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モニュメント中央に設置されたキーストーンの説明を受ける
麦川小学校の生徒のみなさん

   海軍キーストーンは、旧海軍省によって1908年に開坑した
桃ノ木上層坑口に設置されていた要石です。旧海軍のシンボル
であったサクラとイカリのマークが刻まれています。



麦川の石炭について学ぶ～ジオ学習～

＼ 美祢市公設塾mine to  ／

　3・4年生は、1学期から総合的な学習の時間に麦川の石炭について調べてきました。2学期になり、ジオ学習
として、世界ジオパーク推進課の中川さんとジオガイドの楢崎さんを招きキーストーン、荒川水平坑跡、白岩
住宅跡地を実地見学し、麦川地区が石炭と深くつながっていることを学びました。さらに無煙炭は、高温で燃
えるが煙が出ない良質な石炭であることを実際に火をつけて実験しました。児童は、他の石炭との燃え方の違
いに驚いていました。地域学習を通して、自分のふるさとを知り、郷土を愛する心を育てたいと思います。

2021年12月号 表 紙

麦 川 小 学 校

具体的には、ひとつのテーマごとに計4回で実施をしています。
●そのテーマにかかわる様々な情報を得るための3回の授業　●そのテーマに携わる「プロ」をお呼びしての授業

　minetoではこれからも、様々な面白い世界やその道のプロと呼べる方の
生き方と出会える場をたくさん作っていきます!!

 公設塾mineto では、塾生を随時募集しています ! !
　この記事を読んで、「通ってみたい！」「通わせてみたい！」と思ってくだ
さった中学生の皆さん、保護者の皆さん、お気軽にお問い合わせください。

好奇心のトビラ授業～宇宙編～を実施しました！
　minetoでは、毎週水曜日に「好奇心のトビラ授業」を実施しています。

「もっと知りたい！」という意欲や「こんな生き方をしたい！」というワクワク感を大切に、
自分の未来を描いていくことを目的としたプログラムです。

●申込み・問い合わせ先　 
  美祢市公設塾mineto  
  美祢市大嶺町東分358-1（旧美祢市消防本部）〔☎0837（53）0311〕〔　kousetsujuku.mineto@gmail.com〕

10 月は、「宇宙」をテーマに授業を行いました。
第 2 回目となる 10 月 13 日には、宇宙についての「プロ」、宇部市宇宙教育推進協議会天文部門主任の西村文音（もね）
さんをお呼びし、特別授業をしていただきました !
独特の語り口で語られる果てしない宇宙の世界に、ぐいぐい惹き込まれる生徒たち。
中でも一番盛り上がったのは「天体望遠鏡で星をみよう！」の時間です。
もねさんに望遠鏡を持ってきていただいたのですが、高校生の時に自分でお金を貯めて買ったという天体望遠鏡、な
んと 300 万円・・・!!
その値段に仰天しながらも、この望遠鏡をお借りして、生徒たちは一生に幾度とない機会であろう夜空の天体観察を
しました。月の表面や土星の輪がくっきりと見え、生徒たちからは「すごい !!」と感嘆の声が挙がっていました。
もねさんからは、「なぜ宇宙の世界にのめり込んだのか？」「なぜそれを今仕事にしているのか ?」
についてもお話していただき、中学生の生徒たちにとって、自分の未来についても真剣に思いを巡らせるきっかけに
なったのではないかと思います。



　美祢市功労者表彰は、市の発展のために尽くされ、

自治・社会事業などの分野において他の模範となる

成績・業績の優秀な人や社会公共のために多額の

寄附をされた人に贈られるものです。

　11 月 4 日木、第14回目の美祢市功労者表彰式を

市役所議事堂で行い、 3人と 4団体に表彰状、 3人に

感謝状を贈りました。 受賞された人のご功績を紹介

します。

　主に社会福祉法人美祢市社会福祉協議会会長として、地域社会の住民福祉活動の推進に尽力されました。

美祢市功労者表彰

社会福祉功労者 弘利 眞勝（ひろとし まさかつ）氏［豊田前町］

　一般社団法人美祢市観光協会会長として美祢市の観光振興に尽力されました。
産業功労者 山本　 勉（やまもと つとむ）氏［美東町］

　髙山産業株式会社に入社以来、２６年の永きにわたりその職務に精励されました。
優良勤労者 貞弘　 孝（さだひろ たかし）氏［大嶺町］

優良団体

一般社団法人 美祢市医師会 会長   札場 博義（ふだば ひろよし）氏［美祢市］
一般社団法人 美祢郡医師会 会長   竹尾 善文（たけお よしふみ）氏［美祢市］
一般社団法人 美祢歯科医師会 会長   五嶋 賢司（ごとう けんじ）氏［美祢市］

　新型コロナウイルス感染対策における医療従事者や市民への安全かつ迅速なワクチン接種に尽力されました。

美祢薬剤師会 会長　松村 将史（まつむら まさふみ）氏［美祢市］

　通学路の整備等、子供の安全確保に資するため、美祢市に多額の寄附をされました。

多額寄附者

安永機工株式会社 代表取締役　故　安永 忠義（やすなが ただよし）氏［大嶺町］

宇部マテリアルズ株式会社 代表取締役社長　西田　 宏（にしだ ひろし）氏［宇部市］

　社会公共のため、美祢市に 100 万円の寄附をされました。

石田採石株式会社 代表取締役　石田 修詳（いしだ のぶよし）氏［大嶺町］

令和3年 秋の叙勲・褒章

瑞宝単光章
　昭和 53 年秋芳町消防団員を拝命以来、消防団員として 36 年間、 数多くの災害現場で活躍されました。 この間、分団長、副分団長
などの要職を歴任され、消防本部と消防団の活動連携強化に努めるとともに、市民の安全・安心の確保にご尽力されました。

　11 月 3 日水に「令和 3 年秋の叙勲」が発表され、本市から、消防の分野で功労が認められた次の方々が受章の栄に浴さ
れました。 受章おめでとうございます。

瑞宝単光章 【消防功労】　末岡　正明 （すえおか まさあき） 氏   [大嶺町]  （元 美祢市消防団 分団長）
　昭和 57 年美祢市消防団員を拝命以来、 消防団員として 38 年間、数多くの災害現場で活躍されました。 この間、分団長、副分団長
などの要職を歴任され、組織体制の強化に努めるとともに、市民の安全・安心の確保にご尽力されました。

【消防功労】　林　英行 （はやし ひでゆき） 氏   [秋芳町]  （元 美祢市消防団 分団長）

後列左から竹尾氏、實能田氏（五嶋氏代理）、松村氏、杉山氏（西田氏代理）、石田氏
前列左から貞弘氏、弘利氏、篠田市長、竹岡市議会議長、山本氏、札場氏



　新たに12歳になった人や転入された人で未接種の人、諸事情により接種できなかった人で接種を希望される人は、下記
日程のとおり接種を行いますので早めの予約をお願いします。

● 接種日程・医療機関　以下の2医療機関において接種を行います。

● 注意事項
　新型コロナウイルスワクチン接種の前後2週間は、 インフルエンザや子宮頸がんワクチン
　など他のワクチン接種を受けることができません。 接種を予定している方はご注意ください。

12月以降の新型コロナウイルスワクチン接種について

医療機関名

接種開始時間

接種日程

12月1日水

12月22日水

1月12日水

 2月2日水

12月6日月
12月27日月
1月17日月
2月7日月
2月28日月

美祢市立病院

ワクチン ファイザー社製

（注）接種率、予約状況等により日程等を見直す場合があります。

美祢市立美東病院

♦16：00～ ♦15：00 ～  ♦15：30 ～

3週間（1回目予約時に2回目の予約を同時に行います。）

美祢市新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
〔☎0837（52）5670〕〔　0837（52）5671〕  受付時間8：30～17：15（平日のみ）

接種間隔

予約先

　新本庁舎整備事業については、11 月の市議会臨時会で、新本庁舎建設工事における請負契約が可決されたことにより、
事業者との契約を締結しましたので、この度建設工事に着手することとなりました。これから令和 5年 3月の竣工に向けて、
新本庁舎建設工事を進めていきます。

※現庁舎解体工事や外構工事などは令和５年度以降の予定です。

新本庁舎建設工事新本庁舎建設工事 が始まりました

市民会館側から見た外観イメージ市民会館側から見た外観イメージ

施工業者〔契約締結日　令和３年 11月２日〕今後のスケジュール
安藤ハザマ・秋山建設・大和建設
特定建設工事共同企業体

中電工・平和電業社特定建設工事共同企業体

【請負金額  1,635,700,000 円】

【請負金額  214,500,000 円】

【請負金額  360,800,000 円】
機械設備工事 中電工・大和建設特定建設工事共同企業体

・問い合わせ先 総務課〔☎0837(52)9219〕

建 築 工 事

電気設備工事

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和５年５月
開庁予定

引っ越し

基礎 躯体 仕上げ
建設工事（約 17カ月間）



美祢市発地域ブランド
Mine Collection
～ミネコレクション～
申請商品を募集します

　12月は毎年恒例のクリスマス会です。
サンタさんがプレゼントを持って登場し
ます！初めてのパネルシアターもあり
ます。ぜひご参加ください。
●日時　12月4日土 10:00～11:30
●場所　サンワーク美祢 多目的ホール
●参加費　無料
●持ってくるもの
　お茶、はさみ、のり、マーカー等
●申込先・問い合わせ先
　syoutaro@c-able.ne.jp
　（にこにこファミリーズ）
参加される保護者氏名、子どもの氏名・
生年月日、住所、連絡先をメールで送っ
てください。
※新型コロナウイルス感染症対策に
　ご協力ください。感染症拡大状況等
　により中止・延期等内容を変更するこ
　とがあります。

にこにこファミリーズ

●日時
　①令和4年1月8日土 10:00～11:30
　②令和4年1月23日日 14:00～15:30
　③令和4年2月12日土 10:00～11:30
●場所
　① ③美祢市勤労青少年ホーム
　②美祢市民会館
●対象　日本語学習を希望する県内在住
　外国人10人（先着順）
※教室のサポートのため日本語学習支援
　に関心がある日本人も10人程度募集
●講師　県内の日本語講師
●参加費　無料
●申込方法　電話・ＦＡＸ・Ｅメール・来
　庁のいずれかによる
●申込期限　令和４年１月５日水（必着）
　※定員になり次第締切
●申込み・問い合わせ先
　行政経営課
　〔☎0837（52）5226〕
　〔　0837（53）1959〕
　〔　gyouseikeiei@city.mine.lg.jp〕

外国人住民のための日本語教室

　山口県埋蔵文化財センターが2019年
度に県内各地で実施した発掘調査成果
を見ることができます。市内の遺跡とし
て秋芳町岩永本郷地区堀の内(ほりのう
ち)・川東(かわひがし)・土井敷(どいしき)
遺跡の調査成果も展示されます。
●会期　12月1日水～12月26日日
●会場　長登銅山文化交流館
●観覧　無料

●表題　「生産遺跡と文字資料（木簡）」
●講師　山口県埋蔵文化財センター
　　　　宮下 孝優(みやした こうゆう)氏
●日時　12月5日日 10:30～12:00
●会場　長登銅山文化交流館
●定員　15人 ※事前予約要
下記まで電話でお申込みください。
●申込み・問い合わせ先
　長登銅山文化交流館
　〔☎08396（2）0055〕

（公財）山口県埋蔵文化財センター
長登銅山文化交流館共催
巡回展示「発掘された山口」

　当市が誇る地域資源をもとにつくられた商品を
ブランドとして認定し、国内外により広く発信して
いくためにMineCollection（通称：ミネコレ）の認定
を行っています。
　今回、令和３年度の申請商品の募集を行います。

● 募集期間 12月１日水～22日水
● 申請の要件
　①申請者　市内に居住する人、 事業所がある企業や団体で、ミネコレに対して熱い思いを持っていること。
　②商　品　市内でとれた原材料を使った農産物・食料加工品など美祢市ならではのストーリーを有し、　
　　　　　　他にないオンリーワンな商品。
● 認定の流れ
　申請された商品は市長が任命した審査員による審査を受けます（プレゼンテーションや試食の提供を
　行っていただきます）。 市長は審査会の意見を参考に認定を行います。
　※今年度の審査会は２月～３月中旬頃を予定しています。
● 認定を受けると・・・①美祢市を代表する商品として、 広く発信していきます。
　　　　　　　　  ②市のホームページやミネコレパンフレットに掲載します。
　　　　　　　　  ③事業拡大や販路拡大につながる取組をサポートします。
● 申込み・問い合わせ先　六次産業化振興推進協議会事務局（農林課内） 〔☎0837（52）1115〕

巡回展示に伴う記念講演

新本庁舎建設工事



応募資格
●保育士 (D) については、保育士資格を有する人（令和 4 年 3 月までに取得見込の人を含みます。）
●介護認定調査員 (F) については、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、
　作業療法士のいずれかの資格及び普通自動車第 1種免許を有する人
●介護予防支援員 (G) については、介護支援専門員証の交付を受けた人又は社会福祉士若しくは保健師の資格を有し、
　普通自動車第１種免許を有する人
※2　次の３区分となります。[①１日７時間の週５勤務：30 人程度　②１日 7.75 時間の月 15 日勤務：15 人程度　③その他：若干名 ]
※3　給与は、フルタイムの場合は「給料」として、パートタイムの場合は「報酬」として支給します。また、パートタイムについて、一日の
　　　勤務時間が固定されている場合は、時給でなく日額を用いる場合があります。なお、金額はいずれも令和 3年４月１日現在の額です。
※4　給食調理員で調理師免許保有者は、フルタイム月額 150,600 円～（保育園（Ｃ）のみ）、パートタイム時給 925 円～となります。
※5　児童クラブ支援員で放課後児童支援員の資格保有者は、パートタイム時給 960 円～となります。
※6　次の２区分となります。[①１日７時間の週５日勤務　②１日 7時間の月 15 日勤務 ]
※7　次の２区分となります。[①１日７時間の週５日勤務　②１日 7.75 時間の月 15 日勤務 ]

●フルタイムとは、１週間当たりの所定労働時間が常勤職員と同じ職員
　パートタイムとは、１週間当たりの所定労働時間が常勤職員より少ない職員
●任期は１会計年度内（令和 4 年４月１日～令和 5年３月31日内。短期任用の場合もあります。）です。
　なお、再度の応募は可能です。
●保険等：勤務条件により、社会保険（協会けんぽ（又は共済組合）及び厚生年金）、雇用保険、労災保険（又は公務災害補償）
　　　　　が適用となります。（※令和４年10月から全ての職種の社会保険は共済組合へ移行予定）

一般事務

Ａ
職種区分

ー

週３～５日程度

ー

７時間45分以内

ー

時給897円～

（共通） フルタイム……通勤手当、期末手当、時間外・休日勤務手当、退職手当 など         　パートタイム…通勤手当相当、時間外・休日勤務手当相当、期末手当

勤務日
フルタイム

パートタイム

パートタイム

パートタイム

フルタイム

フルタイム

１日の
勤務
時間

　※3
給与

諸手当

休暇等

Ｂ Ｃ Ｄ
給食調理員 保育士

Ｅ
児童クラブ支援員

週５日

年間160～200日程度

７時間45分

６時間30分

月額164,700円～
※4 時給897円～

総務課（本庁２階）
〔☎0837(52)1111〕

申込み・
業務内容の
問い合わせ先

教育総務課
（第１別館３階）

〔☎0837(52)5260〕

地域福祉課（本庁１階⑩窓口）
〔☎0837(52)5228〕

週５日

週３日程度

７時間45分

３時間～6時間30分
※4 月額146,100円～
※4 時給897円～

フルタイム 4人
パートタイム 30人程度

週５日（担任あり）

週３日程度（担任なし）

７時間45分

３時間～７時間45分

月額163,100円～

時給960円～

パートタイム 30人程度

ー

週２～4日程度（要相談）

ー

３時間～７時間45分

ー
※5 時給897円～

一般事務業務内容 給食調理の業務 保育士の業務 支援員業務

募集人員 フルタイム ６人
パートタイム 10人程度パートタイム 45人程度

フルタイム 若干名
パートタイム 30人程度

本庁、総合支所、
別館、出先等

勤務場所 学校給食調理場 保育園 保育園等 児童クラブ

無免許等の有無 無 有
「応募資格」のとおり 無

（共通） 有給休暇…年次有給休暇、忌引、子の看護休暇　など            無給休暇…産前・産後の休暇、病気休暇、介護休暇　など

令和４年度
美祢市非常勤職員（会計年度任用職員）を募集します
令和４年度
美祢市非常勤職員（会計年度任用職員）を募集します

申込期限は令和4年１月14日金17時まで申込期限は令和4年１月14日金17時まで
※１※１

　※2

募集全職種共通



申込みにあたって

左の「申込みにあたって」をご覧ください。
1 必要書類を準備

申込みの流れ

Ｆ Ｇ
介護認定調査員 介護予防支援員

次の①～③をご準備ください。（③は免許等が必要な職のみ）
①応募申込書　申込書は、本庁1階受付、各総合支所窓口に設置しています。
　また、12月1日水から、市ホームページからダウンロードできます。
②市販の履歴書（顔写真を貼付のこと）
③資格証書等の写し

3 登録
面接を経て、採用候補者となり得る場合は候補者名簿に
登録します。

4選考結果通知
登録者のうち、配属先の勤務条件と合致する人の中か
ら採用者を選考し、結果については、令和4年2月末を
目途に通知します。

2 応募・面談（兼面接）
  （申込期限：令和4年１月14日金）

申込書の提出時に面接を兼ねた面談を行います。
（30分程度）
まずは日程を調整しますので、総務課にお電話
ください。
•連絡先　総務課〔☎0837(52)1111〕
面接当日は、①と②の書類を持って市役所本庁
２階の総務課人事秘書班にお越しください。

「一般事務」（Ａ)の希望者

希望するそれぞれの職種の「申込み先」に①～
③（③は免許等が必要な職のみ）の書類を提出し
てください。
申込み先である担当課から、面接日を別途お知ら
せします。

「一般事務」以外（Ｂ～H）の希望者

高齢福祉課
（本庁１階⑬窓口）
〔☎0837(52)5229〕

パートタイム 若干名 パートタイム 若干名

介護認定者の認定に
係る調査業務

本庁、総合支所

有
「応募資格」のとおり

ー
※6 週３～５日程度

ー

ー

ー

７時間

ー ー

時給1,002円～ 時給1,002円～

地域包括支援センター
（本庁１階⑮窓口）
〔☎0837(54)0138〕

介護予防ケアプラン
作成業務

本庁

有
「応募資格」のとおり

※7 週３～５日程度

７時間45分以内

H
夜間支援員

パートタイム 若干名

ー

ー

ー

日額10,695円

美祢市共楽荘
〔☎0837(52)0584〕

入所者の夜間の
介助支援

美祢市共楽荘

無

月10日程度

17時～翌８時30分
（うち実作業時間:４時間程度）

【注意】それぞれに支給要件があります。
　　　　市の規程に基づき支給します。

【注意】それぞれに取得要件があります。
　　　　市の規程に基づきます。

令和４年度
美祢市非常勤職員（会計年度任用職員）を募集します

申込期限は令和4年１月14日金17時まで
※１

※1 非常勤職員（会計年度任用職員）について
　地方公務員の非常勤職員の任用 ( 雇用 ) 根拠となる法律
が大幅に改正されたことに伴い、これまで「臨時職員」
や「パートタイム職員」、「嘱託職員」等として任用 ( 雇用 )
してきた多くの職が令和２年４月から非常勤職員の一つ
の枠組みである「会計年度任用職員」に移行しました。
　これに合わせて、処遇 ( 給与や休暇等 ) 面が改善される
ともに、服務や処分については常勤職員 ( 正規職員 ) と同
等のものが課せられます。

美祢市公式キャラクター
ミネドン

一
般
事
務（
Ａ
）に
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い
て
、
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か
ら
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　市では、「これまで」と「これから」を見据え、日常生活と地域活動を支える拠点づくりを目的に、土地利用や整備に向けた 
方針の策定を進めており、方針策定の参考とするため、市民の皆さんが考える「こんなまちになって欲しい」など、みんなで意
見やアイデアを出し合うワークショップを開催します。皆さんの熱い想いをお聞かせください。

18歳以上の市内に在住する人、 市内に勤務し買い物などで各総合支所周辺を利用する人、 市内の団体
に属し各総合支所周辺に関わる人とし、 原則として、 各地域のワークショップ（全２回）に参加可能な人と
します。

（住宅に困窮する低所得者に対する住宅です。）

団地名住宅
番号

秋吉八重Ａ棟

池尻台１号
大嶺町東分
11313番地7

秋芳町秋吉
724番地2

秋芳町秋吉
724番地1秋吉八重B棟

募集
戸数

単身
入居

1戸

1戸

1戸

○

○

○

A

B

C

②申込み等について

①募集団地  公営住宅

①住宅の種類によって申込方法、 資格が異なります。
②入居の際には、 敷金（家賃の３ヵ月分）と連帯保証人２人、 身元引受人１人が必要になります。
※ご不明な点や条件等については、下記までお問い合せください。

④その他

※持家のある方は原則として申込みができません。  ※下水欄に「合」印がある団地は、合併浄化槽が設置してあります。

入居時期：1月下旬

●申込み・問い合わせ先　建設課〔☎0837（52）1116〕

空き部屋

203号（2階の部屋）

1号（1階の部屋）

302号（3階の部屋）

間取り

２LDK

３DK

２LDK

家賃（円） 備 考

16,300～
32,000

給湯器の
設置は
自己負担

20,700～
40,700

20,600～
40,400

構 造 下水

耐火3階

耐火3階

耐火3階

住戸
面積

建設
年度

エレ
ベーター

66.2

59.1

66.2

Ｈ18

Ｈ63

Ｈ16

合

○

合

○

×

○

③募集期間
12月1日水～12月15日水　※郵送の場合は、 募集期間中の消印があるものが有効です。

定期募集において応募のなかった住宅は、随時入居者を募集しています。
詳しくは、市ホームページもしくは市建設課までお問い合わせください。

市営住宅定期募集一覧（令和３年１２月空家募集）

美東総合支所周辺・秋芳総合支所周辺
土地利用と整備に向けた「市民ワークショップ」の参加者を募集します！

地　域

定　員

参加対象者

日　時

場　所

内　容

【第1回】
令和４年１月20日木　18：00 ～（2時間程度） 
美東保健福祉センター大ホール
美東総合支所周辺の現状、 課題、 まちづくり方針
などを確認し、土地利用などについて検討します。

【第2回】
令和４年３月17日木　18：00 ～（2時間程度）
美東保健福祉センター大ホール
美東総合支所周辺の整備などについて検討します。

【第1回】
令和４年１月27日木　18：00 ～（2時間程度）　
秋吉公民館２階会議室
秋芳総合支所周辺の現状、 課題、 まちづくり方針
などを確認し、土地利用などについて検討します。

【第2回】
令和４年３月24日木　18：00 ～（2時間程度）　
秋吉公民館２階会議室
秋芳総合支所周辺の整備などについて検討します。

秋芳地域

各地域25人程度　※参加決定は抽選とし、決定の可否は追ってご連絡します。

12月1日水～28日火

申込方法
電話またはメールで、氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、連絡先、参加するワークショップの地域名（○○地域）
（市内で勤務する人または市内の団体に属する人は企業名または団体名）をご連絡ください。

美東地域

申込期限

・事前に資料を送付しますので、当日までにお読みいただきご参加ください。
・参加に対する報酬などの支払いはございません。
・個人情報の管理は厳重に行い、第三者に開示・漏洩することはありません。
・ワークショップ中に撮影された写真等を、市の広告媒体に使用する場合があります。
　 申込み時点で、同意したものとします。

そ の 他

●申込み・問い合わせ先　建設課〔☎0837（52）5221〕〔　kensetsu.t@city.mine.lg.jp〕



納付種別 納付対象

12月納付カレンダー
納付期限 12月27日月

3 期

6 期

6 期

6 期

12月分

固定資産税・都市計画税

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

市営住宅使用料

　不妊で悩んでいらっしゃるご夫婦の相
談に、専門医等が対応します。「不妊の検
査や治療で悩んでいる。」、「不妊の検査
や治療の情報が欲しい。」、「配偶者や家
族に理解してもらえず悩んでいる。」など
お気軽にご相談ください。なお、相談は
12月10日金までの予約制です。
●開催場所
　県宇部健康福祉センター
●開催日時
　12月17日金 15：00～17：00
●相談対応者
　田村 博史(たむら ひろし)先生
　（山口大学医学部附属病院）
　佐々木 直美(ささき なおみ)先生
　（臨床心理士・生殖心理カウンセラー）
●費用　無料
●申込み・問い合わせ先
　県宇部健康福祉センター健康増進課
　〔☎0836（31）3202〕
　〔　0836（34）4121〕

不妊専門相談

①踏切の手前では必ず一時停止
②警報器が鳴り始めたら踏切内に入らない
③踏切を超えた先に自分の車のスペース
　がない場合、踏切に進入しない
④転倒防止、他社との接触防止のため、 
　歩きスマホは止めましょう
●問い合わせ先
　中国運輸局
　〔☎082（228）8799〕
　西日本旅客鉄道株式会社
　〔☎083（972）7455〕

－列車は急には止まれない－
踏切事故を防ぐ４つのお願い

「誰か」のことじゃない。
　12月10日は「人権デー」です。1948
年のこの日「世界人権宣言」が国連で採
択され、今年で7３年目を迎えました。
　全ての人々が人権を享有し、平和で豊
かな社会を実現するには、自分の人権の
みならず他人の人権についても正しく
理解し、人権を相互に尊重し合うととも
に、「相手の気持ち」を考え、「違いを認
めあう心」を育てることの大切さが、求
められています。
　人権週間中、特設人権相談所を次の
とおり開設します。いじめ・虐待・家庭
内のトラブルなど、心配ごとや困りごと
について、お気軽にご相談ください。
【特設人権相談所】

●日時　12月３日金 13：00～15：00
●場所　美祢市民会館第３会議室
●問い合わせ先
　山口地方法務局人権擁護課
　〔☎083（922）2295（音声案内1）〕

12月4日土から10日金までは「人権週間」
 第73回人権週間

　日頃、悩みを抱えながら相談に行けな
かった人にも利用しやすい相談会です。
ご都合のよい会場での弁護士による面
談相談、または電話相談をご希望の人は
事前予約をお勧めします。
●日時　12月29日水 10:00～16:00
●電話相談 〔☎083（920）8730〕
●面談相談
　山口県弁護士会館
　山口県弁護士会周南地区会館
　萩法律相談センター
●対象者　県内在住者
●予約・問い合わせ先
　山口県弁護士会宇部地区会
　〔☎0836（21）7818〕

年末無料相談会

　生活保護に関して、弁護士による無料
電話相談を実施します。
●日時　12月9日木 10:00～16:00
●電話相談 〔☎0120（158）794〕
●問い合わせ先
　山口県弁護士会宇部地区会
　〔☎0836（21）7818〕

生活保護ホットライン

●事業期間　令和３年12月末まで
●対象者
　令和３年４月末までにマイナンバー
　カードを申請した人
●申込用タブレット設置場所
　本庁舎１階市民室、各総合支所
●申込み・問い合わせ先
　【マイナポイントの申込】
　デジタル推進課〔☎0837（52）1311〕
　【マイナンバーカードの申請・取得】
　市民課〔☎0837（52）5230〕

マイナポイント（上限5,000円相当）
事業が終了します

美祢市立病院
年末年始のお知らせ
●外来休診
　12月29日水から令和４年１月３日月 
　まで、外来は休診します。
●小児科診療
　12月30日木の午前中は、小児科診療
　を実施します。
★受付時間
　８：３０～１１：３０（診療開始９：0０）
●問い合わせ先
　美祢市立病院〔☎0837（52）1700〕

美東病院
年末年始のお知らせ
●外来休診
　12月29日水から令和４年１月３日月 
　まで、外来は休診します。
●問い合わせ先
　美東病院事務部〔☎08396（2）0515〕



　美祢市補助金・助成金診断システムを
Ｗｅｂ上に開設しました。これは国や地方
自治体による経営支援について、株式会
社ライトアップの本システムを利用するこ
とで、中小企業等の経営者自身が自身に
最適な制度情報を自動で診断することが
可能となります。診断自体は無料かつ匿
名で誰でも利用可能ですので是非、ご利
用ください。
　なお、診断後に補助金の申請する場合
においては、中小企業等の経営者自身で
行うこともできます。また、申請に不安が
ある場合には有料サービスとして申請支
援があります。詳しくはＱＲコードからご
確認ください。
●問い合わせ先
　商工労働課
　〔☎0837（52）5224〕

　臨時的かつ短期的その他の軽易な
業務に係る就業を希望する高齢者のた
めに、 仕事の提供を行います。 シルバー
派遣による就業機会の提供及び採用
要件に応じた条件等で就業紹介も行っ
ています。
●日時・場所　12月16日木
  ① ９：00 ～　美東事務所
  ②10：30 ～　秋芳事務所
  ③14：00 ～　美祢事務局
●問い合わせ先
　美祢市シルバー人材センター
　美祢事務局〔☎0837（53）0541〕

美祢市シルバー人材センター
入会説明会

　この度、ホームページを開設しました。
当協議会では、高年齢者（55歳以上の
方）で、働きたいがどこに相談してよいか
分からない、またどのような働き方がで
きるか相談したい場合や、事業主の方で
高年齢者の求人を出しているが応募が
ない、また高年齢者の雇用に関するノ
ウハウを知りたいなど、各種支援を行
っております。詳しくはＱＲコードから
ご確認ください。
●問い合わせ先
　美祢勤労者総合福祉センター
　（サンワーク美祢）内　　　
　MINE・秋吉台シニアワーク
　地域ステーション
　〔☎0837（54）1401〕

MINE・秋吉台シニアワーク
地域連携協議会から

　空き店舗等情報バンク制度を開始し
ました。これは市内の空き店舗等情報を
提供することにより、空き店舗等の利活
用を促進し、市内商業の振興及び活性化
を図るための制度です。　
　空き店舗を活用し創業を希望される
方、また空き店舗の売却・賃貸をご検討
の方は、是非当制度をご活用ください。
詳しくはＱＲコードからご確認ください。
●問い合わせ先
　商工労働課
　〔☎0837（52）5224〕

空き店舗を活用し創業したい人、
空き店舗を売却・賃貸したい人へ

　山口県最低賃金が改正されました。
令和3年10月1日発効の1時間857円
が適用となります。
●問い合わせ先
　山口労働局〔☎083（995）0372〕
　最寄りの労働基準監督署

みんなチェック！最低賃金。

　次の人を対象に、大学教育資金等を貸
し付けていますので、ご利用ください。
●貸付対象者（次のすべてに該当する人）
　①県内に居住している人
　②中小企業勤労者、又は共済会加入
　　勤労者
　③同一事業所に１年以上勤続している人
　④市町税を完納している人
　⑤返済能力のある人
●資金使途
　大学教育資金、育児・介護休業資金、
　冠婚葬祭・療養資金、災害資金、生活
　向上資金
●申込み先
　中国労働金庫（貸付にあたっては、
　中国労働金庫の審査があります）
※詳しくは下記までお問い合わせください。
●問い合わせ先
　商工労働課　〔☎0837（52）5224〕
　県労働政策課〔☎083（933）3210〕
　県内の中国労働金庫各店舗
　（取扱金融機関）

県・市町中小企業勤労者
小口資金貸付制度

美祢市補助金・助成金
診断システム　会社の倒産や事業の不振などにより、

離職を余儀なくされた人の生活資金な
どを貸し付けていますので、ご利用くだ
さい。
●貸付対象者（次のすべてに該当する人）
　①県内に居住している人
　②離職時の事業所に１年以上勤続して
　　いた人
　③離職を余儀なくされた勤労者で、
　　離職後１年以内の人
　④借入申込時、現に離職しており、
　　かつ、ハローワークで求職活動を
　　行っている人
　⑤市町税を完納している人
　⑥返済能力のある人
　※確認書類として、雇用保険受給資格
　　者証等の証明書が必要です。
●資金使途
　大学教育資金、住宅資金償還金、冠婚
　葬祭・療養資金、災害資金、一般生活
　資金
●申込先
　中国労働金庫（貸付にあたっては、
　中国労働金庫の審査があります）
※詳しくは下記までお問い合わせください。
●問い合わせ先
　商工労働課　〔☎0837（52）5224〕
　県労働政策課〔☎083（933）3210〕
　県内の中国労働金庫各店舗
　（取扱金融機関）

県・市町離職者緊急対策資金



●

●

合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助します

合併処理浄化槽の維持管理について

　市では、公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業実施区域を除く市内全域で、専用住宅に処理対象人員
10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする人に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
　単独浄化槽を設置している人は、生活雑排水を処理するためにも、合併処理浄化槽への転換をお勧めします。
　なお、補助基数には限りがありますので、事前にお問い合せください。

　合併処理浄化槽は、し尿及び生活排水を処理し、きれいな水を放流することで身近にある小川や水路の
水環境を守るとともに、トイレの水洗化により快適な生活を送ることが出来ます。
　この浄化槽の機能を発揮し維持するために、次のことが管理者（使用者）に義務付けられています。
① 専門業者へ委託するなどして、定期的に保守点検と清掃を実施し、その記録を３年間保存すること。
② 維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認するため、法定検査を受けること。
　 下記検査機関から案内が届きますので、忘れずに検査を受けてください。
　 （一社）山口県浄化槽協会 美祢・長門支部〔☎0837（22）6858〕

●補助金額　5人槽：332,000円　　　7人槽：414,000円　　　10人槽：548,000円
●申請方法　生活環境課及び各総合支所に備付の補助金交付申請書に必要書類を添付し、必ず工事を行う前に提出
　　　　　　してください。なお、浄化槽工事事業者を通じての申請も可能です。

●問い合わせ先　生活環境課〔☎0837（53）1090〕

未給水地区の水源確保事業に補助金を交付します
　市では、未給水地区における飲料水不足を解消し、生活環境の保全及び日常生活の安定と保健衛生の向上
を図るため、飲料水水源確保事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
　なお、補助金には限りがありますので、事前にお問い合せください。

●交付対象
　①上水道が未整備の地区であって、2年以内に整備されない地区において行う飲料水水源確保のための事業で、
       他の補助事業の対象にならない事業
　② 個人の場合　ボーリング事業費の掘削に係る経費
　③ 共同の場合　概ね10戸以上とし、既に共同使用の実績があって、管理規約等に基づき運営されていること。
　　ボーリング事業費の掘削に係る経費、共同使用の施設に係る経費
●交付額
　① 個人の場合　対象経費の3分の1に相当する金額で、30万円を限度
　② 共同の場合　対象経費の2分の1に相当する金額で、1戸あたり35万円を限度
●申請方法　 
　生活環境課に備付の補助金交付申請書に必要書類を添付し、工事着工前に提出してください。なお、施工業者
　を通じての申請も可能です。
●問い合わせ先　生活環境課〔☎0837（53）1090〕

●

ベーシスト権上康志ジャズコンサート
　美祢市出身のジャズベーシスト 権上 康志（ごんじょう やすし）さんが「ジャズ演奏
を通じて元気や活力を感じてもらう場を作りたい」との思いから、美祢市民会館でジャ
ズコンサートを開催します。ぜひ皆さんお越しください。

●日時　12月５日日　14：00開場　15：00開演
●会場　美祢市民会館　大ホール
●料金　前売3,000円　当日3,500円　中学生以下1,500円　 
●チケット問い合わせ先　権上〔☎080（1903）4309〕 〔　tricrotism0524@gmail .com〕



　令和4年度の児童クラブ利用について、下記のとおり申込を受け付けます。児童クラブでは、市内の小学生のうち、放課後や
長期休暇期間に、保護者が就労などのため家庭にいない児童を対象に保育します。保育日や時間など、詳細は各児童クラブへ
お問い合せください。

令和４年度児童クラブ利用申込について

●申込方法
　児童クラブにある申込書に必要事項を記入し、就労証明書とあわせて児童クラブへ提出してください。申込書等は、美祢市
　子育て応援サイト「つぼみねっと」からもダウンロードできます。
●保育料　月額1,500円（おやつ代等別途）

※伊佐中央幼稚園児童クラブは、学校終了後に小学校から児童クラブまでバスで移動します。
※定員に達した場合、児童の入会を調整することがあります。
※各児童クラブによって申込期間が異なりますのでご注意ください。
●問い合わせ先　地域福祉課〔☎0837（52）5228〕

児童クラブ名 実施場所 小学校区 問い合わせ先

12月１日水
～12月2４日金

令和４年２月１日火
～２月28日月

令和４年１月７日金
～２月18日金

令和４年２月１日火
～２月25日金

令和４年１月５日水
～１月31日月

令和４年２月１日火
～２月25日金

新年度説明会
(令和4年2月上旬予定)
～2月25日金

新年度説明会
(令和4年2月上旬予定)
～2月18日金

申込み期間地
区

美
祢

美
東

秋
芳

伊佐中央幼稚園児童クラブ

美祢幼稚園児童クラブ

吉則児童クラブ

麦川児童クラブ

伊佐児童クラブ

於福児童クラブ

豊田前地区児童クラブ

厚保児童クラブ

宇部総合支援学校

美祢分教室児童クラブ

美東児童クラブ

綾木児童クラブ

真長田児童クラブ

秋芳桂花児童クラブ

秋吉児童クラブ

伊佐中央幼稚園

美祢幼稚園

児童センター美祢

麦川小学校体育館

伊佐小学校敷地内

於福公民館

豊田前公民館

厚保小学校

宇部総合支援学校

美祢分教室

美東保健福祉センター

綾木小学校敷地内

真長田定住センター

秋芳桂花小学校

秋吉保育園隣

大嶺小学校区

麦川小学校

伊佐小学校

於福小学校

豊田前小学校

厚保小学校

　

大田小学校

綾木小学校

淳美小学校

秋芳桂花小学校

秋吉小学校

〔☎0837（52）0544〕

〔☎0837（52）0480〕

〔☎0837（54）1488〕

〔☎080（2914）0122〕

〔☎0837（52）2341〕

〔☎090（1185）0498〕

〔☎080（5234）2524〕

〔☎0837（58）0056〕

〔☎0837（52）5228〕

（地域福祉課）

〔☎08396（2）5110〕

〔☎08396（2）0745〕

〔☎080（8241）7211〕

〔☎0837（64）0780〕

〔☎080（6349）2841〕

びん類・プラ類・その他

透明びん

金属類

缶類・金属類



年末年始のごみ・し尿の収集及び直接搬入について

生活環境課〔☎0837(53)1090〕   美東総合支所総合窓口班〔☎08396(2)5004〕   秋芳総合支所総合窓口班〔☎0837(62)1912〕

し尿収集については、地区により収集業者が決まっていますので、各業者にお問い合わせください。

し尿収集業者は12月30日木から休業します。年末の申込は12月28日火までに、各業者にお申し込みください。

※秋芳地域の秋芳ヘルス工業は、浄化槽汚泥のくみ取り業者です。し尿のくみ取りは行っておりません。

美祢地域のB-2地区（びん類・プラ類・その他）については、正月休みのため1月の収集日がありませんので、あらかじめご了承ください。

詳しくは、令和3年度美祢市ごみ収集カレンダーをご確認ください。

12月30日木まで大嶺町奥畑の美祢市リサイクルセンターを開所しておりますので、急がれる人はセンターへの直接搬入をお願いします。

12月 １月

直 接 搬 入

不燃物については、各地域の廃棄物処理施設へ搬入されますようお願いします。

☎0837(62)1306

☎0837(53)0322

☎08396(2)1139

☎0837(62)0011

収集地区

搬入先

Ａ地区
Ｂ地区
Ｃ地区

赤郷・大田地区
綾木・真長田地区

全地区

赤郷・真長田地区

全地区

Ａ－２地区
Ａ－４地区
Ｂ－１地区
Ｃ－１地区

美祢地域

美東地域

秋芳地域

美祢地域

美東地域
大田・綾木地区区

秋芳地域

31日
金

30日
木

29日
水

27日
月

28日
火

5日
水

6日
木

4日
火

3日
月

2日
日

１日
土

問い合わせ先

問い合わせ先

12月 １月

収　　集

し　尿

可燃物
（固形燃料化 
できるごみ）

不燃物
（固形燃料化   
できないごみ）

全地区

可燃物
(固形燃料化できるごみ)

不燃物
（固形燃料化
できないごみ）

31日
金

30日
木

29日
水

27日
月

28日
火

5日
水

6日
木

4日
火

3日
月

2日
日

１日
土

美祢清掃センター
☎0837(52)0613
野村商会
☎0837(52)1480

びん類・プラ類・その他びん類・プラ類・その他びん類・プラ類・その他

透明びん透明びん透明びん

金属類金属類金属類

缶類・金属類缶類・金属類缶類・金属類

●問い合わせ先

は搬入日です。受付時間は9時から16時まで　　注：12月30日木のリサイクルセンターのみ9時から12時まで

注リサイクルセンター

カルスト
クリーンセンター

廃棄物最終処分場

廃棄物保管施設地

美祢地域

美東地域

秋芳地域

は収集実施日です。

生活環境課
☎0837(53)1090

美東総合支所
☎08396(2)5004

秋芳総合支所
☎0837(62)1912



2021年度 標語受賞者の紹介

　美東町青少年育成市民会議では、「明るい家庭づくり」を目指した標語を募集し、応募数 173 作品から、令和 3 年度の受賞者
（家族合作）が次のとおり決まりました。

　秋芳町青少年育成協議会では、令和 3 年度青少年健全育成に関する標語を募集し、134 人の応募からテーマごと（会長賞・
優秀賞）の受賞者が次のとおり決まりました。受賞作品を秋吉公民館内に掲示していますので、ご覧ください。

夕ごはん　みんなで食べると　おいしさ百倍

あいさつのリレーでつなぐ笑顔の輪

笑顔がワクチン　みんなの心は三密に

「Stay home」　家族で話そう　僕らの未来

大田小 3 年
 
綾木小 5 年
 
淳美小 6 年
 
美東中 2 年

桑原　悠

小田村　恵

瀧本　湊士

重枝　佳志

くわばら　 ゆう

   おだむら　 めぐみ

たきもと　  そうし

しげえだ　  けいし

  ひろゆき

 たくみ

    ひでき

　きょうこ

（博之）

（匠）
 
（秀樹）

（恭子）

にこにこ　えがお　たのしい　かぞく

みんながね　たのしくわらって　すごそうよ

ハグの数　わが家が一番　金メダル

ぼくたちが　”ホッとする”のは　家族の笑顔

ディスタンス　家族のハートは　離れない

ねぇきいてそこからはじまるかぞくのえがお

かぞくそろって夕ごはん、たのシー、おいシー、ビタミンシー

「おはよう」は　朝一番の　愛言葉

おはよう　と笑顔で言えた日　絶好調

一つ屋根　口ぐせ似てくる　四世代

大田小 1年
 
大田小 2 年
 
大田小 3 年
 
大田小 4 年
 
綾木小 5 年
 
綾木小 3 年
 
淳美小 2 年
 
淳美小 6 年
 
美東中 1年
 
美東中 2 年

桑原　里彩子

山本　翔斗

田中　浬

山根　佑斗

小林　龍之介

北村　愛生

倉重　絢斗

吉冨　壱星

東城　浩暉希

石津　好貴

くわはら　   りさこ

やまもと　しょうと

 たなか　 かいり

 やまね　   ゆうと

こばやし   りゅうのすけ

きたむら　   めい

くらしげ　  あやと

よしどみ　いっせい

とうじょう　   ひびき

 いしず　   こうき

 あきら

     なつみ

      まゆみ

  かつのり

 めぐみ

      まゆみ

  ともひこ

   なおみ

   みゆき

      くみこ

（章）
  
（奈都美）

（真由美）

（克憲）

（恵）

（真由美）

（友彦）

（直美）

（美幸）

（久美子）

メディアオフ家族の愛情　充電中 淳美小 6 年 阿武　倖貴
あんの　   こうき     ゆき

（由紀）【最優秀賞】

【優秀賞】

【佳　作】

「ともだちと　マスクをしても　おおわらい」

いつもえがおをありがとう　おかえしするね　わたしもえがお

今わかる　家族がそろう　大切さ

自粛して　さらに強まる　家族の輪

咲き誇れ　笑顔あふれる　地域の花

地域の輪　つくる　つなげる　あいさつで

まわり見て　いそぐときこそ　ぜんしゅう中

あいさつは　だれでもできる　ぼうはんたいさく

秋芳桂花小 １年
 
秋吉小 3 年

 

秋吉小 ４年
 
秋芳中 １年

 

秋芳中 ３年
 
秋芳中 ２年

 

秋吉小 ２年
 
秋吉小 1年

國近　翼

宇野　楓香

田村　結愛

津立　弥雨

土山　希望

阿武　芹

田村　海吏

桂　　一颯

くにちか　つばさ

  
   うの　     ふうか

  たむら　     ゆま

  つだち　    みう

 つちやま　 のぞみ

  あんの　  せり

  たむら　   かいり

かつら　      いっさ

【会長賞】

【優秀賞】

【会長賞】

【優秀賞】

【会長賞】

【優秀賞】

【会長賞】

【優秀賞】

「明るい家庭づくり」推進標語受賞者

青少年健全育成標語受賞者

テーマ① 「友だち、 仲間、 学校」

テーマ② 「家族、 家庭」

テーマ③ 「近所、 地域」

テーマ④ 「その他（安全、 交通安全）」

●問い合わせ先　秋芳町青少年育成協議会〔☎0837(62)1924〕

●問い合わせ先　美東町町青少年育成市民会議〔☎08396(2)5555〕



申込み・問い合わせ先　秋吉台国際芸術村事業企画課
〔☎0837(63)0020〕〔　info@aiav.jp〕〔　https://aiav.jp〕

ポスコン？！2022展覧会
　恒例のポストカードのコンテスト「ポスコン？！」。 ハガキサイズで表現
した「言葉」「絵画」「写真」など、 すべての応募作品を芸術村のギャラリー
に展示しています。

［注意事項］
秋吉台国際芸術村ではご来場の皆さんに感染症対策をお願いしています。 ご来場の
際は、 ホームページより『感染症拡大防止対策について』（https://aiav.jp/14401/）
をご一読いただき、 内容についてご理解いただいた上でお越しください。

第4回高校生
キャリアガイダンス

全国高校サッカー選手権大会山口県予選 大健闘 オープンスクール全日程終了

10月27日水に美祢市主催「第4回高校生キャリアガイダンス」が本校で実施されま
した。 篠田市長をはじめ関係者のご列席のもと開会行事が行われました。

【目的】
　進路実現に主体的に取り組む態度と能
力を育てる。急激に変化する社会に自ら
適応する能力を育成する。美祢市の地域
産業について学び、地元の魅力を知り、地
域の発展につなげる。
【参加事業所】 39事業所
【対象】 全1年次生、 2年次生及び保護者

　10月23日土、24日日小野田サッカー交流公園で1
回戦、２回戦が行われました。23日土の1回戦は７対1で
成進高校のよさを発揮し、大勝しました。24日日の2回
戦はシード校相手に最後まで諦めずに戦いましたが2対
4の惜敗でした。多くの応援ありがとうございました。
来年に向けて新体制で頑張りますので引き続き応援を
お願いします。

　本年度のオープンスクールも新型コロナウイルス
感染症対策として日程を2日に分けて行い、皆様のご
協力のおかげで無事に終了することができました。例
年のにぎやかさに欠けた部分はありましたが、2回の
実施で延べ289人の参加がありました。アンケート結
果から学校紹介や体験講座に満足いただけたのでは
ないかと思います。

　開会行事の後、各会場に分かれ
て30分のガイダンスを2回実施し
ました。ガイダンス前半は、事業
所からの説明、後半では、1年次は
事業所の方との質疑応答、2年次
は地域と産業の課題や進路選択
について事業所の方とのディス
カッションを行い、事業所の方と
交流を深めました。

　参加した生徒からは、「美祢に
住んでいても、自分の知らない
ことがまだまだあった。」「仕事
のやりがいについて教えてもらい、
将来の職業について真剣に考え
る機会となった。」など、本市や
進路について考える貴重な体験
となりました。

●会期　12月4日土～1月31日月  各日10：00～17：00 ［入場無料］
●会場　秋吉台国際芸術村ギャラリー

★今年1年、 応援していただきありがとうございました。 来年もよろしくお願いいたします。★



47保健センターだより ～あなたの健康づくりを応援します！～

インフルエンザなどの感染症を予防しよう

　毎年秋から冬にかけては、インフルエンザの流行シーズンです。高熱や関節の痛みを伴い、人によっては重症化する恐れ
もあります。インフルエンザなどの感染症を広げないために、「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう。
〈インフルエンザなどの感染症予防方法について〉
①正しい手洗い
　ウイルスの体内侵入を防ぐため以下のことを心がけましょう。
　・外出先から帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗う。
　・ウイルスは石鹸に弱いため、手を洗う時は石鹸を使用する。
②普段の健康管理
　インフルエンザは免疫が弱っていると、感染しやすくなります。感染した時に症状が重くなってしまう恐れがあります。
　普段から十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。
③予防接種を受ける
　インフルエンザを発病した後、多くの人は１週間程度で回復しますが、中には重症化してしまう人もいます。インフルエ
　ンザワクチンを打つことで、発病の可能性を減らすことができ、またもっとも大きな効果として、重症化を予防すること
　が期待できます。
④適度な湿度を保つ
　空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使用し、適切な湿度（50～
　60％）を保つことも効果的です。
⑤人混みや繁華街への外出を控える
　インフルエンザが流行していたら、不要不急のときはなるべく人混みや繁華街への外出を控えましょう。

急に38度以上の発熱が出て、咳やのどの痛み、全身倦怠感などの症状が出た場合は医療機関を受診しましょう。

● 問い合わせ先　健康増進課〔☎0837(53)0304〕 

●問い合わせ先　商工労働課〔☎0837（52）5224〕

お客様の顔となるサインボードを造る
会社です。コンビニやガソリンスタン
ドなど、幅広いお客様の様々なニーズ
に応えたサインボードを製造・提供し
ています。皆さんが街で見かける看板
も僕たちが作ったものかもしれません。

【企業情報】株式会社　シグナレックス
■所在地 美祢市大嶺町東分3058-43
■業種 製造業　■事業内容 看板の製造
■資本金 3,000万円　
■市内在住従業員数 33名　
■年間休暇数 119日　
■年間有給取得率 100％
〔☎0837（52）3110〕

入り口の看板は夜
間に点灯し、地域
の防犯に役立てて
います。

総務課人事労務
  やまがた ふゆか 　　

山形 冬華さん

1989年に美祢工業団地に進出さ
れた企業です。 主に西日本を対象
エリアにコンビニやガソリンスタンド
などの看板の製造を行っています。 
今回は2018年に就職された来嶋
克哉さんにお話を聞きました。

株式会社シグナレックス

美祢市の企業を紹介します！

きじま　かつや

来嶋 克哉さん（21）

「全社一丸となって
納期に間に合わせた
業務は、とても
感動しました」

①どんな会社？
高校２年生の時にインターンシッ
プで３日間お世話になりました。
その際に、若い従業員が多く活気
があふれる職場だと感じました。
地元で就職したい思いもあり決め
ました。

②この会社を選んだ理由は？
会社に入ってから必要な資格を取得で
きると聞いていたので、入社前の資格
取得は特に必要ありませんでした。学
生と違い、幅広い年齢の方とコミュニ
ケーションをとらないといけないので
人見知りを克服する努力をしました。

③採用時の準備はしました？

私の仕事は組立工程で、この工程は金
属製のフレームに LED 照明等を取り
付け、面板といわれるアクリルの板で
できた製品をはめて完成させる工程と
なっています。看板製作における最終
工程となります。

④今のお仕事は？
他の工程との壁がなく適度な情報の
やりとりが行える風通しの良い職場
です。同期や年齢の近いリーダーと
定期的にミーティングを行い、情報
共有や困っていることなどを話し
合ったりしています。

⑤職場の雰囲気は？
デザインや仕様は毎回、異なる事が
多いため、入社４年目の私でも初め
て製作を試みるものが多々あります
ので、いつも新鮮な気持ちで仕事に
取り組めます。完成時に、灯りを灯
した瞬間の達成感は今でもあります。

⑥やりがいは？

〔採用担当者に聞く！〕
面接試験の時にはできるだけ、素の部分を引き出すよう
にしていますが、面接の場で素を見せられる人は少ない
と思うので、入社してどんな子かなと楽しみにしています。
挨拶はとても大事だと思うので、とにかく元気があって、
相手の立場に立って物事を考えたり、行動ができる
【利他の心】のある方を採用していきたいです。

来嶋さんが
仕上げた看板最終工程作業中



　いきいき百歳をめざし、市内で介護予防に取り組んでいる自主グループを紹介します。

　沓野ひめくらぶは、第2・4水曜の午前中に沓野2区集会所で、いきいき百歳体操、脳トレなどを行っています。この
日は、9月某日。感染症対策のための自粛明けで、久しぶりに体操を行ったみ
なさんからは、「なんか今日は、きつかったね。」との声が。やはり、普段
から継続して体操に取り組むことの大切さを実感されていました。
　参加しているのは、60～90歳代まで。近くに住んでいても、ゆっくりとお
話する機会のなかった人同士が仲良くなったり、また、この体操を通して知
り合いになったり、〇年ぶりに再会したなど、交流の場ともなっています。

沓野ひめくらぶ（西厚保町）

　いきいき百歳体操は椅子に座り、手や足におもりを付け、
CDやDVDに合わせて筋力トレーニングを行います。これま
では、公民館やコミュニティセンター（旧小学校）を会場に
行ってきましたが、沓野ひめくらぶで、はじめて集会所で開
催しました。集会所にある椅子がパイプ椅子に比べるとやや
低いですが、座面に座布団を2枚重ねて固定して置くなど、
工夫して体操を行っています。集会所で行うことで、公民館
まで行くことが難しい、高齢の方でも徒歩や電動車いすで会
場まで行くことができています。

集会所での開催

　名前は「沓野ひめくらぶ」といいますが、姫はもちろん、
殿方の参加もお待ちしています！

参加者大募集！

46障害福祉だより ～住み慣れた地域でだれもが安心して暮らせるように～

12月3日金～9日木は「障害者週間」です

～いつまでも安心して住み慣れた地域で暮らすために～

　美祢市地域包括支援センター（美祢地域） 〔☎0837（54）0138〕
　美祢東地域包括支援センター（美東地域） 〔☎08396（2）1234〕
　　　　　　　　　　　　　  （秋芳地域） 〔☎0837（62）0155〕

●問い合わせ先

【障害者週間の目的】
・みなさんに障害のある人への福祉について関心を持ってもらうことや理解を深めてもらうこと。
・障害のある人があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること。
　障害のある人もない人も、誰もがお互いの人権と個性を尊重し、支え合う「共生社会」の実現を目指します。

障害のある人が暮らしやすい社会を、皆さんと一緒に作っていくことを目的としています。あいサポート運動を実践
する「あいサポーター」は、障害のある人が困っていることや必要な配慮などを理解して、手助けや配慮をします。
あいサポーターは、あいサポート研修を受けることでなることができ、研修を修了した人には「あいサポートバッジ」
が配布されます。職場や地域・団体等で研修を希望される場合は、下記までお問い合わせください。

地域包括支援センターだより44

・地域福祉課　　　　　　 〔☎0837(52)5227〕 〔�0837(52)1490〕
・美東総合支所総合窓口班 〔☎08396(2)5005〕 〔�08396(2)5111〕
・秋芳総合支所総合窓口班 〔☎0837(62)1905〕 〔�0837(62)1828〕

●問い合わせ先

○期間中に開催される行事

○障害への理解を深めるための取り組み

あいサポート運動

第27回山口県障害者芸術文化祭
　【応募作品展示会】
　開催期間：11月24日水～12月2日木 10：00～16：00　場所：山口県政資料館
　【表彰式及びステージ部門】
　開 催 日：12月4日土 9：30～15：30　場所：山口南総合センター

◀あいサポート運動
　シンボルマーク

美
美

●問

「いきいき百歳体操」は座って行う、
簡単・安全かつ運動の効果が
認められている体操です。
「いきいき百歳体操」などで介護予防に
取り組む新たなグループを募集しています。



〔☎08396(2)5066〕

〔☎0837(52)9237〕

〔☎0837(52)1516〕

〔☎0837(58)0011〕

〔☎0837(52)9237〕

吉崎内科医院

植田救急クリニック

山本医院

三澤医院

植田救急クリニック

美東町大田

大嶺町東分

大嶺町東分

西厚保町本郷

大嶺町東分

【こんな相談がありました。】

プロバイダーの変更勧誘を受けた際は、すぐに契約せず、自分の利用環境や目的に照らして必要性を検討しましょう。その
際、なぜ安くなるのか説明を聞き、また、現在使用しているプロバイダーを解約する際に違約金が発生するかどうかもよく
確認しましょう。契約する際は、説明書面の交付を求め、契約内容をきちんと理解し、契約先を必ず確認しましょう。虚偽
説明など勧誘に問題があった場合は、初期契約解除の期間を過ぎても契約の取り消しができる可能性があります。お困りの
際は、消費生活センター等にご相談ください。

ワンポイントアドバイス

契約書面受領日から８日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができるので、
簡易書留等の送付記録が残る方法で事業者に通知を出すよう助言しました。

12 月 の 休 館 日

● 問い合わせ先　美祢市消費生活センター〔☎0837(52)3455〕

　12月は、お休みします。

問い合わせ先
美祢図書館 〔☎0837(52 )0213〕
美東図書館 〔☎08396 (2 )5555〕
秋芳図書館 〔☎0837(62 )1925〕

※市内の図書館の本は、各図書館で申込されると、最寄りの公民館・図書館で
　受取・返却することができます。

図書館
美祢市

回 答

 「電話で『今よりインターネットの通信料が安くなる』と勧誘され、プロバイダーを変更したが安くならない。
　 解約したいがどうすればよいか。」

新 刊 案 内図書館だより

消費生活センター
だより

12月 ７日火 13：00～13：40 美祢市保健センター
２歳６か月児歯科健診（健康増進課）

12月23日木 13：00～13：45 美祢市保健センター
３歳児健診（健康増進課）

12月11日土 ９：30～11：30 美祢市保健センター
両親学級【イクメンセミナー】（健康増進課）

育児相談【オッパイ相談、ブックスタート】（健康増進課）

絵 本 読 み 聞 か せ
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12月の日曜休日当番医

※当番医は変更される場合があります。 電話で確認をしてから受診するようお願いします。

12月16日木 10：00～11：30 美東保健福祉センター
育児相談【感染予防ミニ講話】（健康増進課）

12月 1 日水 13：30～15：00 美祢市保健センター
育児相談【お話の会】（健康増進課）

於福公民館

子育てサークル（母子保健推進協議会）

伊佐公民館

12月21日火 秋芳保健センター13：30～15：00

診療時間　９ : 00 ～ 17 : 00

6日月  13日月  20日月 27日月
年末年始の休館日

12月29水～令和4年1月3日月

年末の貸出冊数の変更について
期間　12月15日水～12月28日火
年末年始の長期休館に伴い、図書に限り貸出冊数を5冊から
10冊に増冊します。（雑誌・ビデオは、通常どおりです。）
年末年始の読書にお役立てください。
（令和4年1月4日火からは、貸出上限が通常の5冊に戻ります。）

5日日

12日日

19日日

26日日

31日休

あさひは失敗しない
SIP 超知能警察
畏れ入谷の彼女の柘榴
弟切抄
救国ゲーム
久遠の島 The book of pledge
就活ザムライの大誤算
虚魚（そらざかな）
小さい予言者
デンデケ・アンコール
二千億の果実
ボーダーライト
万葉と沙羅
むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。
夜が明ける
海神

真下　みこと/ 著
山之口　洋 / 著
舞城　王太郎 / 著
森山　光太郎 / 著
結城　真一郎 / 著
乾石　智子 / 著
安藤　祐介 / 著
新名　智 / 著
浮穴　みみ / 著
芦原　すなお / 著
宮内　勝典 / 著
今野　敏 / 著
中江　有里 / 著
青柳　碧人 / 著
西　加奈子 / 著
染井　為人 / 著

保健だより

12月14日火
12月10日金

問/ 著

10：00～11：00 厚保公民館
豊田前公民館12月 ９日木

12月 ６日月

美祢市保健センター
美東保健福祉センター12月17日金

12月15日水 12月 ２日木 13：30～15：00 美祢市保健センター
健幸いきいき１００歳講演会（健康増進課）

12月28日火 13：30～15：00 秋吉公民館

10：00～11：00
10：00～11：00
10：00～11：00
10：00～11：00
10：00～11：00



高山産業　株式会社

●日時  12月8日水

         13時～15時
●場所  美祢勤労者

         総合福祉センター（サンワーク美祢）1階
●対象者  現在求職中の人
●参加料  無料（事前申込不要）
●個別ブースでの面談となります。

ハローワーク宇部の職業相談日に合わせて、 就職面接会を開催します。
市内企業の魅力を知る良い機会となりますので、 ぜひご参加ください。

参 加 企 業 名 募 集 職 種

高速道路現場管理（フル）
営業（フル）
施工管理（フル）
土木作業員（フル）
大型運転手（フル）　など

就職面接会を開催します

●問い合わせ先　商工労働課〔☎0837(52)5224〕
　　　　　　　　就職相談室〔☎0837(53)2536〕 
　　　　　　　　宇部公共職業安定所（ハローワーク宇部）〔☎0836(31)0164〕

※参加を希望される人は、 検温、手洗い、 マスク着用等のご協力をお願いします。状況により中止または変更になる場合があります。

13日月 10：00～12：00
場所  伊佐公民館

やすらぎカフェ 
5日日 13：00～15：00
場所  デイサービスセンターありがとう

お休み
なごみカフェ

22水 10：00～12：00
場所  城原コミュニティセンター
　　　　（旧城原小学校）

城原カフェ

ありがとうカフェ

15日水 10：00～12：00
場所  Ｇｒａｃｅｆｕｌ唯心

カフェゆいしん

14日火 10：00～14：00
場所  美祢市ボランティアコーナー

ほっとカフェ 

〔☎0837(62)0155〕
おしゃべりカフェ

お問い合わせください

〔☎0837(54)0145〕
えむカフェ

12月 １日水　美祢市社会福祉協議会・綾木公民館
12月 ８日水　豊田前公民館・秋芳地域福祉センター
12月15日水　美祢市社会福祉協議会・美東地域福祉センター
12月22日水   美祢市社会福祉協議会・岩永公民館
12月29日水   美祢市社会福祉協議会

12月  8日水
12月13日月
12月22日水
12月27日月

サンワーク美祢
美東センター
サンワーク美祢
嘉万公民館

毎週水曜日 13：30～16：30 （※受付は16：00まで）

 　 12月  2日木　美祢市役所
  ※ １月  6日木　美祢市役所
（※12月23日木　予約開始）

司法書士による
無料法律相談
13：30～15：30

　   12月16日木　秋芳総合支所
　（12月 ９日木   予約開始）

弁護士による
無料法律相談
13：30～15：20

●予約先　農業委員会事務局〔☎0837(52)5241〕

●問い合わせ先　宇部公共職業安定所〔☎0836(31)0164〕

12月 １日水

11：00～15：30
13：30～14：30
11：00～15：30
13：30～14：30

13：30～16：30
秋芳地域福祉センター12月 ８日水 13：30～16：30

綾木公民館

12月15日水 9：00～12：00 美祢市民会館
●問い合わせ先　山口地方法務局人権擁護課〔☎083(922)2295〕

12月22日水 岩永公民館
　　●問い合わせ先　市民課〔☎0837(52)5230〕

12月15日水 美東地域福祉センター13：30～16：30
１２月８日水 ９：30～12：00・13：00～15：30  市民会館

●予約先　宇部年金事務所〔☎0836(33)7111〕

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 
　開設場所等が変更となる場合があります。

年  金 行  政

農 業 問 題

職  業

人  権

心 配 ご と

司 法 書 士・弁 護 士 　 無 料 法 律 相 談

各 種 相 談

１２月１４日火  農業委員会事務局
９：00～11：30　※開催１週間前までに要予約

●問い合わせ先　美祢市社会福祉協議会〔☎0837(52)5222〕

●予約先　市民相談室〔☎0837(52)5230〕　

10：00～12：00 美祢市役所12月15日水

13：30～16：30
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ダイジェスト

ＭＹＴ
ダイジェスト

ＭＹＴ
ダイジェスト

ＭＹＴ
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令和3年12月の番組案内ＭＹＴ
ＭＹＴ番組放送時間

月 火 水 木 金 土 日
52 3 41

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

①12時～ ②15時～ ③17時～ ④18時～     ⑤20時～ 

⑥21時～ ⑦22時～ ⑧23時～ ⑨翌日６時～ ⑩８時～

●テレビの受信・放送に関する問い合わせ先【 美 祢 地 区 】美祢市有線テレビ放送センター 〔☎0837(53)1649〕
 【秋芳・美東地区】 山口ケーブルビジョン 〔フリーダイヤル0120ー374936〕

30 31

●美祢市役所からのお知らせ

 （L字放送・30分間） ①7時～ ②19時～
●やってみ～ね体操

  ①6時45分～  ②11時～ ③16時～

22,870人人口
男
女

世帯数

前月比
前月比
前月比
前月比

10月中

累計

昨年対比

31人
2（222）

19（1995）

▲5（▲186）

0（4）

0（26）

▲2（▲5）

2（255）

24（2,386）

▲12（▲237）

50（3,020）

506（28,323）

9（783）

17人
14人

10,813人
12,057人
10,834世帯

まちのうごき（令和3年1１月1日）
件 数 死 者

人身事故
物損事故傷 者

8世帯

（　）内は県下総数

ドラマ
梅ちゃん先生
第６３回

秋芳
ふれあい祭り
２０２１

ドラマ
梅ちゃん先生
第６４回

［再］
趣味の園芸
やさいの時間
ダイコンの

暖かトンネル栽培

［再］
秋芳

ふれあい祭り
２０２１

ドラマ
梅ちゃん先生
第６５回

パッチワーク
サークル

「手芸の会」

ドラマ
梅ちゃん先生
第６６回

山口県美祢農林
水産事務所からの

お知らせ
「宇部・美祢地域
ステキ女子の取組」

［再］
パッチワーク
サークル

「手芸の会」

ドラマ
梅ちゃん先生
第６７回

快盗スズメと
ウッチィの

今ええですか～？
美東ごぼう編

ドラマ
梅ちゃん先生
第６８回

きょうの料理
本田明子の

やさしいおせち

［再］
快盗スズメと
ウッチィの

今ええですか？
～美東ごぼう編～

ドラマ
梅ちゃん先生
第６９回

美祢市
駅伝競走大会

ドラマ
梅ちゃん先生
第７０回

［再］
きょうの料理
本田明子の

やさしいおせち

［再］
美祢市

駅伝競走大会

ドラマ
梅ちゃん先生
第７１回

入山アキ子
ふるさと
チャリティ
コンサート

［再］
入山アキ子
ふるさと
チャリティ
コンサート



病 院 だ よ り 121

最新のマルチスライスCT装置で
より安全な検査が受けられるようになりました

問い合わせ先　美祢市立美東病院〔☎08396(2)0515〕

　美祢市立美東病院では、令和3年10月に最新のマルチスライスCT装置（80列）を設置しました。
　CT装置は、X線を用いて身体のあらゆる部位の断面画像を撮影することで、頭部・胸部・腹部・血管や、その他各種
領域の疾患の検査を行います。
　今回設置したマルチスライスCT装置は、従来設置していたものよりも高速で撮影（検査）をすることができます。
これにより、息を止める時間が大幅に短縮されるため、患者さんの身体的負担を軽減します。
　また、撮影した画像のノイズ（乱れ）を低減する技術が搭載されているため、X線の量を上げることなく、より精細
な画像を用いての診断をすることが可能になりました。
　被ばく線量は従来と比較して、最大75％低減されます。

　短時間で品質の高い画像情報を提供できるようになり、患者さんにはこれまでよりもリラックスして検査を受けて
いただけます。
　詳しい検査内容は、医師または看護師等にお気軽にお尋ねください。



　10月28日木、Mine 秋吉台ジオパークと台湾連江縣馬祖地質公園との間で、オンラインミーティングを行いました。馬祖
地質公園は台湾本島から西に約200km離れた約1億年前の火山活動でできた島で、離島ならではの景観、動植物、歴史、文化
など見所満載です。
　オンラインミーティングには美祢市から、市長、教育長、観光協会長らが、馬祖地質公園からは、馬祖地質公園協会長、
連江縣産業発展處長、交通部観光局馬祖国家風景区管理處長らが出席し、お互いの地域の見所紹介や、SDGs に関する
取組紹介、集客方法などについて、情報交換を行いました。

美祢市台北観光・交流事務所だより㉑

問い合わせ先　観光振興課〔☎0837(62)1430〕

Pick Up まちかどホットライン

明治安田生命保険相互会社山口支社から寄附金をいただきました10/22金

10/18月 アルミ缶回収優秀校の表彰式がありました

　明治安田生命保険相互会社山口支社山口西京営業所 鈴木営業所長が市役所を訪
れ、新型コロナウイルス感染症対策をふまえた社会貢献活動のために活用して欲
しいと市長に寄附金を贈呈されました。明治安田生命保険相互会社山口支社から
の寄附は、昨年に続き2度目となります。いただいた寄附は、有効かつ適切に活
用させていただきます。ありがとうございました。

　アルミ缶リサイクル協会は、環境学習の支援を行うため、毎年度アルミ缶回収
優秀校を選出しています。淳美小学校は、令和3年度の優秀校に選出され、同校
で贈呈式が行われました。式では、アルミ缶リサイクル協会の代理として山口資
源株式会社から淳美小学校へ感謝状と記念品を贈られました。おめでとうござい
ます。同校では、再生品回収を年に2回実施し、アルミ缶を含む資源物を回収し
ています。再生品は、淳美小PTAが中心となって回収し仕分け作業には児童全員
が参加しています。 左から、淳美小学校校長、山口資源株式会社

11/12金

11/10水

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と包括連携に関する協定を締結しました
　美祢市はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と包括連携に関する協定を締結しました。
　この協定の締結により、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が持たれている専門性のある識見やノウハウ、更には
グループでお持ちのネットワークを活用させていただき、地域の課題解決と活性化に向けた官民共同の新たな公共サービ
スを生み出し、市民一人一人が未来に希望を持って安心して暮らすことができる持続可能な地域社会の実現に向けた取組
を進めていきます。

交通安全 県知事メッセージ伝達式がありました
　高齢者の交通事故防止県民運動(11月9日火～15日月)に合わせ、市役所で交通
安全山口県対策協議会長(県知事)のメッセージ伝達式が行われました。
　式には、美祢市交通安全母の会の杉山 秋子(すぎやま  あきこ)会長ら各分会長
が出席され、長谷 京美(ながたに きょうみ) 別府分会長が、高齢者の交通事故防
止を積極的に進めるように求める県知事のメッセージを朗読し、篠田市長に手渡し
ました。

れんごうけん ばそ

しょちょう

連携協力事項は以下のとおりです。
（１）地域の暮らしの安全・安心に関すること
（２）防災・災害対策に関すること
（３）産業振興・中小企業支援に関すること
（４）観光振興に関すること
（５）その他地方創生に資する取組に関すること



キャッシュレス決裁で支払いを希望される人は、窓口利用時に職員にお知らせください。
問い合わせ先　デジタル推進課　〔☎0837（52）1311〕



1□

2□

3□

4□

5□

6□

7□

8□

9□

10□

11□

12□

13□

14□

広報 げんきみね。
発行・編集　美祢市デジタル推進課
〒759ｰ2292
美祢市大嶺町東分326ｰ1

☎0837(52)1311
　0837(53)1959
　kouhou@city.mine.lg.jp
　https://www2.city.mine.lg.jp
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TOKIWAファンタジア2021 
ARS ELECTRONICA deep space 8K

での展示の様子ひかりの実イメージ

開催中！山口ゆめ回廊博覧会

クロージングイベント『またね、ゆめはく』参加者募集

Ⓒ 中山晃子『Alive Painting』

　7市町が連携し、 圏域全体を会場として行う山口ゆめ回廊博覧会が、 いよいよフィナーレを迎えます。 今号は、 半年にわたり開催
された「ゆめはく」を締めくくり、 そして圏域の未来について思いを馳せるクロージングイベントを紹介します。 イベントでは、 式典・
フィナーレ演出のほか、 女優・鶴田真由×音楽家・haruka nakamuraによるライブ公演や7市町の各所で制作したひかりの実が結集
した「7市町のひかりの実」の鑑賞などを行います。  また、 クロージングイベント終了後、 「TOKIWAファンタジア2021」の鑑賞
ツアーを行います。 （※式典・ライブ以外は屋外となります）
※新型コロナウイルス感染症対策を充分に行い実施しますが、 感染状況に
　よりイベントを中止、 または内容を変更する場合があります。

●日時　12月25日土 18:00～19:00（開場17:30）　　
●場所　ときわ湖水ホール （宇部市沖宇部254）
●定員　50人　※応募者多数の場合は抽選となります。
●料金　無料（ただし、別途駐車場利用料が必要です）
●申込　ゆめはくクロージングイベント特設サイト（ＱＲコード） または、往復はがきに、申込者全員の氏名・
　　　　年齢（4人まで可）、代表者住所、電話番号を記入の上、下記まで申込みください。
          〒755-8601　宇部市常盤町一丁目7番1号　宇部市観光・グローバル推進課　(12月13日月必着）
●問い合わせ先　宇部市観光・グローバル推進課　〔☎0836（34)8353〕

Ⓒ 村上美都

●育児相談⑱

◆年金・職業・人権・心配ごと相談⑲

◆弁護士による無料法律相談⑲

◆司法書士による無料法律相談⑲

■就職面接会⑲

■初めて触るスマホ体験講座①10：00②13：30 / 美東保健福祉センター
　（要予約：デジタル推進課 ☎0837-52-1311）
　

■巡回展示「発掘された山口」⑤　～12月26日日まで

◆年末無料相談会⑨

◆生活保護ホットライン⑨

◆特設人権相談所⑨

■ポスコン？！2022展覧会⑮　～1月31日月まで

●育児相談⑱

●育児相談⑱

●両親学級⑱

●子育てサークル⑱

●子育てサークル⑱

●子育てサークル⑱

●子育てサークル⑱

●子育てサークル⑱

●２歳６か月児歯科健診⑱ ●３歳児健診⑱

■健幸いきいき100歳講演会⑱

■健幸いきいき100歳講演会⑱

●不妊専門相談⑨

◆農業⑲

◆職業⑲

◆職業・行政・心配ごと相談⑲

◆職業⑲

◆人権・心配ごと相談⑲

◆人権・行政・心配ごと相談⑲

◆心配ごと相談⑲

■第14回美祢市駅伝競走大会 
　(第1レース 9：00スタート/マツダ(株)美祢自動車試験場）

■赤郷ええとこ市～第２回ごぼう祭り～
　（10：30～ 12：00/赤郷交流センター）

■ベーシスト権上康志ジャズコンサート⑪


