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萩の大地は超巨大噴火でできた大きなカルデラから、　１度しか噴火しなかった小型火山までさまざまな種類の火山活動でできています萩の大地は超巨大噴火でできた大きなカルデラから、　１度しか噴火しなかった小型火山までさまざまな種類の火山活動でできています

※１ 高山はマグマが隆起した山であり、火山ではありません。 ※ 2 十種ヶ峰は溶岩が地表に現れておらず火山ではありませんが、青野火山群の活動の一環でマグマが隆起してできたと考えられています。

　足を
運んでみよう！

ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ふるさと萩の魅力再発見！ #3

　ジオパークとは、地球科学　ジオパークとは、地球科学的意義のあるサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発のすべてを含んだ総合的な的意義のあるサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発のすべてを含んだ総合的な
考え方により管理され考え方により管理された、１つにまとまったエリアです（日本ジオパークネットワークHPより）。た、１つにまとまったエリアです（日本ジオパークネットワークHPより）。

今回の萩の魅力は、萩今回の萩の魅力は、萩ジオパークジオパークにについて、２回にわたって萩の大地の成り立ちと変化する大地で暮らすコツ、ついて、２回にわたって萩の大地の成り立ちと変化する大地で暮らすコツ、
萩ジオパークの楽しみ方をご紹介萩ジオパークの楽しみ方をご紹介します。します。

①大陸のマグマの活動①大陸のマグマの活動 ②日本海のマグマの活動②日本海のマグマの活動 ③萩・阿武のマグマの活動③萩・阿武のマグマの活動

大地の大半を埋め尽くす超巨大地の大半を埋め尽くす超巨
大な噴火を起こしました。大な噴火を起こしました。

１か所で 1回だけ噴火し、小さな１か所で 1回だけ噴火し、小さな
火山をたくさんつくりました。火山をたくさんつくりました。

萩の大地は3つのマグマの活動が約1億年の時間をかけてつくりました。萩の大地は3つのマグマの活動が約1億年の時間をかけてつくりました。

　３つのマグマの活動が多様な形の大地を　３つのマグマの活動が多様な形の大地を
つくり、萩特有の風土の土台となりました。つくり、萩特有の風土の土台となりました。

日本海に島や海底火山を日本海に島や海底火山を
つくりました。つくりました。

土地に合った暮らしの第一歩は、大地の特徴を知ること。土地に合った暮らしの第一歩は、大地の特徴を知ること。
それは足もとの岩石や地層が教えてくれます。それは足もとの岩石や地層が教えてくれます。

　萩　萩ジオパークジオパークの特徴は、大きなの特徴は、大きなカルデラカルデラから小さな単成火山から小さな単成火山
まで、過去１億年間にわたる多様な火成活動の変遷をたどるまで、過去１億年間にわたる多様な火成活動の変遷をたどる
ことができることです。ことができることです。
　また、400年以上の歴史を持つ萩焼、江戸時代の面影を残す　また、400年以上の歴史を持つ萩焼、江戸時代の面影を残す
萩城下町など、マグマの活動が生んだ地質や地形を巧みに 萩城下町など、マグマの活動が生んだ地質や地形を巧みに 
利用してきた先人の知恵が今も息づき、大地と向き合い文化利用してきた先人の知恵が今も息づき、大地と向き合い文化
を発展させた日本人らしい生き方に触れることができます。を発展させた日本人らしい生き方に触れることができます。

　萩ジオパークは萩市、阿武町の全域と山口市阿東　萩ジオパークは萩市、阿武町の全域と山口市阿東
地域で構成され、平成30（2018）年９月に日本ジオ地域で構成され、平成30（2018）年９月に日本ジオ
パークとなりました。ジオパークでは４年に１回、パークとなりました。ジオパークでは４年に１回、

日本ジオパーク委員会による活動状況の確認のための審査が 日本ジオパーク委員会による活動状況の確認のための審査が 
行われ、今秋、萩ジオパークは再認定審査を受けます。行われ、今秋、萩ジオパークは再認定審査を受けます。

※ 111 ある活火山で、１カ※ 111 ある活火山で、１カ
所で１回だけ噴火した火山所で１回だけ噴火した火山
の集まり（単成火山群）は、の集まり（単成火山群）は、
五島列島（福江火山群）、伊五島列島（福江火山群）、伊
豆半島（伊豆東部火山群）、豆半島（伊豆東部火山群）、
萩（阿武火山群）萩（阿武火山群）だけ。だけ。



広報はぎ 令和４年８月号 3

萩の大地は超巨大噴火でできた大きなカルデラから、　１度しか噴火しなかった小型火山までさまざまな種類の火山活動でできています萩の大地は超巨大噴火でできた大きなカルデラから、　１度しか噴火しなかった小型火山までさまざまな種類の火山活動でできています

※ 2 十種ヶ峰は溶岩が地表に現れておらず火山ではありませんが、青野火山群の活動の一環でマグマが隆起してできたと考えられています。 ※３ 青野山は萩ジオパークの範囲に含まれません。

　足を
運んでみよう！

※高さは標高ではなく、麓からの※高さは標高ではなく、麓からの
　高さ（比高）です。　高さ（比高）です。

　大陸の端が裂けて広がり、海水が流れ込んで日本海
が誕生しました。この時にできた裂け目がマグマの 
通り道となりました。マグマは熱で周囲の地層を変化

（熱変成）させながら海底に噴き出して海底火山となり
ました。日本海は今の姿からは想像できないほどに 
激しく活動する海だったのです。
　高山はこの時のマグマだまりが隆起してできた山
です。見島は日本海の形成後の噴火でできた火山で、 
海面下には広大な溶岩台地が広がっています。

約１億年前～3000万年前約１億年前～3000万年前 約1500万年前～1200万年前約1500万年前～1200万年前

　日本海はなく、日本はまだ大陸の一部でした。
　地球全体でマグマの活動が活発だったこの時代、
地下に巨大なマグマだまりができ、各地で大規模な
噴火が起こりました。
　この噴火で地下から大量のマグマが溶岩や火砕流
として噴き出し、地上を覆いつくしました。噴出物の
厚さは数千メートルにおよびます。地下からマグマが
減ることで岩盤がマグマだまりに落ち込み、大きな
陥没地形（カルデラ）がつくられました。

＜須佐ホルンフェルス＞＜須佐ホルンフェルス＞日本海が誕生した頃の海底に泥と砂が
交互に溜まってできた地層が、マグマの熱で焼きしめられたもの。

＜モドロ岬（阿武町）＞＜モドロ岬（阿武町）＞超巨大火山の地下で、２種類のマグマが 
水と油の様に混ざりきらないまま固まり、地上にあらわれたもの。

※萩※萩ジオパークジオパーク推進協議会（萩・明倫学舎内）では、推進協議会（萩・明倫学舎内）では、マグママグマが混ざり合おうとする様子や、地層がつくられる様子を再現できる実験が混ざり合おうとする様子や、地層がつくられる様子を再現できる実験キットキットを販売しています。を販売しています。
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＜畳ヶ淵（弥富）＞＜畳ヶ淵（弥富）＞阿武火山群のひとつ「伊良尾山」の溶岩が
冷えて固まるときにできた特徴的な割れ目が広がっている。

＜長門峡（川上～阿東）＞＜長門峡（川上～阿東）＞古徳佐湖から流出した水（阿武川）が大地
を深く削り込んでできた渓谷。運搬された土砂は萩三角州を生んだ。

約200万年前～１万年前約200万年前～１万年前 約１万年前～現在約１万年前～現在

　１か所につき１度きりの噴火でできる小型火山が 
たくさんできました。溶岩が噴き出して広がり平坦に 
固まった溶岩台地や、マグマのしぶきが空中で冷え固
まって降り積もったスコリア丘などの特徴的な火山地形
が 50 カ所以上に分布し、阿武火山群と呼ばれています。
　また、阿武火山群と隣り合うように、粘り気の強い 
マグマが噴き出して溶岩ドームがいくつも誕生し、青野山
火山群と呼ばれています。

　火山は各所で川をせき止めて湖や沼地を形成しま
した。徳佐盆地は、青野火山群が川をせき止めて形
成された湖（古徳佐湖）の水が、南西部から流失して
干上がってできた広大な盆地です。
　また、その際に流れ出した水が日本海にそそぐ 
河口部に、大量の土砂が堆積することで形成された
のが、萩市の中心地である萩三角州です。

次回は、「変化する大地で暮らすコツ」と「萩ジオパークの楽しみ方」をご紹介します次回は、「変化する大地で暮らすコツ」と「萩ジオパークの楽しみ方」をご紹介します
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市長コラム

　市民の皆さんと行政が一体となったまちづくり
を推進するため、市長が市民と対面形式で地域振
興やまちづくりへのご意見やご提案などを直接お
聴きする「一日市長室」を今年度も開設します。
　9 月以降の日程は、決定次第お知らせします。

「一日市長室」を開設します！
令和４年度

■開設日程

※ご意見の内容に応じて、現地確認を予定しています。

■受付人数
　１日あたり 10 人程度（１人につき 15 分以内）
　※申込みが多い場合は、状況に応じて日程を調整
　します。団体・グループでの申込可（参加人数は
　３人以内とします）。
　※事前予約制（先着順）で申込を受け付けます。
■申込事項　住所、氏名、参加人数、電話番号　
　※申込時にご意見の内容を確認します。
■申し込み　開設日の 3 日前までに総合事務所、
　支所・出張所または広報課まで電話、FAX、メール
■問い合わせ  広報課　☎︎ 25-3178
　FAX26-5458、メール kouhou@city.hagi.lg.jp

地域 月日 時間 会場

相島 ８月19日㊎ 9:00〜 相島小中学校

見島 ８月25日㊍ 14:30〜 見島ふれあい
交流センター

大島 ８月30日㊋ 9:00〜 大島出張所

昨年の様子

　開館から５年の節目を迎えた萩・明倫学舎に、去る７月１６日、１００万人目の入
館者をお迎えいたしました。藩校跡に建つ日本最大級の木造校舎である旧明倫小学校

を改修し、新たな萩の観光起点として生まれ変わった萩・明倫学舎は、４棟ある校舎のうち、本館と２号館が
平成 29 年３月４日に開館しました。爾来１５９６日目の快挙であります。
　本年４月には、市の移住・定住相談窓口となる「はぎポルト - 暮らしの案内所 -」のほか、ＩＴ企業のサテ
ライトオフィス等が入居する４号館が開館し、９月１日には、いよいよ３号館が開館いたします。
　３号館の２階東側には、市民の皆様の絵画や写真等の作品を発表していただくための専用施設として、市民
ギャラリーを整備いたしました。開館に併せ、市民の皆様の作品による「萩市みんなのアート展」の開催を予
定しております。また、１階西側には、観光地づくりの拠点として「萩市観光協会」や「萩温泉旅館協同組合」、「市
の観光課」を集約し、今後、まさに三本の矢のごとく、三位一体となって萩市の観光振興を強力に推進してま
いります。
　３号館の開館により、萩・明倫学舎４棟全てを活用することができるようになります。市民の皆様におかれ
ましては、この機会にぜひ、「萩を学び」、「萩を語る」舞台である萩・明倫学舎に足を運んでいただき、４棟
全館でお楽しみくださいますよう、ご案内申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　萩市長　田中文夫

高所作業に注意！
ごや脚立等、高い場所での作業中に転落してけがをする事故が多く発生しています。
　高所からの転落事故を防ぐため、次のことに注意してください。
◎事故を防ぐポイント
　○足場が不安定となる場所では、作業をしないようにしましょう。
　○作業はひとりで行わず、複数人で作業するようにしましょう。
　○高所で作業する場合には、ヘルメットや安全ベルトなどの墜落防止用器具
　　を使用しましょう。
　○高齢者の方の事故が多いため、作業は業者にお願いするなど、なるべく高
　　所での作業はしないようにしましょう。なお、やむを得ず作業する場合に
　　は、近所や知り合いへ声をかけ、安全を確保した上で作業をしてください。

　草木が生い茂る時期は、山の法面での草刈りや庭木の剪
定等、高い場所での作業が多くなります。このため、はし
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　仕入価格や経費の上昇により、利益が減少している市内の中小企業者等の経営支援のための支
援金を支給します（申請期間：令和４年 8 月 1 日〜 11 月 30 日）。
　○対象者　令和４年４月から令和４年９月までの間で連続する任意の３カ月（対象期間）の売
　　　　　　上に対する利益率が、仕入価格等の上昇により、令和元年度以降における対象期間
　　　　　　と同じ月の期間（基準期間）の売上に対する利益率と比較して、減少している事業者
　　　　　　　※売上に対する利益率＝（売上金額－仕入金［－影響対象経費］）÷売上金額×100％
　○給付金額　対象期間の売上利益額（売上金額－仕入金［－影響対象経費］）と基準期間の売上
　　　　　　　利益額とを比較して減少した額
　　　　　　　　※基準期間の売上に対する利益額の算出が困難な場合は、基準期間の属する年
　　　　　　　　　間の売上に対する利益額から算出（年間売上に対する利益額÷ 12 月×３月）
　○給付上限額　対象期間と基準期間を比較して、売上に対する利益率の減少が
　　　　　　　■５％以上＝申告済の直近の売上高：１億円以下 20 万円、１億円超 40 万円
　　　　　　　■５％未満の場合＝申告済の直近の売上高：１億円以下 10 万円１億円超 20 万円

■問い合わせ　商工振興課　☎︎ 25-3638）、萩市共通商品券協同組合　☎︎ 25-3333

６月市議会で決まった補正予算
コロナ禍での原油価格や物価高騰に対応するた
め、市民の皆さんの負担を軽減する事業を中心
とした主な事業を紹介します。

　停滞している経済活動の回復を図るとともに、市民の生活支援につながるプレミアム付商品券
の発行を支援します（事業主体：萩市共通商品券協同組合）。 
　○対象者　令和４年９月 30 日時点で、住民基本台帳に登録がある世帯
　○商品券　発行セット数４万 6,000 セット（１セット 1,000 円×７枚）
　　　　　■内訳　全ての加盟店舗で利用できる商品券　3,000 円
　　　　　　　　　市内に本店のある小規模事業者等限定商品券　4,000 円（対象店舗は別途お知らせ）
　　　　　■販売価格　１セット 5,000 円（プレミアム額　2,000 円）
　○販売方法　１次販売：全世帯に購入引換ハガキを送付（９月上旬予定）し、ハガキと引換
　　　　　　　　　　　　えにより商品券を販売（１世帯２セットまで）
　　　　　　　２次販売：希望者の申込みにより販売（予定、１次販売の状況によります）
　○利用期間　10 月１日㊏～令和５年１月 31 日㊋（販売開始日：10 月１日）

　農業者の負担を軽減するため、肥料価格の高騰相当分を支援します。
　　○対象者　令和元年中から令和３年中のいずれかの収入の内、農業収入が最も高い経営体
　　○対象経費　令和４年４月から 12 月までの間に営農を目的として購入し、支払いを完了し
　　　　　　　　た肥料代（税抜き）
　　○給付金額　対象経費× 10 ／ 110

■問い合わせ　農政課　☎︎ 25-4192

がんばろう萩！プレミアム付商品券事業（１億 293 万 3 千円）

がんばろう萩！原油価格・物価高騰対策事業（9,098 万 3 千円）

がんばろう萩！農業用肥料価格高騰対策事業（2,319 万 4 千円）

新

新

新

◎萩市共通商品券協同組合では本事業にあわせ、新規加入店舗を対象とした加入促進
　キャンペーン（運営協力金相当の商品券支給）が実施されます。また、プレミアム
　付商品券の換金については、通常必要となる手数料が不要となります。
　換金手続きについてはＪＡ（佐々並、阿中、阿北、小川の各支所、見島事業所）と、
　山口銀行江崎支店から萩山口信用金庫までの送達支援を実施します。
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　市内宿泊施設に宿泊された方に対し、2,000 円
相当分のクーポン券の配布を支援します。

■問い合わせ　観光課　☎︎ 25-3139

がんばろう萩！安心安全観光地づくり事業
（１億 1,000 万円）

　４回目接種に係る経費です。
■問い合わせ　健康増進課　☎︎ 26-0500

新型コロナウイルスワクチン接種事業
（9,861 万９千円）

　漁業者の負担を軽減し、出漁を促進するため、燃油価格の高騰相当分を支援します。
　　○対象者　令和元年中から令和３年中のいずれかの収入の内、漁業収入が最も高い経営体
　　○給付金額　令和４年４月から 12 月までの間の燃油購入量×補助単価
　　　　※補助単価：平均燃油価格－令和元年の同期間の平均燃油価格
　　　　※平均燃油価格は２回に分けて算出
　　　　　１回目：令和４年４月から８月までの間　２回目：令和４年９月から 12 月までの間

■問い合わせ　水産課　☎︎ 25-4195

がんばろう萩！漁船用燃油価格高騰対策事業（5,572 万 7 千円）新

　保護者に給食費の増額負担を求めることなく、今までどおり児童クラブや市立保育所、市立小中学
校での給食を提供するため、食材価格の高騰相当分を市が補てんします。
　○対象期間　児童クラブ：夏休み期間
　　　　　　　市立保育所、小中学校：７月〜令和５年３月
■問い合わせ　［児童クラブ］子育て支援課　☎︎ 25-3259　
　　　　　　　［保育所］        子育て支援課　☎︎ 25-3536　［小中学校］教育政策課　☎︎ 25-3141

がんばろう萩！児童クラブ給食用食材価格高騰対策事業（９万 5 千円）
がんばろう萩！保育所給食用食材価格高騰対策事業（111 万３千円）
がんばろう萩！学校給食用食材価格高騰対策事業（431 万１千円）

新

　子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が差し控えられたことにより接種機会を逃した方に対
し、接種機会を提供します。また、自費で任意接種された方に対し、助成します。
　○定期接種の対象年齢を超えた接種
　　・対象者：平成９〜 17 年度生まれの女子
　　・接種期間：令和４〜６年度
■問い合わせ　健康増進課　☎︎ 26-0500

子宮頸がん予防ワクチン接種事業（2,587 万４千円）新

○任意接種を自費で受けた方への助成
　・対象者：平成９〜 16 年度生まれの女子
　・助成金額：17,952 円／回（上限額）
　・助成期間：令和４〜６年度

　萩広域シルバー人材センター事務所の移転用地として、旧椿東保育園の跡地を活用するため、
園施設を解体します。
　○事業期間：令和４〜５年度（債務負担行為：4,455 万円）

■問い合わせ　商工振興課　☎︎ 25-3108

シルバー人材センター事務所移転事業（2,753 万９千円）新

　明木中学校跡地を事業用用地として活用するため、測量・分筆登記業務を実施します。
■問い合わせ　企業誘致推進課　☎︎ 25-3811

明木中学校跡地活用事業（148 万２千円）新
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「子育ての幸せが実感できるまちづくり」を目指して
～給付型奨学金制度、奨学金返還支援制度のご紹介～

奨学金制度

特集特集 ＃3＃3

企画政策課　☎25-3102

　市では、次代を担う人材の育成やふるさと萩における人材確保に資するため、また、経済的な
理由により進学や資格取得を諦めることがないよう、給付型給付型の奨学金制度を設けています。

（注）萩高校奈古分校、大津緑洋高校海洋技術科・海洋科学科を含む。

奨学金名 高等学校
進学奨学金

至誠館大学
進学奨学金

守永洋子・石川幸子
大学等奨学金

三輪休和・壽雪
芸術文化奨学金

大谷重友
大学進学奨学金

対象者

市内高校限定 至誠館
大学生 至誠館大学以外の学生 芸術・音楽大学等の学生 大学生

（入学時限定）
　保護者が市内に住所を有して
　いること

保護者が市内に引き続き5年以上住所を有していること
※市内高校（注）出身者を優先市内に住所を有し、

市内高校（注）へ
通学すること

　萩市の他の奨学金の給付を受けていないこと

給付期間
在学期間

※全日制は３年、定時・
　通信制は４年を限度

在学期間
※４年を限度

在学期間
※４年または６年を限度

在学期間
※４年を限度 大学入学時に限る

給付年額

全日制
12万円

30万円 30万円 15万円 30万円
定時制・通信制

９万円

新規申請 : １月から募集

■メリット　経済的負担が軽減され、申請しやすくなります
　申請時に「萩市奨学金に申請したいけど、他にも申請したい奨学金がある。どちらを申請したら良いの？」と
悩む必要がなくなります（奨学金によっては併給を禁じているものもあるため、申請前にご確認ください）。
※ただし、萩市の奨学金同士を同年度に併給することはできません。

TOPICTOPIC 萩市奨学金は、他の奨学金（日本学生支援機構の奨学金等）との併給ができます！

上記以外にも高校進学のため島外に通学・居住する高校生への修学支援補助金もあります。
詳しくは、市 HP をご確認ください。　 おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎︎ 25-3356

奨学金名 守永洋子・石川幸子大学等奨学金

対象者 山口県立萩看護学生 萩准看護学院生 介護福祉士学生 山口県立農業大学校生

給付期間 在学期間
※３年を限度

在学期間
※２年を限度

在学期間
※３年を限度

在学期間
※２年を限度

給付年額 30万円 30万円
福祉系高校　15万円

30万円
養成施設　30万円

給付条件
免許取得後、市内に住所を定め、市内医療
機関に引き続き３年以上勤務すること等

免許取得後、市内に住所を定め、
市内福祉サービス事業所に引き
続き３年以上勤務すること等

卒業後、市内に住所を
定め、引き続き３年以上
就農すること

農政課　☎︎25-4192※「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の受給者は対象外。
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在
学
中

在
学
中

卒
業
後

卒
業
後

教育政策課　☎ 25-3141

奨学金返還支援事業の事前登録者を募集

事業概要

奨学金返還支援事業とは？

　市に事前登録し、令和４年度以降に大学・高校等を卒業で、下記補助金申請の対象者の方に補助
する事業です。

新

補助金額補助金額

・奨学金返還額の 1/2
・年間上限額８万９千円
・返還開始後、最大 60 カ月補助

補助対象となる奨学金補助対象となる奨学金

①日本学生支援機構が貸与する奨学金のうち、
　第一種および第二種
②山口県ひとづくり財団が貸与する奨学金

事前登録の対象者事前登録の対象者

★★在学中に事前登録が必要です在学中に事前登録が必要です

補助金申請の対象者補助金申請の対象者

・事前登録者の認定がされた方
・卒業後、萩市内に住所を有する方
　（在学中から萩市内に住所を有している方を含む）
・奨学金の返還および市税を滞納していない方
・公務員以外の方

　次の書類を募集期間内に持参または郵送により提出
(1) 萩市奨学金返還支援補助金事前登録申請書（市 HP よりダウンロード可）
(2) 在学証明書またはこれに類する書類
(3) 奨学金貸与証明書またはこれに類する書類
　 ※事前登録終了後、大学・高校等を卒業され、実際に萩市に定住し、奨学金の返済が開始された際に、　 ※事前登録終了後、大学・高校等を卒業され、実際に萩市に定住し、奨学金の返済が開始された際に、
　　 改めて、補助申請手続きが必要となります。　　 改めて、補助申請手続きが必要となります。
■提出・問い合わせ
　〒 758-8555 萩市大字江向 510 番地　萩市教育委員会事務局　教育政策課
　☎︎ 25-3141、FAX 26-3561、メール：e-soumu@city.hagi.lg.jp

事前登録方法

補助金交付までの流れ
（例 : 令和４年度 卒業予定者）（例 : 令和４年度 卒業予定者）

奨学金貸与

萩市に住民票をおき定住

認定

事前登録（在学中）

奨学金の返済開始（10 月～）

卒業

５年間で　　　　　　　　　　を補助！最大 445,000 円

募集締切：令和５年３月24日㊎

・萩市に定住の意思がある学生、生徒
・①、②の奨学金を貸与された方

合計 60 カ月分

１年目　　　補助金申請
(10 ～ 2 月分までの返還額 )

２～５年目　補助金申請
( ３～２月分までの返還額 )

６年目　　　補助金申請
( ３～９月分までの返還額 )
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※令和４年７月 21 日現在の情報であり、変更になる場合があります。

４回目 新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ
■市コールセンター（接種時期・場所、接種方法、集団接種の予約）　☎0838-21-5672（毎日9:00～17:00）
■萩市ワクチン接種対策室（萩市のワクチン接種全般、１～3回目接種の予約） ☎0838-21-5925（平日8:30～17:15）

◎ 60 歳以上の方 ⇒ 接種時期が来た方から順にご自宅へ郵送します。申請手続は不要です。
　※萩市へ転入する前に３回接種した方は、接種券等の発行手続が必要なため、萩市ワクチ
　　ン接種対策室までご連絡ください。
◎ 18 歳以上 60 歳未満で接種対象者に該当する方 ⇒ 申請手続が必要です。手続後に発行
　しますので、接種を希望される方は萩市ワクチン接種対策室までご連絡ください。

接種券送付時期

３回目接種を終了した日から５カ月以上経過した、次に該当する方
◎ 60 歳以上の方
◎ 18 歳以上 60 歳未満で下記に該当する方
　◦基礎疾患を有する方
　◦新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方

対 象 者
詳しくは
こちらへ→

使 用 ワ ク チ ン

　１～３回目に接種したワクチンの種類に関わらず、武田 / モデルナ社またはファイザー社
のワクチンを使用。どちらのワクチンを使用しても十分な効果と安全性が確認されています。

※接種対象者（見込数）約 25,000 人に対し、国からのワクチン供給予定量はファイザー社の
　ワクチンが約 7,800 回分、武田 / モデルナ社のワクチンが約 24,000 回分となっています。
　そのため、希望するワクチンで接種できないこともありますので、ご理解をお願いします。

引き続き１・２回目接種（５歳以上の方が対象）、３回目接種（12歳以上の方が対象）も実施しています。

【ノババックスワクチンを使った集団接種（３回目接種）を実施】
■接種対象者　18 歳以上の方で２回目接種を終了した日から、
　　　　　　　原則６カ月以上経過した方
■予約方法　萩市ワクチン接種対策室に電話またはメールでお申し込み
■申し込み　萩市ワクチン接種対策室　
　　　　　　☎︎ 21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）
　　　　　　メール hagi-reserve@city.hagi.lg.jp

日程 時間 会場

８月21日㊐

11:45～12:00

総合福祉
センター９月４日㊐

９月25日㊐ 市民館

　ワクチン接種は、発症と重症化を予防します。若年層の方は早めの接種をご検討ください。
　接種をご希望の方は、萩市ワクチン接種対策室まで電話またはメールでお申し込みください。
　萩市ワクチン接種対策室で接種日時・接種医療機関を調整し接種となります。
　※接種日程の調整の都合上、接種日はお申し込み日から２週間〜１カ月先となる場合があります。
　※１回目接種を希望される場合は、１回目の予約時に２回目接種の予約も行います（２回目の接種日は１
　　回目接種予定日から３週間後となります）。

◆新型コロナワクチン接種事業の実施期間について
　実施期間は９月 30 日までとなっています。接種時期を迎えた方で接種をご希望の方は、早めの予約をお
願いします。なお、実施期間の延長等があった場合は、速やかにお知らせします。
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受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

全国大会出場おめでとう！
全国中学生少林寺拳法大会

８月12日～13日 神奈川県

萩少林寺拳法スポーツ少年団
【左から】松田 航

こ う き
輝・山本 柊

しゅうた
太（男子

単独演武、萩東中学校 1 年）、木村 夏
か ほ

帆
（女子単独演武、越ヶ浜中学校２年）、
山本 胡

く る み
桃・藤内 芽

め い
衣（女子組演武、萩

東中学校 3 年）

全国高等学校
卓球選手権大会

８月3日～8日 愛媛県

萩光塩学院高等学校
【前列左から】藤村 朋

と も か
花・吉田 一

か ず は
葉・

嘉
か よ う だ

陽田 澪
みお

（１年）
【後列左から】小野 光

み さ と
里・谷口 依

え り か
里花・

榎
えのき

 花
か れ ん

恋・川﨑 咲
さ く ら

来（3 年）

全国高等学校
陸上競技選手権大会

８月3日～7日 徳島県

萩高等学校
【左から】日隈 敦

あ つ し
士（男子

3000 ｍ SC、3 年）、
山本 有

ゆ き は
貴葉（女子 5000

ｍ W、3 年）

竹内 観
か の ん

音
（旭中学校 3 年）

全日本中学女子
軟式野球大会

８月18日～24日 京都府

高屋 那
な ほ

帆
（萩高等学校３年）

全国高等学校
少林寺拳法大会

7月29日～31日 高知県

〔女子単独演武の部〕

受賞おめでとうございます
「海の日」海事関係功労者表彰

地域環境美化功績者表彰

受賞団体：山口県漁業協同組合小畑支店
　　　　　山口県漁業協同組合越ヶ浜支店

○国土交通大臣表彰

受賞団体：菊ヶ浜を日本一美しくする会
○環境大臣表彰

　多年にわたり、港湾調査の趣旨を理解し、正
確かつ迅速な報告に努め、国土交通行政に貢献

多年にわたり、定期的な清掃活動や景観保全活
動に取り組み、地域の環境美化に貢献

萩市民春季ソフトボール大会
優勝おめでとうございます

１部優勝　玉江浦・倉江

２部優勝　後小畑

全国高等学校
ワープロ競技大会

民謡民舞少年少女
全国大会

７月27日 東京都

８月７日 東京都

　伊勢島 沙
さ や

耶
（萩商工高等学校３年）

　秋山 紗
さ き

希
（萩西中学校１年）

〔ワープロの部 
　個人の部〕

〔民謡個人、
　中学生の部〕
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河川海岸一斉清掃等にご協力
ありがとうございました！

インボイス制度説明会を開催
　７月３日早朝、市内各地で河川や海岸をきれいに
する「河川海岸一斉清掃等」に、約１万 2,000 人
が参加しました。多くの小・中学生も参加し、家族
ぐるみ、地域ぐるみでの清掃活動となりました。
　観光客が戻りつつある城下町や松下村塾付近の月
見川などでも、多くの市民の方にご協力いただき、
見違えるほどきれいになりました。
　ご協力ありがとうございました。

　令和５年 10 月１日から、消費税の仕入税額控
除の方式として適格請求書等保存方式（インボイ
ス制度）が始まります。
　インボイスを交付することができる「適格請求
書発行事業者」の登録を令和５年 10 月１日から
受けるためには、原則として令和５年３月 31 日
までに登録申請手続を行う必要があります。
　この機会に、ぜひご参加ください。

萩税務署 2 階会議室
①、②各 10 人
税務署の総合窓口へ　☎︎ 22-1273

萩市看護師確保対策事業
　看護師・准看護師資格をお持ちの方で、現在看護業務に従事され
ていない方の市内医療機関への再就職を支援しています。
■支援の内容　
　①再就職に関する相談受付　
　②看護技術指導
　③医療機関での実習支援
　④就職支度金の支給（※支給要件あり）
　　○市内在住の方：10 万円
　　○市外から転入される方：40 万円
　　　※支給要件：次のすべてに該当する方
　　　　⑴看護師、准看護師資格をお持ちの方で、現在看護業務に
　　　　　従事されていない方
　　　　⑵ 45 歳未満の方
　　　　⑶市内の医療機関に２年間継続して看護業務に従事する見
　　　　　込みがある方
■相談日時　月曜日～金曜日（祝日を除く）10:00 ～ 16:00
■相談窓口　萩市休日急患診療センター（市民病院横）
　　　　　　☎︎ 090-3636-0768（お気軽にご相談ください）

地域医療推進課　☎︎ 25-2182

看護師の方の再就職を応援します

開催日 内　容
８月 24 日㊌ ①導入編　14:00 ～ 15:00

②基礎編　15:00 ～ 16:00９月 15 日㊍

　YouTube 国税庁動画チャンネルで
は、インボイス制度説明会と同様の内容
について、無料動画を公開しています。

事前登録制

月見川

大井

↑詳細は
こちらへ

休日急患診療センター
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８月 21 日㊐　13:30 ～ 15:00　　　　　　 市民館大ホール
どなたでも　　　　　　　　　　　　　　　 400人（応募多数の場合は抽選）
往復ハガキに下記を記入のうえ郵送　　　　 ８月 10 日㊌（必着）

①往信の宛名面に「〒 758-8555　萩市文化・生涯学習課宛」
②往信の文面に「加藤英明講演会、代表者と同伴者の氏名・年齢、住所、電話番号
③返信の宛名面に「応募代表者の住所、氏名」
④返信の文面は「無記入」
※講演内容は小学校高学年が対象です。小学生以下は必ず保護者が同伴ください。
※当選は返信ハガキ（入場券）の発送をもってお知らせします。
■主催：萩ビルメンテナンス（有）、共催：萩市教育委員会

文化・生涯学習課　☎︎ 25-3511

【プロフィール】
・株式会社 カムイスペースワークス 代表取締役
・NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター（HASTIC）理事

　1966 年、北海道生まれ。2004 年、北海道大学の 
永田教授に出会い、幼い頃から抱いていた「宇宙」への
想いを形にするため、カムイロケットの共同研究を開始。
　人工衛星の開発や J

ジ ャ ク サ

AXA との打ち上げ実験等を成功
させ、2008 年に体験学習事業を本格化し、人の可能性を
奪う言葉である「どうせ無理」を無くし、夢を諦めない「どうせ無理」を無くし、夢を諦めない
ことの大切さことの大切さを伝える活動を全国各地で実施。

■講師
植松 努 氏
㈱植松電機 代表取締役

■講師 加藤 英明 氏
【プロフィール】
　1979 年、静岡県焼津市生
まれ。静岡大学教育学部准教
授、日本の爬虫類学者、生態学
者〔博士（農学）〕、静岡県カ
メ自然誌研究センター代表。

　「緊急 SOS ！池の水ぜんぶ抜く大作戦」などのテレビ番組やラジオの環境
教育講座に出演されている、加藤 英明 氏を講師にお迎えし、環境問題に興味
をもってもらえるように、生物の多様性や自然環境を守ることの大切さを番
組撮影のエピソードなども交えながら、ご講演いただきます。

参加無料！「池の水を抜いてわかる世界」加藤英
ひであき

明講演会

８月 1 日㊊
募集開始

北海道の町工場から
宇宙開発宇宙開発 に挑む！

夢を諦めない！夢を諦めない！

未 来 を切り拓くひとづくりセミナー
　青少年が自ら思い描く未来（夢）の実現に向け、新しいことに挑戦できるきっかけ
となっていただくため、「未来を切り拓くひとづくりセミナー」を開催します。
　今回は、北海道の町工場でロケット開発に成功した、植

うえまつ
松 努

つとむ
氏を講師にお迎え

し、夢を諦めないことの大切さについて、ご講演いただきます。

令和５年２月６日㊊　14:00～15:30（13:30開場）
「思うは招く ～夢があればなんでもできる～ 」
市民館大ホール　　 無料
市内に在住・在勤・在学の方

※未就学児は入場不可（託児は要事前申込）
500 人（応募者多数の場合は抽選）

※当選は12月下旬頃に入場券の発送をもって通知
11 月 15 日㊋ ( 必着 ) までに申し込み

■ Web申し込み
■窓口・郵送等による申し込み
市民館、各総合事務所・公民館に備え付けの申込用紙に
必要事項を明記のうえ、各窓口へ提出（FAX可）。
または、①住所、②氏名、③電話番号、④送迎バス利用の
有無、⑤託児の要・不要を明記のうえ郵送（ハガキ、封書
どちらでも可）

文化・生涯学習課　☎︎ 25-3590、FAX：25-3149

【送迎バス】「川上・旭」、「田万川・須佐」、「むつみ・福栄」
　　　　　の 3 コースで運行（要申込）

【宛　　先】〒758-8555　萩市文化・生涯学習課
　　　　　「未来を切り拓くひとづくりセミナー」係
■その他　手話通訳、要約筆記、磁気ループ席有
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　今年度は、コロナ禍に対応した近隣分散型で開催し
ます。なお、福祉・市民活動団体等の出展については、
同時開催イベントを予定しています。

11 月 12 日㊏、13 ㊐　10:00 ～ 15:00
市役所前庭駐車場と周辺（予定）　
①市内に事業所等を有する飲食・小売・農林水産事

　業者（加工事業者を含む）
　②新型コロナウイルスの感染防止対策を行うこと
　（マスク、消毒の徹底など）　
■出店（小間）料・水道・電気代
　1,500 円～ 5,000 円（テント１張り・長机３台、
　椅子の使用料込み）
　※出店内容により料金は異なります。

８月31日㊌までに、商工振興課備え付けの申請書
　（市HPからダウンロード可）を持参

商工振興課　☎︎ 25-3638

萩ふるさとまつり
◆「のど自慢大会」出場者募集◆出店者募集

↑詳細は
こちら

11 月 12 日㊏
市民館 大ホール

○ジュニアの部（10:30 ～ 12:00）
３歳以上、18 歳未満の市内在住または通学してい

　る方（高校生以下）、もしくは市内の学校に在学し
　ていた方

10 人（組）（応募多数の場合抽選）
　※応募者が少ない場合、ジュニアの部を開催しない
　場合があります。
○一般の部（13:30 ～ 16:00）

18 歳以上の市内在住または在勤の方（高校生不可）
25 人（組）（応募多数の場合抽選）
９月２日㊎までに、ハガキに住所、氏名、年齢、電

　話番号、曲目、歌手名を記入のうえ、〒 758-8555
　萩市民館内萩ふるさとまつり「のど自慢」事務局へ　

文化・生涯学習課　☎︎ 25-3511

　萩で起業にチャレンジする人を後押しするため、萩ならではの事業プランやビジネスアイデア等、日常の気
づきから生まれるさまざまなプランを募集し、表彰します。副賞として最大 50 万円を贈呈します。

萩ビジネスプランコンテスト 2022 開催

高校生以上の方で、新たな事業への着手を考えている方等
※事業着手の予定がない方へ「アイデア部門」を設けます。

対 象 者

萩市において実現可能な、次のいずれかのプラン
・独創性や市場性、地域貢献性および社会への波及効果のある事業
・地域牽引性の高い新分野への進出等により規模拡大を図る事業 など

募集プラン

萩市を中心にビジネスがまわりだす！

萩市ビジネスプランコンテスト協議会
　（萩市商工振興課）　☎︎ 25-3638

スケジュール
１．プランの募集 ➡ ８月８日㊊～11 月18 日㊎
２．書類審査の結果通知 ➡ 12 月上旬
３．最終審査（プレゼンテーション）・表彰式 ➡ 令和5年3月上旬（予定）
※その他、募集要件や応募方法等の詳細は市 HP をご覧ください。

［一  般  部  門］　最大 50 万円
［アイデア部門］　市内共通商品券
　　　　　　　　（１万円分）

表彰（副賞）表彰（副賞）

※該当なしとなる場合もあります。※該当なしとなる場合もあります。

新たなビジネスに
チャレンジしたい方

必見です！
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情報案内板 ※ の記載がないものは参加無料
講師
場所

演題
内容日時

対象
参加料
持参品 問い合わせ

申し込み定員
締切

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、急遽中止・延期等に変更になる場合があります。

◎不用品活用銀行
■おゆずりします　電気圧力鍋、ス
テンレスエアポット、遮光カーテン２
種、七五三着物（３歳用）結び帯、国語・
漢和辞典、ステレオ、編み機、座布団カ
バー、ポリタンク（灯油）、タッチライ
ト、座ぶとん
■おゆずりください　VHS ビデオ
デッキ、バイク（250cc 以下）、電子ピ
アノ、自転車（24 インチ）、チャイルド
シート、みつ鍬

くわ
と平鍬

※登録は 3 カ月間。登録者と直接
交渉していただきます。希望者は、
エコプラザ ･ 萩へご連絡ください。
成立した場合や登録を取り消される

場合もご連絡ください。
◎リサイクル講座
○お正月タペストリー講座

９月４日㊐・25 日㊐　10:00 ～
15:00（両日参加できる方）

古布でお正月タペストリーを作る
15 人
２回で 500 円（材料費別）
8 月 1 日㊊～ 15 日㊊　

　16:00 までに電話
※応募者多数の場合は、8月16日㊋
13:00から公開抽選。抽選に参加す
る方は事前に連絡してください。
◎雑貨の販売

８月14日㊐～28日㊐ 16:30まで

☎ 24-5300椿東 4703-49 ◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日エコプラザ・萩情報

黙とうのお願い
　８月６日と９日は、広島市と長崎
市に原爆が投下された日です。また、
15 日の終戦記念日には全国戦没者
追悼式が行われます。
○８月６日㊏　8:15（広島市）
○８月９日㊋ 11:02（長崎市）
○８月 15 日㊊　正午（全国戦没者
追悼式）

福祉政策課　☎︎ 25-3550

住民税非課税世帯に対する臨時
特別給付金の申請手続き
　令和３年度住民税非課税世帯で、
令和３年１月２日以降に萩市へ転入
された方や住民税の未申告者を含む
世帯は、臨時特別給付金（１世帯当
たり 10 万円）の受給については、
申請が必要です。

９月 30 日㊎までに福祉政策課、
各総合事務所等に備え付けの申込書
を提出（市 HP でもダウンロード可）

福祉政策課　
　☎︎ 25-3550

道路上に張り出した樹木伐採の
お願い
　市道に隣接する私有地から道路上
に樹木が張り出している事例が見受
けられます。通行の妨げや事故の原
因となり、所有者の賠償責任を問わ
れることもあります。
　樹木の所有者や管理者の方は、伐
採など適切な管理にご協力をお願い
します。

土木課　☎︎ 25-3544

萩市消防操法大会
８月 28 日㊐　9:30 ～

※無観客で開催します
橋本川玉江河川公園

■出場チーム　
　萩市消防団中央方面団各分団
■競技種目
基本操法の部 ・自動車ポンプ

・小型ポンプ操法応急操法の部
■操法訓練の実施
　８月 17 日㊌～ 26 日㊎の期間
　（18:00 ～ 21:00）、大会会場
　で訓練を行います。

消防本部消防総務課　
　☎︎ 25-2780

ひきこもりサポーター派遣事業
　希望される本人やご家族に対し、
必要に応じて家庭訪問による継続的
な支援を行います。

【萩市ひきこもり相談窓口】
月～金曜日（祝日・年末年始除く）

　8:30 ～ 17:15
■相談専用ダイヤル　☎︎25-3517
■メール：shougai.support@city.
hagi.lg.jp

文化・生涯学習課
　☎︎ 25-3590

子どもの人権 110 番
　子どもをめぐるさまざまな問題や
悩みについて、電話相談を受け付け
ています。
■相談時間　8:30 ～ 17:15（平日）

どなたでも（大人の方も相談可）
〇強化週間

８月 26 日㊎～９月１日㊍
　平日　8:30 ～ 19:00
　土曜・日曜日　10:00 ～ 17:00
■専用ダイヤル　☎︎0120-007-110

山口地方法務局
　人権擁護課
　☎︎ 083-922-2295

◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　8月14日㊐～21日㊐
12:00まで
■抽選日　8 月 21 日㊐ 13:00
◎お楽しみ企画
ワークショップ開催（毎月販売開始日）

8 月 14 日㊐　10:00 ～ 14:00
　　　　　　　　　　　（最終受付）

メガネケースの作成
　※数に限りあり

100円（材料費別）※事前予約不要
エコプラザ・萩は HP で最新情報を
掲載しています。　
　　詳細はこちらから→　

お知らせ
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就業構造基本調査の準備調査
　総務省統計局では、10 月１日を
調査期日とし、日本の就業・不就業
の状態を明らかにし、雇用・経済政
策などに必要な基礎資料を得ること
を目的とする就業構造基本調査を実
施します。
　８月中旬から、県知事が任命した
統計調査員が対象地域内で準備調査
を開始します。
　また、準備調査終了後、調査対象
世帯を抽出し、９月中旬から調査票
の配布を行いますので、ご協力をお
願いします。
■対象地域　萩・田万川・むつみ・
須佐・福栄地域の一部
■準備調査内容
・リーフレットの配布
・世帯名簿作成のため、世帯主氏
　名、住所の確認等
※ご自宅の表札等から氏名等を確認
　できない場合には、調査員が世帯
　を訪問し確認させていただきます。

企画政策課　☎︎ 25-3431

指定給水装置工事事業者の追加
　水道工事を行う際は、必ず市指定
業者（工事店）へ申し込みください。
○㈱ニッシン設備 山口営業所（山口
市）　☎︎ 083-941-6868

水道工務課　☎︎ 25-2398

はじめませんか？電子申請
　雇用保険の手続き、取得届や育児

休業給付等は、便利で簡単な電子申
請をご利用ください。

ハローワーク萩　☎︎ 22-0714

寄付
○（農）本郷原より、学校給食用とし
　てコシヒカリの新米10俵（600㎏）
○㈱訪問看護ステーション陽向より、
　絵本７冊
○萩市更生保護協会、萩保護区保護
　司会、萩更生保護女性会、田万川
　更生保護女性会、須佐更生保護女
　性会より児童向け図書 22 冊

県営住宅入居者
■募集団地　中津江、第二無田ヶ原、
東萩
■入居可能時期　10 月下旬頃
■応募資格　次の要件をすべて満た
している方
①住宅困窮者、②同居親族がある

（住宅によっては、高齢者など一定
の要件を備えている場合、単身入居
も可）、③収入基準に該当している、
④申込者、同居しようとする親族が　
暴力団員でない
■受付期間　8 月 20 日㊏～ 31 日
㊌ ( 消印有効 )

県施設管理財団山口支所、萩立寄
所 ( 萩総合庁舎 2 階 )、萩市建築課
備え付けの申込書を郵送

県施設管理財団
　山口支所
　☎︎ 083-934-2004

募　集

「宝くじふるさとワクワク劇場 
 in 萩」出演者
　「ほのぼのコメディ劇場」で吉本
新喜劇のメンバーと一緒に舞台に出
演しませんか。

11 月 27 日㊐　14:00 開演
○オーディション日程

10 月 30 日㊐　
　14:00 ～

市民館 大ホール
市内在住・在勤・在学している方。
10 月５日㊌までに、QR コードか

ら、もしくは住所、氏名、電話番号を記
入のうえ、ハガキ、FAX で文化・生涯
学習課へ（当日消印有効）

文化・生涯学習課　
　☎︎ 25-3511
　FAX 25-3149

マイナンバーカードの申請 市民課　☎ 25-3493

お知らせ 市役所本庁内の山口銀行の
窓口取扱業務などが変わります
　山口銀行萩市役所出張所の廃止に
伴い、取扱時間や業務が変わります。
■取扱変更日　10 月３日㊊～
■取扱時間　市役所開庁日　
　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
■取扱業務　萩市の公金の収納およ
び受取
■取扱できない業務　
・ 国税や県税、電気料金、電話料金　
　等、萩市以外に納める料金
・ 預金の入出金、振込手続き、両替　
　等の銀行業務

山口銀行萩市役所出張所　
　☎︎ 22-6192

■マイナポイント第２弾！
　９月末までにカードの申請をすれ
ば、マイナポイントが最大 20,000
ポイントもらえます！
○マイナンバーカードの新規取得で
5,000円分（ご利用金額の25％付与）　　　　　　　　　　　　　　　　
○健康保険証としての利用申込みで
7,500 円分
○公金受取口座の登録で7,500円分

■マイナポイントの申し込み
　申し込みは、市民課でもできます。

令和５年２月末まで
①マイナンバーカード、②パス

ワード（ご自身で設定した「数字 4
桁」の番号）、③利用する決済サー
ビス ID ／セキュリティコード
※公金受取口座の登録には預貯金口
　座情報が必要です

■マイナンバーカード申請場所
市民課、各総合事務所・支所・出張所
本人確認書類２点（運転免許証等）、

通知カード、写真（無料撮影有）

マイナポイントの申し込み
はこちらからもできます→
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　納期限までに忘れずに納めま
しょう
・市県民税（２期）
・国民健康保険料（３期）
・介護保険料（３期）
・後期高齢者保険料（２期）
※納期を過ぎると督促手数料や延
　滞金がかかる場合がありますの　
　でご注意ください。
※コンビニやスマートフォン決済
　でも納付できます。（納期限まで）
※便利で確実な口座振替をぜひご
　利用ください。
■納期限　８月 31 日㊌

収納課　☎︎ 25-3575

納期のお知らせ
「秋の花いっぱい運動」「まちの
緑賞」参加者

○秋の花いっぱい運動
■応募種類　個人の部、地域・職域
団体の部、学校の部
■条件　学校の部以外は、誰もが自
由に鑑賞できる場所に、花を植栽し
ている花壇やプランター等

１年草の草花や球根などの花
○まちの緑賞

公道に面し、生け垣や樹木・花木
により美しい景観がつくられている
場所

【共通事項】
８月 26 日㊎までに、観光課、各

総合事務所備え付けの応募用紙かハ
ガキに、住所、氏名、電話番号、応
募種類を記入し、郵送または持参

（FAX 不可）　〒 758-8555 萩市観
光課　☎︎ 25-3160

「ものづくりを楽しもう」参加作品
　11 月の館内展示に先立ち、図書
館の本を参考にして作った作品を募
集します。

8 月 1 日㊊～ 10 月 21 日㊎（9:00
～ 19:00）までに、萩図書館備え
付けの申込用紙に記入のうえ、カウ
ンターへ
※作品搬入日は申し込み時にお知ら　
　せします。

萩図書館　☎︎ 25-6355

第２期萩市総合戦略改定版（案）
のパブリックコメント
　萩市基本ビジョンの改定内容に基
づき、「第２期萩市総合戦略改定版

（案）」を作成しましたので、ご意見
を募集します。
■閲覧場所　市役所本庁市政情報
コーナー、企画政策課、各総合事務
所、支所・出張所

８月 15 日㊊までに、企画政策課
または各総合事務所備え付けの用紙

（市 HP からもダウンロード可）を郵
送、FAX、メール、持参
〒 758-8555　萩市企画政策課
☎︎  25-3102、FAX　26-3803、
メール　kikaku@city.hagi.lg.jp
※提出された意見および意見に対す
　る市の考え方は、
　市 HP で公表します。

登録統計調査員
　国が実施する国勢調査や農林業セ
ンサス等、各種統計調査の登録統計
調査員を募集しています。
■報酬　２万円～５万円程度
■従事期間　２～３カ月程度
■選考方法　申請書提出後に面接

窓口、電話で連絡
企画政策課　

　☎︎ 25-3431

萩・明倫学舎４号館コワーキン
グスペース 愛称

　コワーキングスペースの愛称を募
集します。
■応募期間　８月１日㊊～ 31 日㊌
※何点でも応募可
※同じ愛称が複数の場合は抽選で決
定します。

任意の用紙に、愛称（意味と理由含
む）、氏名、住所、電話番号、生年月日
を記入のうえ、郵送、FAXまたはメー
ルで萩・明倫学舎推進課へ　
☎︎ 25-3569
FAX 21-2017
メール meirin-g@city.hagi.lg.jp

　特別児童扶養手当と児童扶養手当を受給されている方は、所得状況届または現況届の提出が必要です。該当者に
は案内の通知を送りますので、期限内に必要書類を提出してください。
　期限内に提出されない場合、１月期の支払いが遅れることがありますのでご注意ください。

①特別児童扶養手当の所得状況届
■必要書類等　所得状況届、証書、
印鑑、身体障害者手帳、療育手帳

８月 10 日㊌～９月９日㊎
■提出先　福祉支援課、各総合事務
所市民窓口部門、支所・出張所

福祉支援課　 ☎︎ 25-3523

②児童扶養手当現況届　
■必要書類等　印鑑、養育費等に関
する申告書

８月 12 日㊎～ 31 日㊌
■提出先　子育て支援課、各総合事
務所市民窓口部門、支所・出張所

子育て支援課　 ☎︎ 25-3259

③巡回相談
　ひとり親家庭を対象に、児童扶養
手当現況届時に子育て支援課に臨時
窓口を設置し、就労支援を行います。

８月 15 日㊊　  9:30 ～ 11:30
　８月 18 日㊍　10:00 ～ 16:00

子育て支援課　☎︎ 25-3259

特別児童扶養手当の所得状況届と児童扶養手当の現況届の提出お知らせ
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山口県障害者芸術文化祭作品
■募集作品　絵画、写真（ワイド四
つ切以内）、書道、手工芸、文芸、俳
句短歌の各部門を通して 1 人 1 作品

（未発表のもの）※規格制限あり
県内に現住所を有する障がい者
9 月 20 日㊋～ 30 日㊎までに、

申込書と作品および全体写真を提出
福祉支援課　☎︎ 25-3523

　社会福祉協議会
　☎︎ 22-2289

ひきこもり家族教室
９ 月 22 日 ㊍、10 月 20 日 ㊍、

11 月 14 日㊊、12 月 15 日㊍
いずれも 13:30 ～ 16:00

県萩健康福祉センター
　　☎︎ 25-2667

講演・講座
夏休み工作会

※どちらも 10:00 ～ 11:30
小学生（市内在住）
各回８人

明木図書館　☎︎ 55-0314

萩広域シルバー人材センター
○おしごと説明会＆健康体操

8 月 4 日㊍　13:30 ～ 15:30
総合福祉センター 交流室１、２
市内在住で 60 歳以上の方
20 人程度（当日参加も可）
タオル・飲み物・筆記用具

■服装：軽い運動のできる服装・ス
ニーカー等・マスク着用

８月３日㊌
○家事援助おそうじ講習
　おそうじのプロからお掃除のコツ
等を学びます。

市営住宅入居者

■募集団地 
地域 団地名  ※（ ）内は戸数

萩 金谷（１）、玉江（２）、
今古萩（１）、雑式町第２（１）

川上 堂河内（２）
田万川 おそ吹原（５）、三明（１）
むつみ 平草第３（２）、鈴倉（１）
須佐 本町上（３）
旭 沖ノ原（２）、佐々並（２）

※間取り等詳細は、建築課窓口に設置
■入居可能時期　10 月下旬以降
■応募資格　次の要件をすべて満た
している方
①住宅困窮者、②同居親族がある（住
宅によっては、高齢者など一定の要
件を備えている場合、単身入居も可）
③収入基準に該当している、④市税

を完納している、⑤申込者、同居しよ
うとする親族が暴力団員でない
■受付期間・時間　８月１日㊊～８
日㊊ 8:30 ～ 17:15（土・日曜日、
祝日は除く）
・募集期間中に応募のなかった住宅
については、９月末まで日毎の先着
順で受け付けます。また、地域の実状
に応じて、単身での入居が可能にな
ることがあります。
・多数回落選者の方はご相談ください。
・公営・シルバー＝政令月収15万8千
円以下、特公債＝政令月収15万８千
円以上、一般＝所得制限なし

建築課および各総合事務所産業振
興部門備え付けの入居申請書を提出

建築課、☎︎ 25-2314、
　各総合事務所産業振興
　部門

募集

世界遺産協力店・PR 商品
　萩市世界遺産活用推進協議会で
は、「明治日本の産業革命遺産」の
活用と理解を深めるため、次の２つ
の募集を行います。
○協力店　パンフレットの設置、ポ
スターの掲示、募金箱の設置に協力
いただける店舗
○世界遺産 PR 商品　世界遺産や構
成資産にちなんだ食やお土産などの
PR 商品、メニュー、サービス

令和５年３月 31 日㊎までに、市
HP または文化財保護課備え付けの
応募用紙に記入のうえ、FAX、メー
ル、郵送または持参
〒 758-8555　萩市文化財保護課
世界文化遺産室　　
☎︎ 25-3835
FAX 26-0716

萩海運の委託職員
①乗船券の販売、貨物の受付ほか
②荷物の仕分、船舶の綱取放し等

募　集 ■募集人員　各１人
萩海運本社

■待遇　会社規定による
■選考方法　面接（随時）

履歴書（写真貼付）を郵送または
持参
〒 758-0024 萩市東浜崎町 139-1
萩海運　☎︎ 25-2040

萩市社会福祉事業団 看護職員
■採用予定人数　２人程度
■資格　看護師または准看護師免許
■雇用形態　正規職員

萩市特別養護老人ホームかがや
き、ケアハウスつばき、養護老人ホー
ムつばき、救護施設つばきのいずれか
■勤務時間　夜間勤務なし。早出・
遅出出勤あり。
■休日　年間 120 日
■提出書類　履歴書
■選考方法　面接
■選考日時　随時

萩市社会福祉事業団事務局
　☎︎ 24-4111

とき 内容
８月４日㊍ 作ってあそぼう！

クレーンゲーム
８月９日㊋ 作ってあそぼう！

おみくじ



広報はぎ 令和４年８月号 19

8 月 26 日㊎　13:30 ～ 15:30
サンライフ萩
市内在住で萩広域シルバー人材セ

ンターに入会し、就業可能な 60 歳
以上の方

10 人（要申込）
■服装　動きやすい服装・マスク着用

飲み物・筆記用具
8 月 17 日㊌（必着）

【共通事項】
ハローワーク萩およびシルバー人

材センターに備え付けの申込書を、
（公社）県シルバー人材センター連合
会へ提出または電話
〒753-0079　山口市糸米2-13-35　
☎︎ 083-921-6070

世界文化遺産 明治日本の産業
革命遺産登録秘話 講演会

９月 25 日㊐　14:00 ～
松陰神社 立志殿
80 人
加藤 康

こ う こ
子（産業遺産情報センター

長、元内閣官房参与）
８月 31 日㊌までに、松陰神社

へ　☎︎ 22-4643、FAX 22-4282

試　験
令和４年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験

10 月 20 日㊍
県庁（山口市滝町 1-1）

■試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）

病気等のやむを得ない事由で、就
学義務を猶予または免除された方

９月２日㊎まで
県教育庁義務教育課

　☎︎ 083-933-4595

消費生活無料法律相談
（借金相談含む）

８月５日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁（第４会議室）

■小林 亨
とおる

（弁護士）
市民（先着４人、１人 30 分）

※事前予約制（当日受付可）
消費生活センター　☎︎ 25-0999

人権・行政・公証相談
８月９日㊋　10:00 ～ 12:00

※事前予約制（前日まで）
相談室（市民活動推進課内） 
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

無料法律相談
８月 24 日㊌　10:00 ～ 15:00
相談室（市民活動推進課内）

■馬
う ま や は ら

屋原 達
た つ や

矢（弁護士）
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（８/1 から受付開始）
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

8 月の萩健康福祉センター行事
○３日㊌ 13:00 ～風しん抗体検査、
13:30 ～ HTLV- １抗体検査、C 型・
B 型肝炎ウイルス検査、14:00 ～、
17:00 ～エイズ即日検査
○10日㊌13:30～骨髄ドナー登録会
○ 16 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
○ 24 日㊌ 13:00 ～お酒に関する

困りごと相談
※いずれも予約制

県萩健康福祉センター　
　☎︎ 25-2667

高齢者・障がい者のための弁護
士電話法律相談

8月 9日・23日、9月 13日・27日、
10月 11日・25日（いずれも火曜日）
10:00～ 12:00、13:00～ 15:00
■相談受付　☎︎ 083-920-8730

県弁護士会　☎︎ 083-922-0087

とき 演題 講師 申込先
８月 23 日㊋

10:00 ～ 12:00 食の歴史と調理の工夫 西村 眞
まこと 明木公民館

☎︎ 55-0001
９月５日㊊

10:00 ～ 11:30 転倒予防のトレーニング 井川 貴
たかひろ

裕

弥富公民館
☎︎ 08387-8-2044

９月 12 日㊊
13:30 ～ 15:00

小川公民館
☎︎ 08387-4-0211

至誠館大学公開講座
　「心豊かなくらしを創る」をテーマに開催します。  ※1回のみの受講可

住所、氏名、電話番号を下記申込先へ　 至誠館大学　☎︎ 24-4000

市内の魅力ある企業の情報を掲載し
たガイドブックの発行に向けて、掲
載企業を募集します。

市内事業所　※掲載費　無料
12 月 9 日㊎までに、市 HP から

申し込み、または商工振興課備え付
けの申込書を提出
■その他　毎年開催している合同企
業説明会（３月予定）に参加希望の事
業所は、ガイドブックへの掲載が必
要です。企業説明会の開催について
は、詳細が決定次第お知らせします。

商工振興課　
　☎︎ 25-3638

「萩の魅力ある企業
ガイドブック2023」
掲載企業

募集相　談
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スポーツ
体力テスト

9 月 22 日㊍　19:00 ～ 20:30
市民体育館
市内在住の 20 歳～ 79 歳の方
30 人（先着順）
９月 12 日㊊までに、市民体育館

備え付けの申込書を提出
スポーツ振興課　☎︎ 25-7311

カサヤマボルケーノピクニック 
vol.2

　素晴らしい景色を舞台にキッチン
カーやアーティストたちが大集合し
ます。贅沢な時間を是非一緒に楽し
みませんか？

8 月 11 日㊍㊗・12 日㊎
　10:00 ～ 16:00

笠山山頂園地（椿東）
兀
コツコツ

兀 cafe

イベント

８月 保健ガイド セ…センター　※…要予約 健康増進課　☎︎ 26-0500

◉萩地域
４日㊍ こころの相談（※）/13:30～/萩市保健セ
          椿東健康づくり教室/13:30～/椿東小地域ふれあいセ
　　　 大井グッドヘルス/13:30～/大井公民館
10日㊌ 越ヶ浜グッドヘルス/13:30～/越ヶ浜介護予防セ
12日、26日㊎ 健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）　　　
　　　　　　 /10:30～/萩市保健セ
18日㊍ こころの相談（※）/13:30～/萩市保健セ
　　　  浜崎タマちゃん体操会/13:30～/浜崎みんなの家
19日㊎ 三見ソナタ/13:30～/三見公民館
　　　  市役所健康相談/12:00～/市役所ロビー
22日㊊ 御許町健康教室/13:30～/御許町公会堂　
28日㊐ 第７回萩市健康フェア2022/9:30～/市民館

◉田万川・須佐地域
3日㊌ 弥富元気クラブ/9:30～/弥富公民館
4日㊍ エアロビクス教室/10:00～/小川交流セ

5日㊎ 元気もりもり体操会/9:30～/須佐保健セ
9日㊋ 萩市健康体操教室/10:00～/田万川コミュニティセ
10日㊌ 脳トレ楽習会/10:00～/田万川保健セ
18日㊍ エアロビクス教室/10:00～/田万川コミュニティセ
23日㊋ すくすく相談会・学級/10:00～/須佐保健セ
25日㊍ みんなの健康運動教室/13:30～/須佐保健セ
◉旭・川上地域
３日㊋ 定例乳幼児相談（※）/10:00～/川上保健セ
23日㊋ あさひ健康運動教室/10:00～/旭マルチメディアセ

◉むつみ・福栄地域
２日㊋ むつみ福栄健康づくり教室/13:30～/むつみ農　　
　　    村環境改善セ
17日㊌ 定例乳幼児相談（※）/10:00～/むつみ農村環境　
　　　  改善セ

■下水道工事（椿地区）
■規制内容　市道：諸車通行止
め、県道：車両片側交互通行

【共通事項】
■工事期間 
　８月下旬～２月下旬（予定）　
　8:30 ～ 17:00
※夜間、工事中止日は解放

■下水道工事（椿東地区）
■規制内容　全面通行止め、車両
片側交互通行、歩道規制

通行規制にご協力を
下水道建設課　☎ 25-3148
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慶 弔 だ よ り

お誕生おめでとう

お悔やみ申し上げます

ご結婚おめでとう

※令和４年６月 16 日～７月 15 日の期間で、広報はぎ慶弔欄記載申込書に記入された内容で、掲載しています。

人の動き 人口／44,022人（前月比-69）　男／20,412人（前月比-35） 　女／23,610人（前月比-34）
世帯数／22,940世帯（前月比-18） 　出生／10人　死亡／75人　（令和４年６月末日）

　10 月号の「広報はぎ」から、偶数月の発行は月２回
（１日号・15 日号）となります。
 ●問い合わせ / 広報課 ☎︎ 25-3178　FAX 26-5458
　メール kouhou@city.hagi.lg.jp　

市の広報番組
◎ケーブルテレビ「マイたうん萩」
▶放送時間　８月第2・4土曜日　9:00～ほか
▶放送局　はあぶビジョン121ch　☎︎25-7400
◎エフエム萩「情報ウェーブ萩」
▶放送時間　月～金曜日の8:50・12:50・16:50
▶周波数　FM77.5MHz　☎︎26-0775

市民課　☎ 25-3400
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８月 情報カレンダー
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、急遽中止・延期になる場合があります。

1月

●萩・花火大会/20：00～/三見、玉江浦、浜崎、越ケ浜、大井
●菊ヶ浜海水浴場海開き（～28日）/9：00～/菊ヶ浜海水浴場
●萩八景遊覧船運航 日本海観賞コース（～28日）/9：00～/指月橋そば
●特別展示「日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸ー伝統工芸のチカラ展」 
　（～ 28 日）/9:00 ～ / 山口県立萩美術館・浦上記念館
●むつみ昆虫王国（～８月中旬）/9:00～/むつみ昆虫王国
●萩八景遊覧船運航 夕陽観賞コース（～31日）/日没の30分前～/指月橋そば
●夏期特別展「めざせ！貝のトレジャー王国！」/（～9/19）/9：00～/萩博物館
●企画展「海外の絵入り新聞に見る幕末維新」（～11/27）/9:00～/萩・明倫学舎
●萩八景遊覧船運航（～11/30）/9:00～/指月橋そば
●「読書感想文・画」の課題図書展示（～9/30）/9:00 ～/ 萩図書館
●夏の宿題大作戦（～9/30）/9:00～/萩図書館
●おはなしの森（毎週月・金曜日）※15日は休み/11:00～/子ども図書館

外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

2火

●ほっこり癒しの筆文字展（～31日）/9:00～/明木図書館
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/10:00～/からふる
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

3水

●市役所ロビーコンサート（ポップスボーカルとピアノのコラボレーション）/12:15～/　
　市役所ロビー
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/9:30～/児童館

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

4木

●夏休み工作会「作ってあそぼう！クレーンゲーム」/10:00～/明木図書館
●ピヨピヨ「おまつりごっこ」/10:30～/児童館
●工作教室「エコクラフトバッグを作ろう」/13:30～/児童館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

5金

●おはなしの日/10:00～、13:30～/須佐図書館
●やってみよう 実験！/10:20～、13:50～/須佐図書館
●夏休み絵画教室（12、19日）/14:00～/明木図書館
●人権相談/9:30～/川上総合事務所
●行政相談/10:00～/旭活性化センター

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
ふじわら（22-0781）
花宮（25-8738）

6土

●お宝さがしゲーム/11:00～/児童館
●おはなし会おひさま（20、27日）/14:30～/子ども図書館
●夏休みふれあいコンサート～音楽で世界を旅しよう～/15:00～/萩図書館

外科
内科
小児科

兼田（22-1113）
全眞会（22-4106）
いわたに（24-2100）

7日
●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●むつみひまわりロードフェスタ/10：00～/むつみ物産販売交流施設

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 弥富

（08387-8-2311）

8月
外科
内科

大藤（21-0002）
みやうち（25-2500）

9火

●夏休み工作会「作ってあそぼう！おみくじ」/10:00～/明木図書館
●心配ごと相談/9:30～/須佐保健センター
●行政相談/13:30～/川上公民館

外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

10水

●ベビーマッサージ教室/10:00～/児童館
●工作教室「アロマクラフトワークショップ」/13:30～、15:00～/児童館
●おはなし・あそびの会/15:30～/明木図書館

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

11木
●カサヤマボルケーノピクニック（～12日）/10:00～/笠山山頂園地
●テーマ展「夏の彩り ～近世と益田家の花火～」（～10/10）/9:00～/須佐歴史民俗資料館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 須佐

（08387-6-2540）

12金
●だんすダンス！（26日）/19:00～/児童館
●行政相談/10:00～/むつみ農村環境改善センター

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
わたぬき（25-2020）
花宮（25-8738）

13土 ●萩・万灯会（迎え火）/19:30～/大照院 外科
内科

かわかみ（21-7538）
ふじわら（22-0781）

14日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 齋藤

（08388-2-2838）

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談
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※萩図書館行事については、人数制限等ある場合があります。詳細は、萩図書館（25-6355）までお問い合わせください。

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談

15月 ●萩・万灯会（送り火）/19:30～/東光寺 外科
内科

田町（24-1234）
中嶋（22-2206）

16火
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/11:00～/からふる
●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター

外科
内科

玉木（22-0030）
柳井（22-0748）

17水
●元気なときにかかる医者/10:30～/児童館
●国際交流員の英語で読み聞かせと遊び/16:00～/子ども図書館

外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

18木
外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

19金 ●行政相談/9:00～/福栄農業担い手育成センター
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

20土 ●はぎマルシェ/9：00～/中央公園 外科
内科

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

21日
●新型コロナウイルスワクチン集団４回目接種/9：00～/総合福祉センター
●ペーパークラフト教室/14:00～/萩図書館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

22月
外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

23火
●愉しい音読会/11:00～/萩図書館
●心配ごと相談/13:30～/川上総合事務所

外科
内科

萩むらた（25-9170）
柳井（22-0748）

24水
外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

25木 ●子育て相談/10:30～/児童館 外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

26金 ●おはなしの日&あそびの日/10:00～、13:30～/須佐図書館
外科
内科
小児科

兼田（22-1113）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

27土
●ザ・卓球/10:30～/児童館
●みんなでミュージック/13:30～/児童館

外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

28日

●マイナンバーカード臨時窓口開設日/9：00～/市役所本庁
●リサイクル雑誌/９:00～/萩図書館
●めざせゲームマスター/13：30～/児童館

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

29月
外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

30火 ●心配ごと相談/13:30～/総合福祉センター
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全眞会（22-4106）
花宮（25-8738）

31水
外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

★保健ガイドは、20 ページに掲載しています。

※月～金曜の当番は18:00 ～22:00、土曜の当番は12:00 ～22:00、日曜・祝日の
当番（休日急患診療センター）は9:00 ～12:00、13:00 ～16:00、17:00 ～22:00、
歯科は9:00 ～12:00、13:00 ～15:00、阿北（萩地域以外）は8:30 ～17:30
※掲載日以外の小児科は、内科で対応します。
※日曜日・祝日の外科は休日急患診療センターで対応します。
※救急医療は急患のためのものです。

夜間・休日当番医の診療時間

（受付時間19:00〜翌朝8:00）

＃８０００電話相談
小児救急医療
にかかる前に

萩・阿武

24時間年中無休・無料
☎ 0120-506-322へ

急病時の相談や、医療・健康
に関することは、

■当番医が変わった場合　消防テレホンサービス（☎ 25-7474）、萩・阿武健康ダイヤル 24 で確認してください。

受付時間　21:30 まで
診療時間　22:00 まで
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山口県央連携都市圏域となった 7 市町の多彩な情報を紹介します。
市内のイベントと合わせて、お出かけしませんか？

　約 4,000 発の花火が彩ります。
８月５日㊎　20:30 ～ 21:10

防府天満宮
  ☎︎ 0835-23-7700

防 府

８月 18 日㊍～ 28 日㊐
　9:00～17:00

クリエイティブ・スペース赤れんが
　☎︎ 083-928-6666

山 口

①８月11日㊍㊗、②８月21日㊐
　いずれも 14:00 ～

秋吉台国際芸術村
  ☎︎ 0837-63-0020

美 祢

８月 20 日㊏・21 日㊐
ときわ公園
ときわ公園課 　

　☎︎0836-54-0551

宇 部

８月６日㊏　18:00～21:00 
※雨天時は８月７日㊐に順延

小野田運動公園
小野田商工会議所 ☎︎ 0836-84-4111

８月６日㊏まで　12:58 ～
JR 津和野駅周辺
商工振興課 ☎︎ 0856-72-0652

津和野「森鷗外100年ぶりの里帰り」
「津和野駅開業100周年記念
セレモニー」

①秋吉台ミュージックアカデミー&
②ホルンスタジオ ガラ・コンサート

企画展「TANAKA YONEKICHI 
Exhibition 田中米吉という宇宙」

TOKIWA
サマーフェスティバル

おのだ七夕祭り2022 ～
花火は8時だョ! 全員集合!!

防府天満宮御誕辰祭
大花火大会

第
２
回

日
本
百
名
山

赤
城
山
の
魅
力
を
お
伝
え
し
ま
す
！

カヌーで大沼を堪能 鳥居峠からのぞむ雲海

　前橋市の北部に位置する赤城山は、日本百名山や日本百景に名を連ねる群馬県を代表
する名山で、美しい景観と、山岳アクティビティを楽しむことのできる一大観光スポッ
トです。連載企画第２回は、赤城山の魅力をお伝えします！
　標高 1,828 ｍの黒

く ろ び さ ん

檜山を主峰とする雄大な赤城山。赤城山の魅力を語るうえで外せ
ないのは、山頂からの景色！絶景ビューポイント「鳥居峠」では、眼下に広がる果てし
ない関東平野を目にすることができます。日が沈むと、約100km先の東京スカイツリー
まで連なる夜景と、頭上に広がる満天の星のコントラストを満喫できます。初夏から晩
秋にかけては、気候条件に恵まれると、早朝の朝焼けでピンク色に染まる雲海にも出会
えるかもしれません。
　山頂付近の大沼湖畔では、キャンプやカヌー、釣りなどのレジャーも楽しむことがで
きます。群馬県民なじみの郷土かるた「上

じょうもう

毛かるた」で「裾野は長し赤城山」と詠まれ
るほど、裾野がなが～く広がる赤城山は、山麗にもさまざまな観光スポットが点在して
います。前橋が誇る赤城山の魅力をぜひ体感してください。

①「津田海岸シーカヤック体験」
　料金：小学生以上 4,200 円（税込、保険付き）
②「朝活　－座禅と真砂豆腐の朝ご飯」
　料金：大人（中学生以上）3,000 円（税込）

益田市観光協会　☎︎ 0856-22-7120

体験プログラム（申込制）

ながと路 美しい自然、豊富な海と山の幸、 そしてロマン溢れる歴史と文化がぎゅっと
詰まった 山口県北部と島根県西部にまたがる「ながと路」のイベント情報

益田市

↑ Akagi Trip

↑その他の
コンテンツ
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萩城下町

JR東萩駅JR東萩駅

明倫小

萩博物館

ゴール地点

スタート地点

市民体育館

阿武川

•萩スタジアム

萩ウェルネス
パーク

松
本
川

松下村塾

道の駅道の駅
萩しーまーと萩しーまーと鶴江台

雁島橋

萩橋

菊ヶ浜萩城跡
（指月公園）

指月山

萩市役所

橋本橋橋本橋
椿大橋椿大橋

玉江橋玉江橋

橋
本
川

常盤橋常盤橋

JR玉江駅

中津江橋中津江橋

JR萩駅JR萩駅

松陰大橋松陰大橋

松本大橋松本大橋

＝コース
＝コース変更

JR東萩駅JR東萩駅

男性 2,000 円、女性 1,500 円
8 月 20 日㊏までに、㈱ネクスト・

　ステージへ　☎︎ 083-250-6519
　※定員に達し次第、キャンセル待ち。

企画政策課　☎︎ 25-3102

萩ウェルネスパーク
■競技種目
　◎ハーフマラソン（高校生以上）　
　　 1,700 人
　◎５K ｍの部（中学生以上）　
　　 300 人

一　般　5,000 円
　高校生　2,500 円
　中学生　2,000 円

９月 30 日㊎までに、専用 HP から
　※各種目とも定員になり次第締切

萩城下町マラソン 2022
維新の里 萩城下町マラソン実行委員会事務局

　（スポーツ振興課内） 　☎︎25-7311
参加者募集！
申込 7/30㊏～

12 月 11 日㊐　10:00 スタート　

ゲストランナー
川内 優

ゆ う き
輝

各地域・地区の盆踊り大会
文化・生涯学習課　☎︎ 25-3590

日程 地域・地区
８月 13 日㊏ 河添
８月 14 日㊐ 大島、弥富
８月 15 日㊊ 須佐

地域・地区等
平安古、江向、中小畑、後小畑、沖原、大屋、玉江、
玉江浦全区、大井港、大井浦、川上、江崎、小川、
鈴野川、吉部、高俣、明木、佐々並、福川、紫福

◆開催する地域・地区

◆開催中止を決定した地域・地区

※ 三見、三見浦、本村・宇津（見島）、平原・横貝、
京場、平蕨は未定

　８月１日㊊から、中級・上級コースの申込受付を開始
します。初級コースは、いつでも無料で受検できます。

12月４日㊐（中級・上級コース）
総合福祉センター

■受験資格　中級は初級合格者、上級は中級合格者
１科目1,000円（高校生以下500円）
11月14日㊊までに、申込用紙（萩検定HPからダウン

　ロード可）を郵送、FAX、またはHP専用フォーム（必着）
萩検定実行委員会事務局

　（まちじゅう博物館推進課内）
　☎︎ 25-3290、FAX 25-3142

第４回 萩検定「中級・上級コース」
８月１日から申込受付開始！

夏の夕陽に染まる恋♡
遊覧船deサンセット恋活参加者

８月 27 日㊏　15:00 ～ 21:00 （14:30 受付）
萩セミナーハウス（堀内）
20 歳～ 39 歳 の男女各 30 人

　①現在独身で交際相手のいない方
　②萩市・長門市・美祢市に在住の方、または結婚
　　を機に３市に定住する意志のある方

募集

○名探偵コナン ハロウィンの花嫁　8/16 まで
○クレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝　8/16 まで
○シン・ウルトラマン　8/18 まで
○ハッピーバースデイ　8/19 ～ 12/23（萩の映画ができました）

ツインシネマ 最新情報は
こちらから⇒☎︎ 21-5510

佐々部清監督追悼映画祭（8/5 〜 18）・HAGI 萩 ibasho 映画祭（8/19 〜 21）開催！

↑詳細は
こちらから
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萩・花火大会2022

※悪天候の場合は、２日に順延

大照院　
萩市観光協会　☎︎ 25-1750

迎え火 ８月13日㊏
19:30 ～21:30 

送り火 ８月15日㊊
19:30 ～21:30 

萩・万灯会 　毛利氏の菩提寺である大照院・東光
寺で、それぞれ 500 基を超える石灯
籠にろうそくの火が灯されます。

東光寺
東光寺　☎︎ 26-1052

三見、玉江浦、浜崎、越ケ浜、大井
注意事項：無観客開催のため、観覧席、駐
車場等はありません。

８月１日㊊ 20:00 ～ （10 分以内）

今年の花火大会は、コロナ感染症の拡大防
止のため、規模を縮小して、短時間で実施す
るとともに、市内５カ所に分散して開催いた
します。密を避けて花火をお楽しみください。

萩観光キャンペーン

◆学舎維新祭　幕末史料レプリカで遊ぼう！
　 8 月 1 日㊊～ 31 日㊌
　 萩・明倫学舎　幕末ミュージアム
◆学舎維新祭　幕末史料に触れてみよう！
　 8 月の日曜日
　 萩・明倫学舎　幕末ミュージアム
◆かくれ萩にゃん。を探せ！
◆家紋スタンプラリー（参加賞あり）
　 8 月 31 日㊌まで
　 萩・明倫学舎（一部有料ゾーン有）
　 萩・明倫学舎推進課　☎︎ 21-2018

萩・明倫学舎イベント

萩・明倫学舎入館者 100 万人達成！

　市民ギャラリーが開設され、オープニン
グとして、「あなたが主役！萩市みんなの
アート展 2022」を開催します。

９月１日㊍～ 29 日㊍
文化・生涯学習課　☎︎ 25-3511

○観光課移転のお知らせ
　観光課は、市役所から萩・明倫学舎３号
館１階へ移転します。
■移転日　８月 29 日㊊から

観光課　☎︎ 25-3139

　「はぎポルト（旧・萩暮らし応援セン
ター）」を通じた萩市への移住世帯数が、
平成 18 年 8 月の開設から累計で 400 世
帯となりました。
　400 世帯目となった須

す だ
田さんと西

にしさこ
浴さ

んに、市長より記念品が贈呈されました。

萩市への移住世帯
400 世帯到達！

　7 月 16 日、萩・明倫学舎入館者数 100 万人を達成
しました。記念すべき 100 万人目の入館者は、山口
市の杉山大

だ い ち
知さんとそのご両親でした。「歴史が好き

なので、初めて立ち寄りました。100 万人目になれ
て嬉しい。」と喜んでいました。
　セレモニーでは田中市長とくす玉を割り、記念品を
受け取りました。また、中庭では「大板山たたら太鼓
同好会」の皆さんに、お祝いの演舞で盛り上げていた
だきました。

萩・明倫学舎３号館オープン！９
１
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ピアノと室内楽アンサンブル　
ブラス・クインテット　市民の皆さんと一緒に、参加型健康づくりイベ

ントを開催します。
8 月 28 日㊐　9:30 〜 12:00
市民館 小ホール ほか

■イベント紹介

市 HP から事前申込
健康増進課　☎︎ 26-0500

萩市健康フェア 2022
「ぶち楽しい 夏の笑

え
ん日

にち
」

子育てまつり バルーンアート、しゃぼん玉、釣り遊
びほか

食育フェア ミニゲーム、展示、レシピ配布ほか
歯と口の健康
コーナー

歯科医師・歯科衛生士による歯と口の
健康相談（歯科衛生グッズプレゼント）

健康づくり啓発
コーナー

乳がん自己触診モデル体験・手洗いチ
ェッカーによる手洗い方法の確認ほか

からだ健康応援
コーナー

血管年齢測定・骨密度測定、パルスオ
キシメーター体験、萩にゃん健康チャ
レンジ紹介、ウン知育（クイズ参加者
へプレゼントあり）ほか

出張オレンジ
カフェ

認知症予防体験コーナー、もの忘れ相
談会・活動展示

健康ダイヤル 24
啓発コーナー ダーツコーナー

　農家さんオススメの季節野菜はもちろん、萩産農水
産物を使った加工品を購入することができます。

８月 20 日㊏　9:00 ～ 13:00　　 中央公園
※出店情報など詳細は公式 FaceBook、
　Instagram をご覧ください。
★出店者、ステージ出演者を随時募集
　しています！

農政課　☎︎ 25-4192はぎマルシェ
８月は朝から開催！

Facebook

Instagram

市 HP

 　国内オーケストラのトップクラスの
演奏家が一同に集います。

11 月 6 日㊐　15:00 ～（開場 14:30）
　※ 11:00 からは山口県立萩美術館・浦上記念館で
　　演奏会を開催（入場無料）

市民館 大ホール
■曲目　ベートーベン ピアノソナタ第 23 番「熱情」
　他、東京メトロポリタン・ブラス・クインテットに
　よる金管五重奏曲、「花燃ゆ」等

一般 3,000 円、25 歳以下の学生 1,500 円（未就
　学児の入場不可）、特別料金価格、全席指定（2 公
　演購入希望者は、１公演目購入時に割引券を取得し、
　2 公演目は割引券提示で 2,000 円で購入）
■販売開始日　8 月 13 日㊏
■販売場所　文化・生涯学習課、各総合事務所、支所・
　出張所、アトラス萩店、サンリブ萩、萩楽器店
　※割引券取扱いは文化・生涯学習課のみ

文化・生涯学習課　☎︎ 25-3511
　※出演者等については市 HP をご確認ください。

元気やまぐち創造プロジェクト

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎ 24-2400

８月 28 日㊐まで
〈出品作家によるトーク〉
いずれも11:00～12:00　 20人
８月 7 日  新庄 貞嗣 氏
　  14 日  岡田 泰 氏
     21 日  渋谷 英一 氏

一般1,500 円、学生1,300 円、70 歳以上1,200 円
※ 18 歳以下無料、普通展示も観覧可。
○アートフェスティバル2022

8月6日㊏、7日㊐　9：00～17：00
　子どもから大人まで楽しめるトークや
イベント、ワークショップなど盛りだくさん！
※要予約のイベントは先着順
　満席の場合あり（要観覧券）

電話またはWebで
◎公式ツイッター 最新情報更新中！

渋谷英一≪黒彩器－相－≫
2019 年個人蔵

公式 HP

公式 Twitter

《特別展示》
日本工芸会陶芸部会 50 周年記念展
未来へつなぐ陶芸－伝統工芸のチカラ展
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のののののの トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国トレジャー王国貝貝貝貝貝貝
　世界から日本、そして萩の貝約２千種類を展示。会場内で特に人気
があるのは「ナンヨウダカラ」！
　会場入り口で配られる「シェリングカード」に書かれたミッション
をクリアしながら巡る、体験型の親子向け展示会です。ミッションを
クリアしてカード裏面のアンケートにも答えると、抽選でステキなプ
レゼントが当たる！

関連イベント

※土日祝やお盆は混雑が予想されます。平日のご来館がおすすめです。

【完全予約制】新型コロナウイルス対策のため、今夏も展示観覧は
完全予約制です（当日予約・スマホ予約可）

９月４日㊐　12:00 ～ 13:00 頃　※荒天時は９月 11 日㊐
江崎漁港（現地集合）
小学生以上（小学生は保護者同伴、保護者１人につき２人まで）
20 組程度

　※応募者多数の場合は抽選
大人 2,800 円、小人 1,800 円
萩博物館 HP 内の専用ページより、８月 21 日㊐までに応募　　

■協力　江崎定置網、山口県漁協江崎支店

　江崎漁港で水揚げされたシュモクザメやマンボウなど、めったに見る
ことができない、ホンモノ・ナマの珍魚・怪魚を観察・撮影・タッチング！

貴重体験！萩の珍魚・怪魚リサーチ

めざせ !!めざせ !!めざせ !!めざせ !!

■ 会期：９月 19 日㊊㊗まで（会期中無休）

萩博物館 夏期特別展

最新の情報を随時お届けします！
公式Facebook「山口県萩市」

市役所ロビーコンサート市役所ロビーコンサート市役所ロビーコンサート市役所ロビーコンサート

各地域・地区のゴミの
分別と出し方はこちらから→

ゴミは収集日の朝８時半までに出しましょう！

第９回
ポップスボーカルとピアノのコラボレーション
■演奏者　津室 ひとみ（ピアノ）
　　　　　秋山 紗希（ボーカル）
■曲　目　Everything、
　　　　　美空ひばり
　　　　　メドレーほか

８月３日㊌ 12:15～12:45 第10回
山口県内で活躍中のピアニストに
よる演奏
■演奏者　神木 涼（ピアノ）
■曲　目　糸（中島みゆき）、
　水の戯れ（ラヴェル）、人生のメ
　リーゴーランド（久石穣）ほか

９月７日㊌ 12:15～12:45

　開催日は高杉晋作の誕生日で
す。晋作についてのあれこれをお
話します。

８月 20 日㊏　13:30 ～
　（約 40 分）
※予約不要・参加無料
　（ただし、観覧料は必要）

「高杉晋作資料室」
ギャラリートーク


