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●内容　血管年齢測定、　　
　講話「運動でつくる！しなやか
　な血管づくり」講師 健康運動
　指導士 澄川絵里奈 氏 　　　　
●対象者　動脈硬化予防に関心の
ある74歳以下の市民。(先着15人)
●持参品　各種健康診査結果、健
康手帳（お持ちの方）、飲み物
※運動ができる服装でお越しくだ
さい。　　　　　　　　　　　
●申込締切　開催日の２日前まで
●申込み・問い合わせ先　　　　
　健康増進課〔☎0837(53)0304〕

令和３年度国有林モニター
　国有林の事業運営等について、
国民の皆さんの理解を深めるとと
もに、ご意見やご要望をお聞きし
て国有林野行政に反映します。　

血管いきいきセミナー
　若々しい血管を保つために自分
にあった健康づくりの方法を見
つけてみませんか。今回のテーマ
は“しなやかな血管づくり”です。
●開催日・場所　　　　　　　　
２月３日水　美東保健福祉センター
２月25日木　美祢市保健センター
●時間　14時～15時30分　　　　　　
　（受付13時30分～13時50分）　 

●任期　令和３年４月１日～　　
　　　　令和４年３月31日　　　
●対象　県内にお住まいで、森林・
林業及び国有林に関心のある成
人の人。　　　　　　　　　
　ただし、国会及び地方議会の
議員、地方公共団体の長、常勤
の国家公務員、平成30年度から
令和２年度まで３年間連続して
国有林モニターを務められた人
は除きます。　　　　　　　　
●応募期限　２月１日月　　　　
※詳細は、近畿中国森林管理局
ホームページをご覧ください。
「近畿中国森林管理局　国有林
モニター」で検索　　　　　　
●問い合わせ先　　　　　　　　
　近畿中国森林管理局　　　　　　
総務企画部 企画調整課 林政推進係
　〔☎０６（６８８１）３４０1〕（直通）　　
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宇部サンド温水プール
（ 美 祢 市 温 水 プ ー ル ） 　
年末年始の休館日　　
　12月28日月～令和３年１月５日
火は休館となります。年始は１月
６日水の13時30分から開館します。
●問い合わせ先　　　　　　　　
　宇部サンド温水プール　　　　
〔☎０８３７（５２）3300〕　　　　　

令和3年美祢市消防出初式
●日時　１月９日土　９時～11時
●場所　美祢市民会館及び周辺　
●内容　式典、観閲行進、機械器
具点検、一斉放水（市役所南側
河川敷）　　　　　　　　　　
　新型コロナウイルス感染予防対策
のため、幼年消防クラブ遊戯、防
火ぜんざいの配布は行いません。
市道車両通行止のお知らせ　　　
　美祢市消防出初式のパレードを
行うため、次のとおり一般車両の
通行止を行います。付近の皆さん
には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。　　　　
•日時　１月９日土　　　　　　
　　　　９時30分～10時30分　　
•場所　市道国行下村線　化石館
前交差点から紅葉橋南詰まで　
●問い合わせ先　消防本部総務課
　〔☎0837（52）2177〕　　　　

蜜蜂飼育者の皆さんへ　　
　蜜蜂を飼育される人は、養蜂振
興法に基づき、毎年１月１日時点
の飼育状況や飼育計画を記載した
「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
　令和３年に市内で飼育される場
合は、１月18日月までに農林課又
は建設農林部各総合支所分室で手
続を行ってください。　　　　　
●問い合わせ先　農林課　　　　
　〔☎０８３７（５２）１１１５〕　　　　　

令和３・４年度　　　　
美祢市競争入札参加資格
審査申請の受付　　　　
　１月18日月から令和３・４年度
競争入札参加資格審査の申請を受
付けます。　　　　　　　　　　
　2019・2020年度の参加資格は、
３月31日をもって期限切れとなり
ます。継続もしくは新規で競争入
札に参加を希望される事業者は申
請手続きをお願いします。　　　
【建設工事など】　　　　　　　
　　令和３・４年度に美祢市が発
注する建設工事、測量・建設コ
ンサルタント等業務の競争入札
に参加を希望する事業者　　　

【物品調達など】　　　　　　　
　　令和３・４年度に美祢市が発
注する物品の製造、売買及び賃
貸借並びに一般業務（測量・建
設コンサルタント等業務を除く）
の競争入札に参加を希望する事
業者　　　　　　　　　　　　

●申請期間　１月18日月～２月26日金
●受付方法　　　 　　　　　　　

　持参：８時30分～12時／13時～17時15分
　郵送：２月26日金消印有効　　　　
※申請書については、市ホームペ
ージからダウンロードできます。

　トップページの検索機能から　
「入札参加資格審査」で検索　
●申請・問い合わせ先　監理課　
　〔☎0837(52)1119〕　　　　

生活で困っている人への支援
　市では、「生活困窮者等自立支
援事業」を美祢市社会福祉協議会
に委託し、経済的にお困りの人に
対して悩みを解消できるよう一緒
に考え活動します。　　　　　　
　相談者の抱えている問題の解決
に向けて、関係機関と連携して支
援を行っていきます。　　　　　
　深刻な困窮状態になる前に、早
期にご相談ください。　　　　　
●対象者　市内居住の人で、経済
的な問題などで生活にお困りの
人（ご家族からの相談も受け付
けます。）　　　　　　　　　
●支援内容（利用無料）　　　　
•相談により、抱える課題を把
握し、支援計画を作成します。
•支援計画に基づき、生活の
安定や就労促進など自立に向
けた支援を実施します。　　

●相談受付時間　　　　　　　　
　８時30分～17時15分　　　　　
（土日、祝日、年末年始を除く。）
●相談窓口　美祢市社会福祉協議会
　〔☎0837（52）5222〕　　　　
●問い合わせ先　地域福祉課　　
　〔☎0837（52）5227〕　　　　
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美祢市奨学生の申請について
　高等学校、大学及び高等専門学
校に在学又は入学予定で、学資の
支出が困難な生徒に対して、奨学
金の貸付けを行います。希望者は
申請をしてください。　　　　　
●資格要件　　　　　　　　　　
•高等学校・大学・高等専門学
校に在学又は入学予定の人　
•保護者が市内に住所を有する
人　　　　　　　　　　　　
•他の奨学資金の貸付けを受けな
い人　　　　　　　　　　　　

●貸付金額〔区分、月額〕　　　
　公立高等学校在学生　15,000円
　私立高等学校在学生　20,000円
　大学在学生　　　　　30,000円
　高等専門学校在学生　20,000円
●申請に必要な書類　　　　　　
①奨学金貸付申請書　　　　　
②奨学生推薦書　　　　　　　
③成績証明書　　　　　　　　
④世帯全員の住民票の写し　　
⑤保護者の前年中の所得を証明する
書類　　　　　　　　　　　　　

●申請期間　　　　　　　　　　
　２月１日月～３月26日金　　　
　※土曜日、日曜日、祝日を除く。
●償還方法　卒業後１年間猶予、
その後月賦で返還　　　　　　
●その他　詳しくは、市ホームペ
ージに掲載します。　　　　　
●申請・問い合わせ先　　　　　
　学校教育課〔☎0837(52)1118〕

ふるさと山口　　　
企業合同就職フェア
　大学等新卒予定者、及び一般求
職者の就職を支援するため、企業
合同就職フェアを開催します。　

●日時・場所　　　　　　　　　
　•２月５日金　山口グランドホテル
　　 10時～12時30分、13時30分～16時
　　※午前・午後で企業入替制　　
●参加対象　　　　　　　　　　
　①令和３年３月に大学・短大・
　　　　専修学校等を卒業予定の人
　②求職中の一般の人　　　　　
　③①及び②の保護者　　　　　
●参加料　無料　　　　　　　　
●参加対象企業　県内に事業所を
　有し、原則として県内での常用
　雇用の予定のある企業　　　　
●問い合わせ先　山口しごとセンター
　〔☎083(976)1145〕　　　　

美祢市シルバー人材センター
入会説明会　　　　　　
●日時・場所　１月18日水　  　
　•９時　　　美東事務所　　　
　•10時30分　秋芳事務所　　　
　•14時　　　美祢事務局　　　
　美祢市シルバー人材センターでは、
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。職業
紹介事業及び労働者派遣事業も行っ
ています。　　　　　　　　　　
●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〕　　　　

高齢者障がい者のための
弁護士電話法律相談　
　消費者被害、遺言・相続、成年
後見、財産管理、介護、虐待など
の相談をお受けします。　　　　
　高齢者・障がい者ご本人、ご家族、
支援者からの相談にも応じます。　
●日時　１月12日火、１月26日火
　　　　２月９日火　10時～12時

●相談電話番号　〔☎083（920）8730〕
●問い合わせ先　山口県弁護士会
　〔☎083（922）0087〕　　　　　

１１０番通報の適切な利用　
　１月10日は「110番の日」です。
　「事件・事故にあった。目撃し
た。」などの緊急時には、すぐに
110番してください。　　　　　
110番利用３つのポイント　　
•通報場所は正確に　　　　　　　
　　目の前に見える建物やバス停、
　橋など目標となる物を教えてく
ださい。　　　　　　　　　　
•いたずら110番は絶対やめよう　
　　いたずら110番は、本当に困っ
ている人からの通報を遅らせ、
　迷惑をかけます。絶対にやめま
しょう。　　　　　　　　　　
•急がない用件は総合相談電話　　
　　110番は、緊急電話です。　
　　相談や問い合わせなど緊急
でないものは、総合相談電話
〔☎＃9110〕に連絡してください。
●問い合わせ先　美祢警察署地域課
　〔☎０８３７（５２）０１１０〕　　　　　
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まちかどホットラインまちかどホットラインまちかどホットラインまちかどホットラインまちかどホットライン

　美祢市在住の 利重旺紀 選手(3年生 於福中出身)、浜岡金太郎 選手（2年生 文洋
中出身）、重藤友香 選手 (2年生 女子部員 大嶺中出身)、西山陽菜 マネージャー
(1年生 伊佐中出身)が市役所を訪れ、篠田市長に２年ぶり30回目となる全国高等学
校ラグビーフットボール大会への出場が決定したことを報告しました。
　県予選決勝では山口高校と対戦し、熱戦を繰り広げた結果、40対3で勝利を飾り、
全国大会出場が決まりました。
　代表で利重選手が「チーム目標である花園で１勝を達成できるよう頑張りたい、
また、いつも応援してくださる地元の皆様に勇気を与えることができるようひたむ
きな姿を見せたい」と、全国大会に向けて決意を述べました。

大津緑洋高校ラグビー部 全国大会出場決定報告11/25 水
とししげおうき はまおかきんたろう

左から浜岡選手、利重選手、篠田市長、
重藤選手、西山マネージャー

しげとうゆうか に し や ま  ひ な

　下郷美東スポーツ少年団の皆さんが市役所を訪れ、篠田市
長に11月22日日・23日月にソルトアリーナ防府などで開催さ
れた「マルキュウカップ第35回山口県小学生バレーボール選
手権大会」混合の部で優勝したことを報告しました。
　おめでとうございます。

下郷美東スポーツ少年団 優勝報告

　美祢市保健センターにて、「令和２年度 栄養関係功労者厚生労働大臣表彰（食生活改善事業功労
者）」伝達式が開催され、美祢市食生活改善推進員として活躍されている秋芳町別府の河本良子さん
が受賞されました。
　河本さんは、昭和55年から40年間の長きにわたり、公民館や保健センターでの料理講習会
や男性の料理教室、小学校での食育活動等、時勢に応じた活動を継続されています。幅広い
世代に健康づくりの輪を広げるとともに、地域でのヘルスメイト活動の定着に貢献されました。

栄養関係功労者厚生労働大臣表彰 伝達式12/14 月

かわもとよしこ

12/6 日
　マツダ株式会社美祢自動車試験場で、第13回美祢市駅伝競走大会が開催されました。当日
は快晴で絶好の駅伝日和となり、69チームが参加し、白熱した戦いを繰り広げました。また
今大会の先導車には、市内の郵便局員の皆さんにご協力いただきました。なお、大会結果に
ついては市ホームページで確認することができます。
　参加された選手の皆さん、関係者の皆さん、大変お疲れ様でした。

第13回美祢市駅伝競走大会を開催

11/20日
　任意ボランティア団体アイリスファイブ（山口市小郡町）から、新型コロナウイルス感染
症対策に役立ててもらいたいと、手作りマスク200枚とフェイスシールド150セットを寄贈
していただきました。
　いただいたマスクは、市内の保育園や子育て広場に配布、フェイスシールドは地域外来検
査センターで有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

手作りマスク等の寄贈がありました

左から徳田達夫様、岡村範夫様、
藤山康介様、篠田市長

12/８火
　立正佼成会宇部教会辻谷教会長が市役所を訪れ、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、子ど
もたちの豊かな心の育成・自立心の育成など教育振興を含めた地域振興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。
　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。

立正佼成会宇部教会から寄附金をいただきました
つじたに

後列左から
むらなかきよみ
村中清美コーチ 
こうだ り き
神田理輝選手
いのうえな の は
井上奈乃羽選手
おおはしま ほ
大橋茉帆選手
おだ あおば
小田青葉選手
すぎもと いさ お
杉本伊佐雄監督

前列左から
こうだ ま お り
神田真緒莉選手
たなかあゆむ
田中歩夢選手
のむら り こ
野村莉瑚選手
よしや るな
吉屋瑠夏選手

12/16 水

とくだたつお おかむらのりお

ふじやまこうすけ

前列左から
山口県宇部健康福祉センター 髙橋所長、河本様
後列真ん中
美祢市食生活改善推進協議会　礒部会長

いそべ

たかはし
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