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第２８回
柳井金魚ちょうちん祭り
柳井金魚ちょうちん祭りの本祭りが８
月１３日に麗都路通りや白壁の町並み
で開催されました。約 4,000 個の金
魚ちょうちんが町並みを彩るなか、家
族連れや帰省客など約 90,000 人の人
出で賑わいました。
　今回、金魚ちょうちんのルーツであ
ると言われる青森県弘前市の金魚ねぷた
がはじめてオブジェ装飾されたほか、祭
りの目玉である巨大金魚ねぶたの引き
回し、麗都路通りでは柳扇会による金
魚ちょうちん踊り、白壁の町並みでは

手裏剣ゲームや矢場など昔ながらの遊
びが楽しめる白壁江戸祭りなど多彩な
催しで盛り上がりました。
　フィナーレには８７１発のふるさと花火
が打ちあがり祭りを締めくくりました。
●問い合わせ
　商工観光課　☎�２１１１内線364

90,000 人が来場し、柳井の夏を堪能。
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柳井金魚ちょうちん祭り｢ふるさと花火募金｣ へのご協力
ありがとうございました。募金合計額は次号に掲載予定です。
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金魚ちょうちん　 発見
柳井金魚ちょうちん祭り番外編

　幕末の頃、今からおよそ 150 年以上の昔、柳井の
商人が青森県弘前市の「金魚ねぷた」※にヒントを得
て、伝統織物「柳井縞」の染料を用いて始めたと言わ
れています。
　夏祭りを迎えると、子どもたちは浴衣を着てこの
ちょうちんに火を灯し、宵の町へと出かけていたそう
です。
　土地の人々に親しまれ、受け継がれ、戦後独自の
技法を加えて、今日の美しい金魚ちょうちんが完成し
ました。

金魚ちょうちんの由来

弘前市の金魚ねぷた

今では柳井を代表する夏の風物詩になった金魚ちょうちん。みなさん、そ

の由来を知っていますか？

　知っているようで知らない、金魚ちょうちんのルーツを紹介します。

今年の夏、ルーツと言われる「金魚ねぷた」が生まれた弘前市に、金魚ちょ

うちんが「里帰り」を果たしました。現地では歓迎ムードの中、「柳井市白壁

の町並みを守る会」（佐
さ

川
がわ

有
あり

信
のぶ

会長）を中心とした有志により、柳井を紹介す

る講演会や金魚ちょうちんと金魚ねぷたの展示、弘前市を代表する夏祭り

「弘前ねぷた祭り」での練り歩きなどが行われ、相互の交流を深めました。

※「ねぷた」は「ねぶた」と同義ですが、方言の違いによって
弘前市では「ねぷた」、青森市では「ねぶた」と呼ばれます。

青森県弘前市への「里帰り」

8/1
柳井を紹介する講演会

○演題　「柳井と金魚ちょうちん」

○講師　山近絹代さん（同会副会長）

○会場　弘前文化センター

○来場者　５０人（満員）

8/1～3
金魚ちょうちんの展示と柳井のPR

8/3
弘前ねぷた祭りでの練り歩き

再

NHK弘前支局
展示ギャラリー
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◇ビンゴウォーキング 
時 10:00 ～ 13:30
場ウォーキングコースほか

◇ミズノグループ認知症予防運動体験

「m
モ ト タ イ ル

ototail」（要申込）
健康器具の新機種を展示・紹介します。
時 11:00 ～ 12:00,13:00 ～ 14:00
場アクアヒルやない１階ラウンジ
申 問アクアヒルやない　☎�００２５

◇プ－ル無料開放
時 10:00～18:00
場 問アクアヒルやない　☎�００２５

武道と国際交流の祭典
　　　　　Friendship BUDO

日１０月１３日㈰ , １４日㈷
　／ 10:00 ～ 16:00
場 問 FUJIBO 柳井化学武道館
　☎�３３８３

１３日㈰
◆和太鼓集団山城組【大地】
　パフォーマンス※太鼓体験あり 
時 10:00～12:00
◆柔道・空手の演武・体験（参加・見学自由） 
時 13:00～15:00

１４日㈷
◆合気道体験教室（要申込）
時 10:30～11:30
◆剣道見学・体験（参加自由）
時 10:00～15:00
◆居合道演武（見学自由）
時 13:00～14:00
◆護身道体験講座（見学自由）
時 14:00～15:00（先着順）

１３日㈰ , １４日㈷ 両日
民族衣装を着て記念撮影、世界の食の
体験、伝統遊具を使った遊び体験、金
魚ちょうちん作り体験、　竹細工体験、
習字体験、ゲームコーナー、市内園児
絵画展など
時 10:00～16:00（金魚ちょうちん作

り体験のみ 10:00～15:00）

交歓大会コーナー

◆グラウンド・ゴルフ大会
時 10:00 ～　場小田浜グラウンド
問柳井グラウンド・ゴルフ協会
　☎�３６１７（永田）

◆ふれあいソフトバレーボール大会
時 8:30～　場バタフライアリーナ
問ソフトバレーボール連盟
　☎�１３７０（前田）

◆バレーボール交流会
時 9:30～　場柳井小学校体育館
問柳井 SAボンバーズスポーツ少年団　
　☎090-2000-1252（梅森）

◆ミニバス交歓会
時 9:00～　場柳井中学校体育館
問柳井ミニバスケットボール連盟
　☎�９５８２（田中）

◆市民ソフトボ－ル大会
時 9:00～
場ビジコム柳井スタジアムほか
問柳井ソフトボール協会
　☎090-7120-2543（西川）

●問い合わせ
　生涯学習・スポ－ツ推進課
　☎�２１１１内線335

小田浜グラウンド
柳井グラウンド・ゴルフ協会

ウォーキングコースほか

やまぐちフラワーランドからの
プレゼント／小・中学生限定
　柳井ウェルネスパークに来場
した小・中学生には、やまぐちフ
ラワーランドの入園券をプレゼン
トします（総合受付で配布）。

10/14
体育の日

柳井ウェルネスパ－ク

◇ティーバッティング体験
時 10:00 ～ 14:00　場多目的広場
問ＳＡアウトドアクラブ 
　☎ 090-2298-2349（仲山）

◇フライングディスク体験
　　& アーチェリー体験
時 10:00 ～ 12:00 , 13:00 ～ 14:00
場アクアヒルやない駐車場
問柳井市アーチェリー協会
　☎�６０９５（河本）

◇フォークダンス交流会
時 10:00 ～ 14:00
場アクアヒルやない多目的ルーム
問柳井フォークダンスクラブ
　☎�４６７１（宮本）

◇ゲ－トボ－ル大会
時 9:30 ～　場多目的広場
問柳井市ゲートボール協会
　☎�０６３２（西山）

◇ネイチャーゲーム自然体験
時 10:00 ～ 14:00  場総合受付横
問サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会

☎�２５１４（吉原）

◇スラックライン体験
時 10:00 ～ 14:00　場総合受付前

◇体力・運動能力テスト
自分の体力年齢を知ろう！
時 10:30 ～ 11:00　場テニスコ－ト

◇スピードガン・スナッグゴルフ
　・おりがみ体験ほか
時 10:00 ～ 14:00　場テニスコート

市民スポ－ツ
レクリエ－ションのつどい

▲昨年度の様子（フライングディスク）
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９月２１日�～３０日⺼は
秋の全国交通安全運動
■運動の重点
▼子どもと高齢者の安全な通行確保
▼高齢運転者の交通事故防止
▼夕暮れ時と夜間の歩行中・自転

車乗用中の交通事故防止
▼全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底
▼飲酒運転の根絶
▼横断歩道での歩行者優先の徹底
問危機管理室
　☎�２１１１内線 432

９月２４日㊋～１０月１日㊋は
環境衛生週間
ごみ問題を中心とした啓発活動を
実施する週間です。
▼ごみは適正に分別して排出し、

散乱防止に努めましょう。
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

１０月は
　循環型社会形成推進月間
３Ｒで天然資源を節約し、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

児童手当の振り込みは
１０月１０日㊍です
６月～９月分の児童手当を指定の
口座へ振り込みますので、通帳で
確認をお願いします。
※現況届（６月末提出期限）が未提

出の場合は児童手当の振り込み
ができません。至急届出をお願
いします。

※受給者の転出や出生などの異動
があるときは必ず届け出てくだ
さい。

○口座振込日　１０月１０日㈭
問市社会福祉課
　☎�２１１１内線187

浄化槽の適正な管理をお願
いします
川や海の水質保全のため、浄化槽
所有者は下記①、②を実施しま
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３～８カ月の間に１回、
２年目以降は年１回受けなければ
なりません。
②保守点検と清掃
浄化槽の性能維持のため欠かせな
い作業です。浄化槽の大きさや処

理方式で回数は異なります。
問県柳井健康福祉センター
　☎�３６３１

合併処理浄化槽を
利用しましょう
し尿の処理が単独処理浄化槽やく
み取りの場合、台所・風呂・洗濯
で使用した水は浄化されず川や海
に流れ込みます。環境にやさしい
合併処理浄化槽への転換をお願い
します。
▼浄化槽設置補助区域内の一般住
宅は改修費用の一部が補助されます。
▼公共下水道が利用できる地域は
下水道への接続をお願いします。
問詳しくは問い合わせてください。
下水道課
☎�２１１１内線 293

１０月１日㊋～３月３１日㊋
赤い羽根共同募金運動に
ご協力ください　　　　
皆様からの寄附金は地域福祉の充
実に役立てられます。
◆今年の目標額　11,600,000円
　昨年の実績額　11,202,908 円
○山口県内の福祉のために　
　2,453,000円
○柳井市内の福祉のために　
　5,147,000円
○歳末たすけあい運動のために　

4,000,000円
問市共同募金委員会（市社会福祉

協議会内）　☎�３８００

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

交通事故情報
件数

（件）
死者

（人）
負傷者
（人）

８月発生状況 7 1 10

累
計

令和元年 47 1 60
前年対比 -12 +1 -16

令和元年８月３１日現在
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試

　
験

資料の特別整理のため
柳井図書館を臨時休館します
日１０月１日㈫～４日㈮
▼休館中に図書を返すときは、入

口右側の返却ポストに投函して
ください。

▼ビデオ・CD・カセットブック・
DVD は開館日にカウンターへ
返却してください。

問柳井図書館　☎�０６２８

公共下水道事業計画
変更案の縦覧
○期間　９月２４日㈫～１０月８

日㈫の平日／ 8:30～17:15
場市役所２階下水道課
内東土穂石雨水ポンプ場のポンプ

編成および揚水量の変更
○その他　縦覧期間中に限り意見

書を提出することができます。
問詳しくは問い合わせてください。
下水道課
☎�２１１１内線 291

年金生活者支援給付金制度
がはじまります
公的年金等の収入や所得額が一定
基準額以下の年金受給者の生活を
支援するため、年金に上乗せして
支援給付金が支給されます。受け
取りには手続が必要です。
○制度開始日　１０月１日㈫
対①②のいずれかに該当する人
①老齢基礎年金受給者で以下の要

件をすべて満たしている人
▼ 65 歳以上
▼世帯員全員が市民税非課税
▼年金収入額とその他所得額の合

計が約 88 万円以下
②障害基礎年金・遺族基礎年金

の受給者で前年の所得額が約
462 万円以下の人

○請求手続き
▼平成 31 年 4 月 1 日以前から年

金を受給している人／対象者に
案内文書が届きます。同封のは
がきを記入し提出してください。

▼平成 31 年 4 月 2 日以降に年金

を受給しはじめた人／年金請求
手続きと併せて請求手続きをし
てください。

○その他　日本年金機構や厚生労
働省から口座番号を聞いたり手
数料などの金銭を求めることは
ありません。不審な電話や案内
にご注意ください。

問日本年金機構『給付金専用ダイ
ヤル』☎ 0570-05-4092

弁護士による福祉無料法律相談
／高齢者・障がい者優先

（要予約・市民対象）
日９月１８日㈬ 9:00 ～ 11:30
場市総合福祉センター３階研修室
内遺産分割、債務不存在確認、成

年後見申立などの初期相談
定５人（先着順）
○相談時間　３０分以内
申 問市社会福祉協議会
☎�３８００

市民相談

住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度を実施しています

　住民票の写しなどを代理人や第三者の請求に基づ
いて交付したとき、事前に登録した人にその事実を
郵送でお知らせする制度です。
　交付した事実を知らせることで、個人情報の不正
使用防止や、不正な請求であった場合に早期の事実
関係の究明が可能となります。
○対象　柳井市の住民基本台帳に記載されている（い

た）人、戸籍に記載されている（いた）人
○登録に必要なもの　本人確認書類（運転免許証、旅

券、マイナンバーカード等）、代理人の場合は登録
者の本人確認書類の写しを添付した自書による委

任状、法定代理人の場合は戸籍謄本等法定代理人
の資格を証明する書類

○通知の対象となる証明書　住民票の写し（除票を含
む）、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し（除
附票、改製原を含む）、戸籍謄本・抄本（除籍、改
製原を含む）、戸籍記載事項証明書

○通知内容　証明書の交付年月日、交付した証明書
の種類・通数、交付請求者の種別

●申込・問い合わせ
　市民生活課　☎�２１１１内線 161
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無料人権・子どもの人権相談
（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１０月３日㈭ 9:30～12:00
場市役所１階１０２会議室
○相談担当者　市内人権擁護委員
問市人権啓発室
　☎�２１１１内線 181

１０月は行政書士制度広報月間
行政書士電話相談（無料）
日１０月１日㈫ , ２日㈬
　／10:00～16:00
○相談電話番号（フリーダイヤル）
　☎ 0120-326-121
○相談内容　相続・遺言・自動車・

建設業・法人設立・契約・内容
証明・農地転用・公正証書など

○相談員
　山口県行政書士会の行政書士
問山口県行政書士会
　☎ 083-924-5059

１０月７日⺼～１３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。
■「総務省行政相談センター きく

みみ山口」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
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

司法書士による
法の日無料法律相談（予約不要）
日１０月８日㈫ 13:00～16:00
場市文化福祉会館
内 不動産登記、会社登記、相続、

裁判手続、成年後見等
問山口県司法書士会岩国支部
　☎�１３００（吉弘  功）

弁護士による無料法律相談
（要予約・市民対象）

日１０月９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１０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１０月９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１０月９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（要電話予約）
日１０月１０日㈭ , ２４日㈭／ 10:00

～12:00,13:00～16:00
場市役所３階大会議室
申 問１１月１４日㈭ , ２８日㈭の年金
相談の予約は１０月１日㈫から受け
付けます（先着順）。定員になり次
第締め切るため、早めに申し込ん
でください。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

URL

消費生活センター講座 きちんと学ぶ資産運用（無料・要予約）

資産運用をこれから始める人向けに、基礎知識から少し踏み込んだ

応用編までわかりやすく解説します。参加者には「サクサクわかる！

資産運用と証券投資スタートブック」をプレゼントします。

○日時　１０月１９日㈯ 10:30～12:00

○場所　市文化福祉会館２階視聴覚室

○講師　道方順子さん（日本証券業協会

　　　　／金融・証券インストラクター）

○定員　３０人（先着順）

○申込期限　１０月４日㈮

●申込・問い合わせ
　柳井地区広域消費生活センター（市商工観光課内）  ☎� 2125（直通）
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心身障害児療育相談会
（無料・要申込）

日１０月１０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　９月２４日㈫
申 問市保健センター　☎�１１９０

身体障害者定期・巡回相談
日１１月１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

○実施機関
　山口県身体障害者更生相談所
○申込期限　１０月２３日㈬
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線 192

地方創生に係る包括連携協定関係事業

親子マネースクール
～お金の大切さを学ぼう～

（無料・要申込）
日９月２８日㈯ ① 10:30～11:30,

② 13:00～14:00
場柳井商工会議所
内▼キッズマネースクール：自分だ

けの貯金箱を作ってみよう！
　▼大人マネースクール：今からで

も遅くない！教育資金のいろは
対４～６歳の子どもとその保護者
定各回１０組
持クレヨンや色鉛筆、はさみ
○申込期限　９月２７日㈮
申 問山口銀行  ☎ 0120-153-411

市民点字講習会（無料・要申込）
初心者を対象に点字の基礎から文
章作成までを点字板で習得します。
日１０月５日㈯～１２月１４日㈯
　の毎週土曜日（全１０回）
　／ 10:00 ～ 12:00
　※１１月２３日㈯を除く
場市総合福祉センター
○その他
▼点字板は準備します。
▼途中受講もできます。
申 問「白壁」点字サークル
☎�０１７２（粟屋）

令和元年度下半期 犬・猫の譲
渡会・子犬のしつけ方教室
犬・猫の譲渡には様々な条件があ
ります。詳しくは問い合わせてく
ださい。
■犬・猫の譲渡会（無料・申込不要）
日 平日開催 14:30～15:05／１０

月２８日㈪，１１月２６日㈫，１２月
２４日㈫，令和２年１月２７日㈪，
２月２６日㈬，３月２４日㈫

　休日開催 10:45～11:30／１０月
１２日㈯，１１月１０日㈰，１２月８
日㈰，令和２年１月１１日㈯，２月
９日㈰，３月８日㈰

場山口県動物愛護センター（山口
市陶 943-12）

○譲渡前講習会　譲渡希望者は必
ず受講してください。開催日な
どは問い合わせてください。（受
付／平日13:00 ～、休日9:00～）

■子犬のしつけ方教室（無料）
　子犬（生後約６カ月齢以下）を連
れて参加する場合には要予約。
日休日開催の犬・猫の譲渡会と同日

／ 13:15 ～ 15:30
場山口県動物愛護センター
申 問山口県動物愛護センター
☎ 083-973-8315

第３１回岩国矯正展（申込不要）
日９月２１日㈯ 9:30 ～ 16:30
　９月２２日㈰ 9:30 ～ 15:00
場帝人会館（岩国市日の出町 2-1）
内矯正行政の広報、刑務作業製品

展示即売、萩焼・革小物製品
体験コーナー、ハクジャオー
ショー、山口県警察音楽隊演奏、
上沼田神楽、餅まきなどのイベ
ント、うどん、給食パンなどの
飲食コーナーなど

問岩国刑務所企画部門（作業）
　☎０８２７�０１３８

広島広域都市圏共同事業
第７回ひろしま神楽の日

（神楽鑑賞無料）
広島市、呉市、三原市、廿日市市、
安芸高田市、安芸太田町、北広島
町の神楽が集合。当日は観光物産
展も同時開催します。
日９月２８日㈯ , ２９日㈰
場広島駅南口エールエール地下広場
内各日10:00～オープニングセレ

モニー
　２８日㈯／第１部10:40 ～三原

市・北広島町、第２部13:30～
安芸太田町・廿日市市・広島市

　２９日 ㈰ ／ 第 １ 部 10:30 ～呉
市・三原市（子ども神楽）、第２部
13:30～安芸高田市

問広島広域都市圏協議会“神楽”ま
ち起こし協議会事務局（安芸高
田市政策企画課内）

　☎０８２６�５６１２
　FAX ０８２６�４３７６

講座・教室

　※１１月２３日㈯を除く

催　し



市民の力で支えあい、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井18

定４０人（申込多数の場合は抽選）
料大人8,800円 ,中学生以下4,800

円（鑑賞指定席券代、昼食代、バ
ス代込）

※小学生以下は大人の同伴が必要。
※乳幼児は無料。ただし座席を

使用する場合は参加費が必要。
申 問 往復はがきに参加者全員 (5
人まで ) の住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、「神楽鑑賞ツ
アー希望」と記入して９月２０日㈮

（消印有効）までに申し込んでくだ
さい。
広島広域都市圏協議会“神楽”まち
起こし協議会事務局（安芸高田市
政策企画課内）
〒 731-0592
安芸高田市吉田町吉田 791
☎０８２６�５６１２
FAX ０８２６�４３７６

やない西蔵
ギャラリー展示情報
開館 9:00 ～ 17:00 ／毎週㈫休館
■９月２５日㈬～３０日㈪
　写真展「渚にて」／桑本成規
■１０月２日㈬～１４日㈪
　戦争遺跡 写真展
■１０月１６日㈬～２０日㈰
　川柳画展／富田房成
問やない西蔵　☎�２４９０

広島広域都市圏共同事業
第７１回芸石神楽競演大会鑑
賞ツアー
日１０月５日㈯
※広島駅新幹線口に 10:00 集合・

21:00 解散予定
場千代田運動公園総合体育館（広

島県山県郡北広島町壬生）
※広島駅から貸切バスで移動。
内第７１回芸石神楽競演大会を指

定席（椅子席）で鑑賞できるツ
アーです。

○出演神楽団　１０団体

しらかべ学遊館
放課後子ども教室
■チャレンジし隊「日本の伝統文

化（お茶）を知ろう！」
日１０月１９日㈯ 13:30 ～ 15:30
場しらかべ学遊館
内お茶の作法・礼儀を知る
対 定小学生１０人程度（先着順）
料 530 円（お茶・お菓子・保険代）
○申込期限　１０月１０日㈭
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

第１１回
柳井ファーマーズマーケット
日１０月２０日㈰ 9:00 ～ 16:00
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

が直接販売。飲食コーナーあり。
○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 354

おおばたけ地域資源活用プロジェクト

第２回　大畠サンセットフェスタ
～波止場でのんびり、瀬戸と魚と音楽と。～
　　　　　　　　　　　　　　　　（入場無料）

“雄大な大畠瀬戸をバックに、
　　　美味しいものを食べながら、
　　　　　　珠玉の音楽に耳を傾ける…”

着飾った演出はありませんが、自然の中でゆったりと流れる時間とともに
大畠の魅力をたっぷりと味わえるイベントです。ぜひご来場ください。

○日時　１０月５日㈯ 16:30～19:00
○場所　神代石神漁港

▼音楽ライブ＆セッション  17:00～19:00

　地元出身のプロギタリスト藤山周さんや大畠に
縁のある音楽家たちによる珠玉のライブ＆セッ
ション　※アコースティック演奏が中心です。

藤山 周
●飲酒運転は法律で禁止されています。
●天候により内容変更または中止の場合あり。

▼グルメ（販売）  16:30～18:30

　浜焼き用海鮮パック…その場で焼いて食べら
れます。

　海鮮めし各種、シーフードおつまみ各種、
　アルコール、ソフトドリンク類
※食材に限りがありますのでご留意ください
○主催　大畠商工会
○後援　柳井市、大畠漁業協同組合、大畠観光協

会、大畠地区婦人会
●問い合わせ　大畠商工会　☎�２４１４

UkoSaxy
（プロサックス奏者）

▲写真はイメージです▼
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サザンセト
カップリングパーティーin 上関
素敵な出会いをお探しの人、真剣
にお付き合いしたい人を大募集。
日１０月２７日㈰ 15:30～21:00
　／受付 15:00 ～
場上関町総合文化センター
※途中、バスでカフェレストラン

瀬里家に移動します。
内上関の夕景鑑賞＆パン作り、オ

リジナルビュッフェ
対 男性／２０～４５歳の独身者で

柳井地域（柳井市・周防大島町・
上関町・田布施町・平生町）居
住者、女性／２０～４５歳の独
身者（住所不問）

定男女各２０人
料 4,000 円（食事・ドリンク付）
○申込締切　１０月１８日㈮
※応募者多数の場合は抽選（締切

前でも募集を打切る場合あり）。
○主催
　柳井地区広域行政連絡協議会
○協力　（一社）やまぐち定住促進

県民活動ネットワーク（らくより
ドットコム）、カフェレストラン瀬
里家

申らくよりドットコム（　 http://
rakuyori.com）の専用フォームか
ら申し込んでください。

問政策企画課
　☎�２１１１内線 470,471

山口きらめき企業の魅力発見
フェア２０１９（無料）
日１０月１９日㈯ 10:00 ～ 15:00
場維新百年記念公園 維新大晃ア

リーナ（山口市）
内世界トップシェアの企業や放送

局・金融機関・食品関連・製造業・
県内自治体などが出展し、企業・
自治体の魅力を発信するイベン
トです。

○申込締切　１０月１０日㈭
○その他　服装自由・入退場自由
申インターネット（　http://u0u1.

net/yWRA）で申し込んでくださ
い。

問 COC+事業推進本部（山口大学内）
　☎ 083-933-5478
　　coc-plus@yamaguchi-u.ac.jp

児童クラブ職員
■放課後児童支援員（２人）
○応募資格
　保育士、教員、社会福祉士、放

課後児童支援員認定資格者
○勤務時間等　
　毎週㈪～㈯のうち原則週４日
○報酬　月額 85,000 円
○勤務場所　柳井児童クラブ　
申 問詳しくは問い合わせてください。
市社会福祉課
☎�２１１１ 内線 188

地域包括支援センター
臨時職員（市パート職員）
○業務内容　
　介護予防サービス計画作成業務
○応募資格　介護支援専門員、保

健師、社会福祉士のいずれかの
資格を有し、普通自動車運転免
許を取得している人

○勤務時間
　平日8:30～17:00・週３日以上
○賃金　時給1,210 円
○雇用　面接、選考の上採用
○申込期限　１０月１８日㈮
申 問履歴書に資格証明書の写しを
添えて申し込んでください。
高齢者支援課
☎�２１１１内線157

市食生活改善推進員養成講座
受講生
食生活改善推進員は食卓を通じて
家族の健康管理をし、家庭から地
域へと健康づくりの輪を広げてい
くボランティア活動を行っていま
す。この養成講座では食生活を中
心に健康づくりに関する基礎的な
知識と技術を学び、修了者は推進
員として協議会に所属して活動し
ていただきます。市では現在３４
人が活動しています。
日１０月２３日㈬～令和２年 2 月
1９日㈬の間の５日間
場市保健センター
内栄養学 ･ 調理学の基礎知識、献
立のたて方、運動、食品衛生につ
いてなど

対食や健康、仲間づくりに関心が
ある市民
定 20 人（先着順。申込が８人に
満たない場合は開講しません。）
料 4,000 円（テキスト代、調理実
習材料代含む）
○申込期限　１０月３日㈭
申 問電話で申し込んでください。
市保健センター　☎�１１９０

やない西蔵の指定管理者
施設の指定管理者を募集します。
詳細は問い合わせてください。
○対象施設　やない西蔵（柳井市

柳井３７００番地８）
○指定期間　令和２年４月１日～

令和７年３月３１日（５年間）
○応募資格　対象施設を安全で円

滑に管理運営できる法人・団体
○業務内容　施設の利用調整や施

設・設備の維持管理業務など
○要項配布期間　９月２４日㈫～

１０月４日㈮
○現地説明会
　１０月１１日㈮  10:00～11:00
○受付期間　１０月９日㈬～２５

日㈮（必着）
申 問商工観光課
☎�２１１１内線 361

第３１回 サザンセト音楽祭
「郷土芸能・邦楽の部」出演者

日令和２年１月１９日㈰
   12:30 開場、13:00 開演
場サンビームやない
内郷土芸能の部：郷土芸能（郷土

に伝わる民話に基づいた創作劇
も含む）／出演時間は１５分以内

　邦楽の部：邦楽
　／演奏（出演）時間は１０分以内
対柳井市、周防大島町、上関町、平

生町に在住または通勤・通学す
る個人・団体で、原則として一
定の技術水準に達している者

○申込期限　１０月１８日㈮必着
申 問申込書（サンビームやない・
柳井図書館・市役所１階ロビー・
各市町教委社会教育担当課・アク
ティブやないに備付）を郵送また
は持参してください。
サザンセト音楽祭実行委員会（サ
ンビームやない内）　☎�０１１１

募　集
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