平

成３１年１月３１日㈭
○受診場所
　柳井医師会指定の医療機関
○自己負担額
▼４０～６９歳　1,000 円
▼７０～７４歳　 500 円
▼節目年齢（下表）は無料

年齢 生年月日

４０歳 昭和５３年４月１日
　～昭和５４年３月３１日

４５歳 昭和４８年４月１日
　～昭和４９年３月３１日

５０歳 昭和４３年４月１日
　～昭和４４年３月３１日

５５歳 昭和３８年４月１日
　～昭和３９年３月３１日

６０歳 昭和３３年４月１日
　～昭和３４年３月３１日

６５歳 昭和２８年４月１日
　～昭和２９年３月３１日

○必要なもの
　特定健診受診券、国保の保険証
○申込　事前に健診を受ける医療機

関に直接申し込んでください。
○健診結果　受診した医療機関で結

果の説明を受けてください。

■集団健診（予約優先）
○実施日／実施場所
▼９月３０日㈰～１０月３日㈬
　／市保健センター
▼１０月４日㈭
　／大畠総合センター
○受診要件
　市の胃・大腸がん集団検診を受け

る人（特定健診のみの受診は不可）
○自己負担額　無料
※胃がん検診費用：６９歳以下 1,000

円・７０歳以上５００円、大腸がん
検診費用：６９歳以下３００円・７０
歳以上１００円が別途必要

○申込開始　６月１日㈮～
●申込・問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０
▼定員で締め切る場合があります。
▼郵送でも申込ができます。詳しく

は「がん検診・健康診査まるわか
りガイド」をご覧ください。

後期高齢者医療制度に
加入の皆さんへ

健康診査を受けましょう
後期高齢者医療の被保険者を対象と
した健康診査の受診券を４月下旬に
送付しています。
○受診期間　受診券が届いた日～平

成３１年３月３１日
○受診場所
　山口県医師会指定の医療機関
○健診項目
　問診、診察（身体測定・血圧）、尿

検査、血液検査（脂質・血糖・肝
機能・貧血）

○受診のときに必要なもの
　健康診査受診券（オレンジ色）、質

問票、後期高齢者医療被保険者証、
５００円（自己負担額）

○申込
　事前に健診を受けようとする医療

機関に直接申し込んでください。
○健診結果
　受診した医療機関で結果の説明を

受けてください。
●問い合わせ
▼市民生活課
　☎�２１１１内線 168
▼山口県後期高齢者医療広域連合
　事務局業務課　☎ 083-921-7112

■特定健診の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■特定保健指導

肥満と
判定

①
血
糖

空腹時血糖１００㎎ / ㎗以上
HbA1c（NGSP 値）5.6％以上 生活習慣病の

リスクが
中程度

動機付け支援
生活習慣の改善点など
に気付き、実践できる
ように支援

腹囲
男性
８５㎝以上
女性
９０㎝以上
または
BMI
２５以上

②
脂
質

中性脂肪１５０㎎ / ㎗以上
HDL コレストロール４０㎎ / ㎗未満

③
血
圧

縮期血圧１３０㎜ Hg 以上
拡張期血圧８５㎜ Hg 以上 生活習慣病の

リスクが
高い

積極的支援
生活習慣改善に向けて
実践できるよう継続的
に支援

④
習
慣

喫煙習慣がある

+

特定保健指導の対象者となる基準
受診結果により特定保健指導の対象となった人には、市保健センターから案内文書を送付します。

①～④に
該当する
数で
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　　　６月２２日㈮　阿月・伊保庄地区
9:30- 9:35 池の浦集会所
9:50-10:00 相の浦集会所

10:20-10:50 阿月出張所
11:10-11:20 吉毛 吉本薫様宅裏
11:35-11:45 近長 山田建築
13:10-13:20 伊保庄出張所
13:40-13:50 岡河内 仲合㈱倉庫裏
14:10-14:20 柳井南中学校体育館前
14:40-14:50 神出 今田進様宅横
15:10-15:30 伊保庄北文化会館

　　　６月２５日㈪　柳北・柳井地区
9:30-10:00 サンビームやない駐車場

10:30-10:50 柳北小学校
11:10-11:30 ＪＡ南すおう本所
13:00-13:10 土穂石自治会館
13:30-13:45 瀬戸側自治会集会所
14:00-14:20 市文化福祉会館
14:40-15:10 フジ柳井店

　　　６月２６日㈫　大畠地区
9:40- 9:50 宮岬集会所

10:10-10:30 殿畑公会堂
10:50-11:10 神代学習等供用会館
13:00-13:40 市大畠総合センター
14:40-15:00 市保健センター

　　　６月２７日㈬　柳井地区
9:30- 9:50 中開作ふれあい文化センター

10:10-10:25 山根集会所
10:40-11:00 山根郵便局付近
11:30-11:50 市保健センター
13:20-13:40 大屋東県営住宅集会所付近
14:00-14:30 大屋 マサミ美容室
14:50-15:20 東土手 ㈱中央フード柳井店

　　　６月２９日㈮　伊陸・柳北地区
9:30- 9:45 上竹常 れんこん直売所付近

10:10-10:30 木部公会堂
10:50-11:00 上長野集会所
11:20-11:50 伊陸出張所
13:20-13:30 北畑 篠田様宅横
13:50-14:00 久可地公会堂
14:20-14:30 下馬皿 若葉保育園下
14:50-15:20 西福祉センター

　　　７月２日㈪　日積・柳北地区
9:30- 9:50 大里集会所

10:20-10:40 鍛冶屋原 大田敏明様宅前
11:00-11:30 日積出張所
13:20-13:30 割石 消防機庫前
13:50-14:00 石井 沖村絹江様宅
14:15-14:35 中馬皿 果子乃季総本店駐車場
15:00-15:15 黒杭 山崎商店前

　　　７月４日㈬　柳東地区
9:30- 9:50 白潟 旧みなと会館跡地

10:10-10:30 白潟西下公会堂
10:50-11:30 柳東文化会館
13:00-13:20 市保健センター
13:50-14:00 南浜 市弓道場（旧武道館）
14:20-14:40 宮本東 長谷川洋様宅
15:00-15:20 宮野児童遊園横

　　　７月５日㈭　新庄・余田地区
9:20-10:10 新庄出張所

10:40-11:00 宝泉集会所
11:20-11:50 幸南 小川畳店工場
13:20-13:30 尾林公会堂
13:50-14:00 平田 河野様宅横
14:20-14:40 旧余田出張所
15:00-15:10 小原自治会集会所　
15:30-15:45 上り屋敷集会所

　　　７月６日㈮　大畠地区
9:00- 9:20 市保健センター

10:10-10:30 大久保 やまびこふれあいセンター
10:50-11:30 ふれあいタウン大畠
13:30-14:30 遠崎学習等供用会館
15:10-15:20 柳井市役所

　肺がんを早期に発見し、治療するために有効なのが肺が
ん検診です。大切な命を守るために、検診は毎年定期的に
受けることが大切です。ただし、血痰、長引く咳、胸痛、
声のかれ、息切れなどの症状がある人は、検診を待たずに
医療機関を受診してください。
●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

胸部レントゲン撮影 たんの検査

対象者 ４０歳以上の市民
（昭和５４年３月３１日
以前生まれの人）

問診で
必要と判断された人

自己
負担額

１００円 ６９歳以下６００円
７０歳以上３００円

※生活保護受給世帯に属する人は検診料金が無料です。印鑑
を持参し、会場で申し出てください。

○持参物等　健康手帳、検診料金
　／金具やボタンのない無地のシャツであればそのままで

撮影可

○その他
▼市の結核・肺がん検診は集団検診のみです。個別検診は

実施しておりません。
▼妊娠中の人は受けられませんが、授乳中の人には影響が

ありませんので受診できます。

結核・肺がん検診を
受けましょう

肺がんは日本のがんによる死亡原因の第１位です

▼
申
込
は
不
要
で
す
。

▼
会
場
に
よ
っ
て
は
駐
車
場
が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
車
で
の

来
所
は
で
き
る
だ
け
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
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4/27 名曲を合唱－松島詩子の名曲を歌う会－

4/15 いほのしょう春まつり
　伊保庄地区の春まつりが柳井南小学校で開催されました。前
日、雨に見舞われたため、ステージイベントは体育館での開催
となりましたが、伊保庄餅つき唄保存
会による餅つきやフラダンス、ブラス
バンド演奏などが催され、校舎周辺は
各種バザーで賑わいました。

　第８回松島詩子の名曲を歌う会が、町並み資料館（松島詩子記
念館）で開催されました。シャンソン歌手・谷本耕治氏が松島詩
子の名曲を披露した後、一緒に歌おうコーナーでは、ピアノとバ
イオリンの生演奏で「マロニエの木蔭」「喫茶店の片隅で」など往
年のヒット曲を皆で楽しく歌いました。

4/14 発明に挑戦ー発明クラブ開講式－

4/5 フェンシングで全国３位・柳井学園高校
　柳井学園高校フェンシング部が全国高校選抜大会（３月・石
川県）で男女そろって３位となり、市長に報告しました。男子
主将の松尾千尋さんは「これからはどの大会も最後になるの
で向上心をもって頑張りたい」と、女子主将の岡田美波さんは

「女子はみんな高校から競技を始めて、ここまで結果を残せた。
今年はより飛躍したい」と抱負を語りました。

　柳井市少年少女発明クラブ開講式が開催されました。今年
度の同クラブには、市内７小学校４２人の児童が参加してス
タートします。クラブ員代表として日積小６年・植本百合恵
さんは「４年生から入会し、今ではできることも増え、ます
ます楽しくなってきた。夏休みに全国大会に出場できるよう
チャレンジしたい」と意気込みを語りました。

まちの出来事

4/28 自然薯オーナー農園開園式
　自然薯の栽培体験を通じて消費者と生産者の交流を図る自
然薯オーナー農園の開園式が開催されました。当日はオーナー
やその家族約１８０人が参加し、自然薯生産組合員の指導を受
けながら種芋の植付けに取り組みました。また植付け終了後
には、自然薯もちやムカゴご飯の昼食を楽しみました。
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「やめようよ」  言える君こそ  強い人

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

休日夜間応急診療所　☎�９００１
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

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

６月のけんけつ （400ml）
○日程

５日㈫ 9:30 ～ 11:45 中国電力㈱柳井発電所
13:30 ～ 16:00 井森工業㈱

１７日㈰ 9:30 ～ 12:00 ゆめタウン柳井
13:15 ～ 16:00 　　　〃

２７日㈬ 9:30 ～ 12:00 柳井警察署
14:00 ～ 16:00 恵愛会柳井病院

●問い合わせ　市保健センター　☎�１１９０

やまぐちフラワーランド
イベントガイド
やまぐちフラワーランド・冠山総合公園・蜂ヶ峯総合公園
薔薇めぐりスタンプラリー　～２７日

３施設を巡りスタンプを集めて応募すると、千鳥
グループで使える 5,000 円分の食事券を３名様に、
バラ苗や切りバラ、クオカードなど 2,000 円相当の
素敵な景品を３０名様に抽選でプレゼント！ 

バラウィーク  １２土～２７日
約３００品種のバラが見頃を迎えます。
バラウィークオープニングイベント
▼ピアノトリオコンサート
　１２土 ① 11:00- ② 13:00-
▼豪華なバラの鉢植えが当たるお買い物抽選会
　１２土・１３日 

母の日感謝イベント～感謝を伝える絵手紙体験～
「カーネーションを描いてみましょう」　
１３日 10:00-15:00（所要時間２０分）・料金３００円

ガーデニングフェア  ２５金～ 6/6⺢
▼園芸雑貨・花苗・プランター・肥料など

を特価で販売
▼バラの大苗一鉢購入ごとに選べるアロマ

グッズをプレゼント

ハーブワークショップ
～ハーブの手作り食とクラフトを楽しもう～
２６土・２７日／10:00-15:30・料金２００円～
ハーブソルト作り体験などができます。

市の
人口

32,270 人

（前月比４１人減）
男性 15,075 人
女性 17,195 人
15,752 世帯

4/30
現在

「おいしい たのしい 元気やない」料理コンクール

▼今年度は学校給食賞も予定。この賞に選ばれる
と、学校給食の献立に採用されるかも。

▼参加賞と入賞者には副賞があります。

テーマ 「野菜料理プラス１皿！応援レシピ」
簡単でおいしい野菜がメインのオリジナル料理を
募集します。

○応募資格　市内在住・在校の小学４年生から高
校生、グループでの参加も可

○応募方法
▼応募用紙は市保健センターに備付。市内の学校

に通学している人には学校から配布します。
▼応募先／市保健センター（市内小中学校に通学

している人は各学校へ提出）
○応募期限　７月１１日㈬
○主催　市健康づくり推進協議会、市
●問い合わせ
　市保健センター　☎�１１９０

家族が食について考え、ふれあう機会としてみましょう。

☎�１１８７

増　転入　  235 人
　　出生　  10 人
　　その他  0 人
減　転出　  242 人
　　死亡　  44 人
　　その他  0 人
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みんなみんな  たからもの  かけがえのない  大せつな命

新刊情報　図書館だより
柳井図書館　☎㉒０６２８
大畠図書館　☎45２２２６
■休館日：毎週月曜日　
　柳井図書館／祝日の翌日、5/31㊍
　大畠図書館／祝日

新刊図書の一部をご紹介します。

しらかべ
ポリスニュース
　　　　　  柳井警察署　☎㉓０１１０

■一般書（柳井図書館）
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■一般書（大畠図書館）
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■児童書（柳井図書館）
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編集後記
　家の前の田に水が張られ、夜
になるとカエルの鳴き声がうる
さいぐらい響きます。カエルの
合唱と言われるように、タイミングを合わせて鳴い
ているように聞こえるのは、同期という物理現象と
して、ちょっと理解し難い数式で解明されています。
鳴き声を止める（カエルにやさしい）科学的な方法も
見つけてほしいものです。（三浦）

表紙写真の説明
　４月２１・２２日の柳井天神春
まつりは晴天に恵まれ、両日で
約 37,000 人の人出で賑わいま
した。大名行列では「よいしょ」
の掛け声とともに毛槍を投げ渡
す演技に、沿道から大きな拍手
が送られました。

自転車の安全利用の促進
自転車も自動車と同じ「車両」の仲間です。きち
んとルールを守って安全に利用しましょう。

◆ 「ながら運転」は危険！
　「傘をさしながら」「携帯電話
を使用しながら」「音楽を聴きな
がら」などの「ながら運転」をしていませんか？
　「ながら運転」は注意力が散漫になり、とっ
さの回避が難しくなるなど、大変危険な行為
です。絶対にやめましょう。

◆ ヘルメットの着用を！
　交通事故による頭部へのけがは命にかかわ
ります。事故の衝撃から頭を守るた
めに、自転車に乗るときには、ヘル
メットを着用しましょう。

◆ 点検・整備と保険加入を！
▼自転車を安全・安心に利用するため、定期的
に点検・整備をしましょう。

▼万が一の交通事故に備えて保険に加入しま
しょう。
▼自転車安全整備店の看板のあるお
店で、点検・整備と安全指導を受
けると、１年間有効の賠償責任保
険と生涯保険がついた TS マーク
が貼付されます。

㊍
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☎�１１８７

「音訳しらかべの会」の皆さんによる「声の広報（音訳版広報）」を市ホームページに掲載しています。

　２１日は夕闇の中、夜参り行列が白壁の町並みを出発。金屋、
久保町、亀岡を通り柳井天満宮まで練り歩きました。沿道の
見物客らは昼間とは異なる幻想的な様子に拍手を送っていま
した。
　翌２２日は初夏を思わす晴天の中、馬に乗った大行司、小
行司、御車や稚児行列などを加えた約２００人の大名行列が、
柳井天満宮から白壁の町並み、麗都路通りなどを巡り、華や
かな時代絵巻を披露しました。

4/21,22 柳井天神春まつり

季 節 の
た よ り

ナスタチウム・ホワリーバード
ノウゼンハレン科・一年草
ハスのような丸い葉をつけ、花色は鮮やかなオレン
ジや黄色などがあります。その花色は金色にも見え
ることから、キンレンカとも呼ばれます。フラワー
ランドでは実りの庭やフラワーガーデンに植栽して
います。また、食用としても知られ、温室売店では
食用のナスタチウムを販売しています。

※イベントガイドを２２ページに掲載しています。


