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オープニング
セレモニー

10時30分～

先着300人に記念缶バッジをプレゼント
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　徳山動物園リニューアル第５弾となる、「アジアの熱帯雨林ゾーン」に
新エリアがオープンします。国内最大級の広さのスリランカゾウエリアを
はじめ、生物多様性に富んだ、アジアの熱帯雨林に生息している生き物
たちの魅力を楽しみながら、自然の大切さを感じてもらえるゾーンに
なっています。

スリランカゾウエリア

国内最大級の広さの展示場
でのびのびと過ごすスリラン
カゾウが魅力的なエリア。夏
には深さ1.6メートルのプー
ルで豪快に水浴びをする姿
を見ることができそうです。

熱帯いきもの館「太陽と水の森」

熱帯雨林の生き物をテーマとした、ヘビ・
カメ・カエル・熱帯魚などがおり、森に入
り込んだ気分になれる施設です。

コツメカワウソ

水辺で生活するコツメ
カワウソにとって遊び
がたくさんのエリア。
これまで以上に生き
生きとした姿に期待し
てください。

新型コロナウイルス感染症防止対策をしてください
●発熱などの症状のある人は来園を控えてください。
●入園時にはマスクの着用、手指の消毒をしてください。
●園内では、咳エチケットや、手洗い、適切なソーシャルディスタ
ンスの確保に協力してください。

スリランカゾウ・マレーグマ・コツメカワウソ・インド
タテガミヤマアラシ・メンフクロウ・ニシアフリカコガ
タワニ・ビルマニシキヘビ・パーカーナガクビガメ 他

●哺乳類…4種12点 ●鳥類…１種１点
●爬

は

虫
ちゅう

類…10種46点 ●魚類…6種162点

合計 21種 221点合計 21種 221点

主な動物種

祝 リニューアル第
５弾

マレーグマ

木の上で過ごすこ
とも多いマレーグ
マの生活が、より豊
かになるように準
備されたエリア。木登り
などで活発に動く様子
を見ることができます。

徳山動物園　☎0834-22-8640　開園時間：9時～16時30分（入園は16時まで）問合せ 徳山動物園 検索

※オープン時の予定点数です。



問合せ　徳山商工会議所☎0834-31-3000・観光交流課☎0834-22-8372

問合せ　周南観光コンベンション協会☎0834-33-8424・観光交流課☎0834-22-8372
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　約100万球のイルミネーションが、周南の
冬を彩ります。
★期間　12月１日（水）～28日（火）（予定）
★点灯時間　17時30分～22時
★場所　御幸通り、駅前ロータリー
　　　　青空公園、ＰＨ通り
★イベント
◆イルミネーションスポットを巡る
　クイズラリー
◆コンビナート企業による全点灯
※イベント内容については、徳山商工会議所
ホームページで随時更新します。

ウィンターイルミネーション 2021ウウウウウウウウ ンンンンンタタタタタタタ イイイイイイイイイイイルルルミミミミミミネネネネネネネネ シシシシシ ンンンンンンンンンンン 2220002222211111

周南 冬のツリーまつり
Winter illumination 2021

キャンペーンについて
詳しくはこちら

泊まって応援！泊まって応援！第２弾
周南お楽しみ周南お楽しみ
ククーーポンポンキャンペキャンペーーンン

※歩行者天国による集中イベントの開催はありません。

美

酒

食

癒

11月1日　 から11月1日　 から
配布を開始します配布を開始します

月

クーポン券の利用ができる店として登録しませんか。
詳しくは周南観光コンベンション協会に問い合わせて
ください。

クーポン券取扱店
募集中

令和4年2月20日日まで（なくなり次第終了）
令和4年2月27日日まで
1人1回の宿泊につき1セット（1,000円×2枚）
連泊の場合も1セットのみ
※クーポン券の提供は、宿泊した人の受け付け順です。
　予約時に、提供の確約はできません。
※クーポン券は、取扱店でのみ利用できます。
　宿泊費へ充てる場合は、1人1回の宿泊につき、1,000円分までです。

1人1回の宿泊につき1セット（1,000円×2枚）

クーポン券の配布

クーポン券の利用

配布内容

市内の対象宿泊施設に宿泊した人へ、市内の飲食店など
で使えるクーポン券を配布します。

の

所

ど



問合せ　消防本部予防課☎0834-22-8773

問合せ　消防本部指令課☎0834-22-8765
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この他、既往歴やかかりつけ医院などを聞きます。
会話を続けながら出動を指令していますので、落ち
着いて質問に答えてください。

緊急性が高いと判断したときは、迷わず１１９番通報して救急車を要請してください。

　これから冬にかけて、空気が乾燥し火災が発生しやすい季節になります。
11月９日（火）～15日（月）までの１週間、全国一斉に秋季火災予防運動が
行われます。この機会に防火に関する知識を身につけ、
家庭での備えを十分にしましょう。

おうち時間 家族で点検 火の始末

住宅防火

いのちを守る10のポイント

秋季
全国火災
予防運動
11月９日 　～
15日 　

火
月

令和３年度全国統一防火標語

４つの習慣 ６つの対策

寝たばこは絶対にし
ない、させない

ストーブの周りに燃
えやすいものを置
かない

火災の発生を防ぐた
めに、ストーブやこん
ろなどは安全装置の
付いた機器を使用する

火災の早期発見のた
めに、住宅用火災警
報器を定期的に点検
し、10年を目安に交
換する

火災の拡大を防ぐた
めに、部屋を整理整
頓し、寝具、衣類およ
びカーテンは、防炎品
を使用する

火災を小さいうちに
消すために、消火器
などを設置し、使い
方を確認しておく

高齢者や体の不自由
な人は、避難経路と
避難方法を常に確保
し、備えておく

防火防災訓練への参
加、戸別訪問などに
より、地域ぐるみの防
火対策を行うこんろを使うときは

火のそばを離れない

コンセントはほこり
を清掃し、不必要な
プラグは抜く

11 9 119
火災・救急などに直面した時、あなたは正確に通報できますか？

119番通報時（救急の場合）に聴取すること 急な病気やけがなどで、
救急車を呼ぶか、病院に行くか、迷った時

救急医療 電話相談

# ７ １ １ ９
●相談時間…毎日24時間
　利用できない場合は☎083-921-7119

大人
おおむね
15歳以上

# ８ ０ ０ ０
●相談時間…毎日午後７時～翌日８時
　利用できない場合は☎083-921-2755

子ども
15歳未満

119番消防です。
火事ですか？救急ですか？

場所はどこですか？

倒れた方は何歳の
男性・女性ですか？

意識・呼吸はありますか？

最後にあなたの名前と
電話番号を教えてください。



問合せ　商工振興課☎0834-22-8373

問合せ　市民の声を聞く課☎0834-22-8808

あなた
の

あなた
の

働きたいを応援します働きたいを応援します
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　創業や新規出店、市内での就労を考えている人が気軽に
立ち寄れる拠点を中心市街地に開設しました。関係するパン
フレットや、情報提供、相談を受け付けます。セミナースペー
スでは、ビジネスのヒントにつながるセミナーを開催します。

まちなかビジネス支援拠点 まちLAB hinter
☎0834-31-3040問合せ

創業や出店など「はたらく」を考える
まちなかビジネス支援拠点 まちL

ラボ

AB h
ヒンター

inter

　公共職業安定所に提出された求人票の内容を分かりやす
く伝えるため、仕事の内容や職場の様子を補足する動画や、
役立つ情報の動画などをまとめたサイトを開設します。求職
者の「文字だけではどんな仕事か分からない」、求人事業者
の「仕事内容がうまく伝わらない」を解決します。

商工振興課☎0834-22-8373問合せ

仕事をみつける
就労促進動画サイト

　60歳以上の人へ臨時的で、短期的または軽易な仕事を提
供することで、収入を得ながら生きがいの充実と福祉の増
進を図り、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的に
運営しています。
対象　60歳以上の健康で働く意欲のある人
主な仕事　剪

せん

定
てい

、草刈り、除草、家事援助、公共施設管理など

長年培った技術・知識・経験を生かす
シルバー人材センター

　働くことに自信がない、人間関係が苦手、仕事が長続きし
ない、自分に向いた仕事が分からないなど、働くことに関す
る悩みをもつ若者を、キャリアカウンセラーや臨床心理士が
サポートします。
対象　15歳～49歳で現在働いていない人
※家族からの相談も受け付けます。

就活の悩みを相談してください
しゅうなん若者サポートステーション

シルバー人材センター☎0834-25-6262問合せ しゅうなん若者サポートステーション☎0834-27-6270問合せ

動画の掲載に興味のある事業者も募集します

市民アンケート
～皆さんの意見を聞かせてください～

切り取り

〒745-8655
岐山通1-1 周南市役所
市民の声を聞く課 行

切り取り

【回答期限】
11月30日（火）
（消印有効）

あて先 ▼

切り取って使用して
ください

市では、市民協働のまちづくりを推進するためにアンケートを実施
しています。アンケートの結果は、市ホームページで公開しています。

今月のテーマ　「スマホ決済※」について
※キャッシュレス決済の一種で、専用アプリを使用し、バーコードなどで
支払いを行う方法

【回答方法】
●インターネット…市ホームページのフォームから回答
●まちづくり提言箱に投函

かん

…アンケートの回答欄を
切り取り、市役所・総合支所・支所・市民センターな
どに設置している提言箱へ投函
●郵送…アンケートの回答欄を切り取り、はがきの裏
面へ貼り付けるか封筒に入れて郵送

スマホ決済について 回答欄
該当する番号に〇を付けてください

Ｑ１　回答者の年齢を教えてください
①～19歳　②20代　③30代　④40代　⑤50代
⑥60代　　⑦70歳～

Ｑ２　スマホ決済の利用開始時期は
①令和２年8月以前から
②昨年周南市が行ったキャッシュレスキャンペーン
　（令和2年9月）以降から
③今年周南市が行ったキャッシュレスキャンペーン
　（令和3年１～2月）以降から
④令和3年3月以降から　⑤利用していない

Ｑ３　スマホ決済の利用頻度は
①ほぼ毎日   ②週２、３回程度 ③週1回程度
④月1回程度 ⑤年２、３回程度 ⑥ほぼ利用していない

Ｑ４　問２で⑤を選択した人で、利用しない理由を
　　   教えてください（複数回答可）
①スマホを持っていない
②アプリの設定方法などが分からない
③セキュリティーに不安がある
④店舗での使い方が分からない（不安である）
⑤普段行くお店ではスマホ決済が利用できない
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ２　スマホ決済の利用開始時期は

Ｑ３　スマホ決済の利用頻度は

Ｑ１　回答者の年齢を教えてください

Ｑ４　問２で⑤を選択した人で、利用しない理由を
　　   教えてください（複数回答可）

市ホームページ
からの回答は
こちら



問合せ　こども支援課☎0834-22-8455
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■利用対象
　保護者が家庭で保育することが困難なため、令和4年4月
1日から保育所などの利用を希望する、市内に在住する就
学前の児童
※月に60時間以上の就労をしているなど、利用要件があり
ます。詳しくは、問い合わせてください。
※障害のある児童は、こども支援課に相談してください。
■保育料
●0~2歳…同一生計を営む父母など扶養義務者の市民税
所得割額の合計・保育の利用時間に応じて決定
●3歳以上…無料（給食費は、保護者負担）

■利用の決定　
令和4年3月上旬ごろに通知します。
※定員の関係で、希望する施設以外の利用になる場合もあ
ります。
※利用前の見学は、各施設に問い合わせてください。
※利用決定前に各施設で面接があります。時期は、施設に
よって異なります。

■申込み
　11月25日（木）~12月17日（金）に、必要書類を、こども
支援課・総合支所市民福祉課に提出
※申込書は、こども支援課・総合支所市民福祉課・保育所で
11月から配布します。

※（仮称）しゅうよう保育園は市立周央保育園の民営化によって、
令和４年４月から新設されます。

申込み 11月25日（木）～12月17日（金）

公
私
の
別

施設名 所在地 電話番号 利用
定員

開所
時間

私
立

徳山中央保育園 平和通 0834-32-3271 120
  7:00~
19:00

遠石保育園 青山町 0834-21-0939 90
和光保育園 遠石 0834-31-4887 130
こもれび保育園 中央町 0834-64-3233 90

荘宮寺保育園 富田 0834-62-3393 45   7:00~19:30
すみれ保育園 野村 0834-61-1010 90

  7:00~
19:00

ひまわり保育園 大河内 0833-91-3749 110
あい保育園
新宿通 新宿通 0834-34-1020 120

わかやま保育園 上迫町 0834-64-1601 90
(仮称)しゅうよう
保育園※ 周陽 0834-64-1601 105

市
立

第二保育園 岡田町 0834-22-8870 180
  7:00~
19:00櫛浜保育園 栗屋 0834-25-0202 120

須々万保育園 須々万奥 0834-88-0042 90

中須保育園 中須南 0834-89-0072 45   7:00~18:00
尚白保育園 新宿通 0834-22-8871 70

  7:00~
19:00大内保育園 大内町 0834-28-7307 120

菊川保育園 下上 0834-63-8408 90
城ヶ丘保育園 城ヶ丘 0834-28-7132 120

  7:00~
18:00

川崎保育園 川崎 0834-63-2507 60
富田南保育園 椎木町 0834-63-1849 60
三丘保育園 安田 0833-92-0055 45

勝間保育園 呼坂 0833-92-0045 90   7:00~19:00

保育所 （受け入れ年齢 0～5歳） 認定こども園 （受け入れ年齢 0～5歳）
公
私
の
別

施設名 所在地 電話番号 利用
定員

開所
時間

私
立

蓮生・まこと
幼稚園 久米 0834-25-2469 65   7:30～19:00

あおば幼稚園 呼坂 0833-91-6101 30   7:00～18:00
ふくがわ
こども園 福川南町 0834-62-7711 105   7:00～

19:00
共楽保育園 久米 0834-25-1318 100

市
立鹿野こども園 鹿野上 0834-68-3344 43   7:00～18:00

地域型保育 （受け入れ年齢 0～2歳）
公
私
の
別

施設名 所在地 電話番号 利用
定員

開所
時間

私
立

ニチイキッズ
一番丁保育園 大字徳山 0834-33-3611 19   7:00～19:00
南陽幼稚園保育部
ちゅうりっぷ 福川 0834-34-9663 19   7:30～18:30
保育園
ひだまり 東山町 0834-32-5075 8   7:45～18:45
プティット
周南保育園 今宿町 0834-32-2210 18

  7:00～
19:00

ニチイキッズ
毛利町保育園 毛利町 0834-33-6700 19

山口ヤクルト
周南保育園 今宿町 0834-32-1616 6

令和
４年度

保育所・認定こども園・地域型保育事業の
利用受け付けが始まります！



問合せ　生涯学習課☎0834-22-8457、 または各児童クラブ
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 児童クラブについて
児童クラブは、保護者が日中家庭で保育することが

困難な児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、健全
な育成を図る役割を担っています。

 入会要件
●保護者および同居の祖父母（70歳未満）全員が、就
労などの理由により以下の期間に家庭で保育できな
いこと

<長期休業期間（春・夏・冬休み）>
8時~18時の間に4時間以上かつ月15日以上

<長期休業以外の期間>
13時~18時の間に2時間以上かつ月15日以上

※長期休業期間のみ入会希望の人は、祖父母の入会要
件は不要です。

●入会期間が継続して1カ月以上あること
※春休み・冬休みはそれぞれ全期間の入会となります。
●自主的に児童クラブに参加でき、集団生活が可能なこと
●児童クラブと保護者間で常に連絡が取れ、協力でき
ること

 保育時間
学校の授業がある日　放課後～18時
土曜日、長期休業期間　8時～18時
※延長保育を実施する児童クラブは19時までです。
※日曜日・祝日・盆・年末年始は閉所します。

●市内の児童クラブ一覧
児童クラブ名 定員 電話番号

徳山小校区児童クラブ 120人 0834-22-3005
岐山小校区児童クラブ 80人 0834-22-2413
遠石小校区児童クラブ 120人 0834-21-1115
周陽小校区児童クラブ 80人 0834-28-0181
秋月小校区児童クラブ 80人 0834-28-2143
桜木小校区児童クラブ 80人 0834-28-1122
久米小校区児童クラブ 80人 0834-29-1199
沼城小校区児童クラブ 85人 0834-88-1037
菊川小校区児童クラブ 115人 0834-63-4963
戸田小校区児童クラブ 35人 0834-83-4156
夜市小校区児童クラブ 50人 0834-62-2092
今宿小校区児童クラブ 120人 0834-22-8833
湯野小校区児童クラブ 50人 0834-83-4884
櫛浜小校区児童クラブ 80人 0834-25-0223
東福祉館児童クラブ 45人 0834-25-1514
富田東児童クラブ 120人 0834-63-1002
富田西児童クラブ 140人 0834-63-0204
福川児童クラブ 45人 0834-62-1928
福川南児童クラブ 50人 0834-62-1948
和田児童クラブ 35人 0834-67-2233
勝間児童クラブ 130人 0833-92-0096
大河内児童クラブ 40人 0833-92-0099
高水児童クラブ 40人 0833-92-0110
三丘児童クラブ 35人 0833-91-1900
鹿野こどもすくすくセンター 50人 0834-68-3525

令和
４年度

申込書の配布　11月8日（月）から、
児童クラブ・生涯学習課・総合出張所
提出先　入会を希望する児童クラブ
※ 新規に入会する場合は、保護者と児
童同伴で面談を行いますので、事前
に児童クラブに連絡してください。
※ 入会は低学年を優先する他、世帯の
状況を総合的に考慮し決定します。

利用を開始する日 申込期間 入会決定時期

●夏休み前まで
令和4年4月1日～
7月20日

11月22日（月）～
12月20日（月）

1～3年生 4～6年生

3月上旬頃
（1年間分）

● 夏休み前までの利
用分…3月上旬頃
●夏休み以降の利用
分…6月下旬頃

※2回に分けて決定
します。

●夏休み以降
令和4年7月21日～
令和5年3月27日

11月22日（月）
～令和4年5月
13日（金）

6月下旬頃

申し込み方法



犯罪被害者などについて、その受けた
被害から回復し、平穏な暮らしを取り戻せ
るように配慮していくことは、社会全体と
して取り組むべき課題です。
私たち１人ひとりがその犯罪被害者な

どの置かれている立場をよく理解し、配慮
を心掛けることが大切です。

市営住宅の入居者を募集します

１１月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。

問合せ　生活安全課☎0834-22-8240

犯罪被害者などが置かれている状況や名誉、平
穏な生活を送れるような配慮の重要性などに
ついて、理解を深めましょう。 

入居時期　1月中旬以降（予定）　　抽選日時　12月7日（火）10時～
申込み 住宅課・総合支所へ入居申込書を提出、または申込書添付の封筒
で郵送
 ※入居申込書は住宅課・総合支所で配布しています。
申込期限　11月30日（火）（消印有効）

※家賃に駐車場使用料は含まれておりません。別途必要な住宅もあります。
※家賃は毎年変更します。
※〇印の住宅は、単身者でも申し込みができます。

犯罪被害者を支援する１日面接相談所
対象　犯罪や交通事故の被害に遭った人やその家族
※ 詳しくは山口被害者支援センターに問い合わせて
ください。

日時　毎月第３火曜日の11時～15時（予約制）
※ 11月16日、令和4年１月18日は休み。
場所　市役所共用会議室
申込み　山口被害者支援センター
　　　　☎083-974-5115

■ 一般世帯向け住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）

〇 高尾 徳山10757 1 24,100～47,300
金剛山 徳山8396-1 1 20,800～40,400
栗坪第1 北山1-4-6 1 26,700～52,500
桜木 桜木3-1-15 1 29,700～58,400

〇 周南第1 瀬戸見町12-1 1 24,500～48,200
〇 周南第2 扇町2 1 9,500～15,800
〇 周南第3 瀬戸見町1 1 12,400～24,300
椎木開作 野村３-11-2 1 17,000～33,500
勝間 大河内10778-14 1 16,600～32,500

■ 高齢者世帯向け住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）

〇 周南第4 城ヶ丘3-10 1 16,400～32,200

■ 若年単身世帯対象募集住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）

〇 周南第4 城ヶ丘3-11 1 11,500～22,700

■ 子育て世帯対象募集住宅
小学校区 住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）
秋月 周南第1 江の宮町12 1 31,400～61,600
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次の全てに該当する人▼同居または同居し
ようとする親族がいる▼入居しようとする
全員の総所得の月割額が、一定の基準内▽
一般世帯...15万8,000円以下▽高齢者・
障害者・小学校就学前の子どもと同居の世
帯など...21万4,000円以下▼市町村税を
滞納していない▼暴力団員ではない▼住宅
に困っていることが明らか
※高齢者世帯向け住宅は、上記の入居資格
に加え、申込者または同居者の中に60歳
以上の人がいることが要件です。
※子育て世帯対象募集住宅は、上記の入居
資格に加え、小学生以下の子どもと同居
し、その子どもを扶養している世帯であ
ることが要件です。
※若年単身向け住宅は、上記の入居資格に
加え、一定の要件を満たす18歳以上60
歳未満の方が対象です。　

住宅課☎0834-22-8282　周南公営住宅管理協会☎0834-21-0700問合せ

犯罪被害者等支援
シンボルマーク　
ギュッとちゃん
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●  やまぐち性暴力相談ダイヤルあ
さがお☎083-902-0889（24
時間対応）

●  性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター☎＃
8891
● 配偶者暴力相談支援センター相
談専用ダイヤル☎083-901-
1122・DVホットライン（緊急
用） 0120-238122
●  DV相談ナビ☎＃8008
●  警察レディース・サポート110

0120-378387または☎083-
932-7830（24時間対応）緊急時
は110番または最寄りの警察署へ
　・周南警察署☎0834-21-0110
　・光警察署☎0833-72-0110
●  市こども・子育て相談センター
☎0834-22-0850
●  市もやいネットセンター（高齢
者に関する相談窓口）☎0834-
22-8200

みんなで子育てを支える社会を
全ての子どもは適切な養育を受け、健やかな成長・発達

や自立が図られることなどを保障される権利があります。
子どもの成長を著しく脅かす行動は、子どものためと

思って行ったとしても、虐待になります。DV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）と子どもに対する暴力は、同時に行われ
ている場合があります。夫婦間で暴力を振るい、子どもに
暴力を見せることは「面前ＤＶ」と言われ、子どもへの心理
的虐待にあたります。

配偶者などからの暴力、性犯罪、性暴力、ス
トーカー行為、セクシュアルハラスメントなど、
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害
するものです。もし被害にあったら1人で悩ま
ず、専門機関へ相談してください。

性暴力を、なくそう
～相談をためらわないで ～

子どもたちの健やかな未来を守るために

11月は「児童虐待防止推進月間」

問合せ　人権推進課男女共同参画室☎0834-22-8205

☎0834-2
にこ

2
にこ

-0
お

8
や

5
こ

0
子育てが辛くて子どもに当たってしま
う、虐待を受けている子がいるかもしれ
ない…１人で悩まず、すぐに電話してく
ださい。

児童相談所虐待
対応ダイヤル 1

いち

8
はや

9
く

（24時間・365日対応、通話料無料）

平日8時30分～17時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く。）
妊娠・出産・育児などに関する相談を受け付けます。
子どもからの相談も受け付けています。
面接相談も行っています。（予約制）

11月12日～25日は
女性に対する暴力をなくす運動期間

パープルリボンは女性
への暴力根絶のシン
ボルマークです。

1
いち

8
はや

9
く

「だれか」じゃなくて 「あなた」から

11月12日～18日は、
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

女性に関する人権問題について、法務局職員や人権擁護委
員が強化期間中、受付時間を拡大して相談に応じます。
強化期間中の受付時間　
▼平日…8時30分～19時▼土・日曜日…10時～17時
※通常は、平日８時３０分～１７時１５分で受け付けています。

☎0570-070-810

子ども虐待防止 オレンジリボン運動
子ども虐待防止のシンボルであるオレンジ
リボンを広め、子ども虐待防止を訴える運
動です。

あんしん子育て室こども・子育て相談センター
こども・子育て
相談専用ダイヤル

相談者のプライバシーは守られます

令和３年度「児童虐待防止推進月間」標語
最優秀作品

問合せ　あんしん子育て室こども・子育て相談センター☎0834-22-8452

 

虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
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手話を学ぶ方法として、手話サー
クルがあります。簡単な日常会話から学ぶことがで
き、聞こえない人も参加することが多いので、表情豊
かな手話を直接見て学ぶことができるのが魅力で
す。また、聞こえない人や手話を学ぶ人同士のつなが
りもできます。手話サークルについては、障害者支援
課まで問い合わせてください。

地球温暖化防止
みんなが主役主役の

ここ数年、「50年に一度の大雨」が毎年のように
日本各地で降り、夏には記録的な高温が当た

り前のように続いています。
どちらも地球温暖化の影響と考えられており、温

暖化の影響を異常気象という形で身近に感じるよう
になりました。温暖化の最も大きな原因と考えられ
ているのは、地球に熱を溜める温室効果ガス排出量
の増加です。
では、どのように温室効果ガス排出量を減らし、地

球温暖化を止め、豪雨などの災害や熱中症によるリ
スクを「市民一人一人が主役となって」減らせば良い
のでしょうか。
これから一緒に考えて参りましょう。

手話

右手指先で右胸脇を2回ほどはらい上げます。首を左右に
振り、相手に理解できない表情とともに伝えましょう。

「わかりません」

問合せ／障害者支援課☎0834-22-8387問合せ／環境政策課☎0834-22-8324

の世界へようこそ! 

今月の手話

市温暖化対策地域協議会会長
髙田　隆（徳山大学学長）

　　　　　　　　私も家族も、誰も心当たりのない商品が
届いた。開けていないので、中身はわからない。

　　　　　　　　健康食品・食料品・高額書籍など、身に覚え
のない商品が一方的に送られてきて、受け取ると代金を請求
される「送り付け商法（ネガティブ・オプション）」に関する相談が、
全国的に寄せられています。
　一方的に送り付けられた商品を受け取っても、売買契約

は成立していないため、代金を支払う必要はありません。
　また、令和3年7月の法改正により、一方的に送りつけられ
た商品の処分ができるようになりました。ただし、事業者か
ら、配送間違いなどの理由で返却を求められることもあるの
で、商品は一定期間保存しておきましょう。
　また、送り付け商法ではなく、冠婚葬祭のお礼や、家族か
らの贈り物だったという事例もあります。
　困った時は、まずは消費生活センターに相談してください。

「身に覚えのない商品が自宅に届いた場合、どうしたらいい？」

問合せ　市消費生活センター☎０８３４－２２－８３２１

相談内容

アドバイス

開催時間 対象中学校区
午前の部
11時～11時30分

鼓南・太華・岐陽・住吉・
周陽・秋月

午後の部
14時～14時30分

菊川・桜田・中須・須々万・富田・
福川・和田・熊毛・鹿野

令和４年周南市成人式の開催

申込み　11月15日(月)までに、住所・氏名・電話番号・E
メールアドレス・希望内容を、窓口・郵送・ファクス・Eメー
ルで、〒745-8655岐山通１－１生涯学習課☎0834-
22-8697・FAX0834-22-8814・ ed-shogai@
city.shunan.lg.jp

日時　令和４年１月９日（日） 場所　文化会館

対象　平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれで、
本市の住民基本台帳に記載されている人、市外に転出した
人で出席を希望する人
※案内状は12月上旬に発送します。
※ 市外に転出した人で、出席を希望する人は、
12月24日（金）までに連絡してください。

壇上で新たな決意を発表する
新成人を募集します
内容と定員（申し込み多数の場合は、抽選）
▼二十歳のメッセージ … 午前・午後各２人
▼市民憲章唱和………… 午前・午後各１人

実行委員長
森實　侑也さん
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問合せ　生涯学習課
☎0834-22-8621

今年も多くの皆さんから応募があり、
厳正なる審査の結果、各賞が決定しました。

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

市花壇
コンクール
審査結果

なかよしクラブ
四季折々の花や草木が植えられており、
１年中楽しむことができる花壇です。

花壇名　みささ若草会

一般の部　最優秀賞

高水小学校
学校・地域住民が協力して作り上げた
メリハリとボリュームのある花壇です。

花壇名　高水小学校花壇

学校の部　最優秀賞

　✿優秀賞✿

 ◎ 一般の部 ◎ 学校の部
 上若自治会花壇 熊毛中学校旧校舎前花壇
 JR戸田駅周辺花壇 岐山小学校花壇　　　　　　
 須々万花壇 久米小学校花壇

　✿特別賞✿

 ◎ 一般の部 ◎ 学校の部
 福川婦人会いこい花壇 かのっ子花壇（鹿野小学校）

受診した

0
■ 過去１年間に歯科検診を受けたか

20 40

53.0％ 45.7％ 1.3％

60 80 100％

成
人

受診していない 無回答

実施医療
機関一覧 ▼

11月8日は「いい歯の日」
年に1度お口のチェック

いい歯スマイル検診 歯周疾患検診
対象 いずれかに該当する人

●今年度内に19歳～39歳になる人
●妊婦（年齢制限無し、妊娠中のみ受診可）

今年度内に
40・50・60・70歳になる人

検診期間 令和4年3月31日まで 令和4年2月28日まで
費用 無料
内容 歯と歯ぐき、口腔粘膜の健康状態を調べる検査
持ち物 健康保険証

母子健康手帳・受診票（妊婦）
受診券、健康保険証
※ 受診券の再発行については問い
合わせてください。

受診方法 市内の歯科医院に予約して受診

受診者特典!!

今年度は受診時
に

歯みがきセット
を

プレゼント！

もらえる！

その虫歯、
無視歯にしないで！

市役所市民
ギャラリーに
写真を掲示します

期間　11月15日（月）まで

　歯周病や虫歯を予防するためには、定期的な歯科検
診を1年に1回は受けることが必要です。しかし、市のア
ンケートでは、過去1年間に歯科検診を受けたのは2人
に1人でした。
　定期的に歯科検診を受診することは、虫歯や歯周病の予防、早期発見・早期治療につながります。生涯好きなものを
食べ、自分らしく過ごすためにも、口内の健康を保ち、しっかりかむ・飲み込むなどの口腔機能を保つことが重要です。

●市の歯科検診

※ 治療は自己負担です。健康保険証を持って受診してください。



「笑顔でおいしく食べてくれている姿を想像しながら作
りました」熊毛北高等学校２年２組の皆さんが、敬老の日
のお祝いとして開発した、かるかん風自然薯まんじゅう。使
用されたヤマイモは、市内業者から「高齢者のために何か
をしたい」という思いで提供されました。飲み込みやすい
ように工夫を重ねたまんじゅうの完成には、３カ月もの時
間がかかっています。
「小さい頃、祖母に手紙をプレゼントして、とても喜んで
もらえたことを思い出します。同じように喜んでもらえると
うれしいです」生徒たちは皆、笑顔を浮かべ和やかな雰囲

気の中で、高齢者のことを思ってまんじゅうを作ります。
「生徒たちには、自分も社会の一員であるという自覚を
持って、学び、卒業後も周囲に気を配ることのできる人に
なってほしいです」先生も、生徒たちの将来を思う笑顔を
見せてくれました。
まんじゅうは、９月１７日に熊毛地域の高齢者施設で提

供されました。熊毛北高等学校生徒からのメッセージと共
にまんじゅうを受け取った皆さんは、すてきな笑顔で喜ん
でくれました。関係者の気持ちがつながり、たくさんの笑顔
があふれるイベントになりました。

周南市で
活躍してい

る人を

紹介しま
す

ARTGUIDE
アートスポットガイド in 周南

高齢者と学生
つながる笑顔

２年２組の皆さん

熊毛北高等学校

まんじゅうを手に笑顔の施設利用者▶

※新型コロナウイルス感染拡大のため、変更になる場合があります。
また、来館の際は、感染拡大防止対策に協力してください。

林忠彦写真展 「日本の画家」 ●期間／11月14日（日）まで

尾崎正章常設展 「絵になる人」●期間／11月21日（日）まで

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

まどさんは、1961年5月から1964年
12月まで密かに抽象画を描いていま
した。この絵は日付からすると最終盤
の作品です。7月に入りテーマが新しい
宇宙像に絞られます。9月になるとモス
グリーンのなかにドーム状のものが浮
かぶ小宇宙のような作品が現れてきま
した。穏やかで平安に満ちた世界。まさ
しく理想郷の出現です。まどさんは、こ
れをもって完成形としたのか、その後し
だいに絵から遠ざかっていきます。

美術博物館 所蔵品の紹介

文化スポーツ課☎0834-22-8622
美術博物館☎0834-22-8880

問合せ

まど・みちおのえ

●「The 風景～徳山八景とともに」
　▼期間／11月11日（木）～12月19日（日）　

●林忠彦記念室「異郷好日 世界の旅」
●まど・みちおコーナー
　▼期間／１2月28日（火）まで

●徳山の歴史特設コーナー
　「没後450年 毛利元就」
　▼期間／11月30日（火）まで

常設展示

美術博物館☎0834-22-8880

●市学校美術展
　▼期間／１１月５日（金）～７日（日）　（最終日は１５時３０分終了）　▼観覧料／無料
●県高等学校総合文化祭　美術・工芸／写真部門
　▼期間／１１月１２日（金）～１４日（日）　（最終日は１５時３０分終了）　▼観覧料 / 無料

宮崎  進 「暮色（徳山湾）」

1964（昭和39）年12月
クレヨン、水彩、
ボールペン、油性ペン、紙

[ デッサン ]
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dePhoto 　shunan

9/30
[木]

9/23
[祝]

夜市川沿いに咲いたヒガンバナが
見ごろを迎え、訪れた人は秋の日差
しに輝く稲穂とのコントラストを楽
しんでいました。

夜市川沿いのヒガンバナ
戸田地区

休日夜間
急病診療所内覧会
休日夜間急病診療所

10/9
[土]

10/10
[日]

同絵画展実行委員会が開催しており、市内小学生による784点の
応募作品の中から入賞作品など一部が展示されました。

第19回周南こどもたちの絵画展
文化会館

老朽化に伴い、10月1日から瀬戸
見町に新築移転した診療所の内部
が、関係者へ披露されました。

参加者は秋晴れの下、大量のアサギマダラが飛び交うガーデンを始
め、金峰地区の各所約６キロメートルを歩きました。

金峰を歩こう！
金峰地区

　初めて周南市に来ら
れた方には御幸通、岐山
通と続く緑豊かな街路
樹が印象的のようです。
また、文化会館前からの

桜のトンネル650メートルも好評で、立ち並ぶ樹々の光景は
季節を問わず胸騒ぐものがあるようです。
　この桜並木の傍に、山口県周南総合庁舎が完成したのは
2004年10月でした。
　初の県民開放施設としてさくらホールのPRを兼ねた柿

こけら

落
としの検討がなされていた中、私は、「華やかな花展を企画し
ていただけないでしょうか」と知人に持ちかけました。
　すると、ある一人のお花の先生が「ぜひ私の支部で企画し
ましょう」と応じてくださいました。
　こうして「いけばな展」が開催されることになり、当日は

ホールいっぱいに見事なお花が咲き誇
りました。保育園児や小学生の出品も
多数あり、来場された方から「上手
ねー！」と声をかけられていました。
 
「どうして、この花をここに使ったの？」

女の子は人懐っこい表情で私に答えてくれました。
「お花がね『ここに生けて！』って言うの」

　私は言葉を失いました。花のいのちを慈しみ、愛で、慮
おもんぱか

るこ
とまでできる清純な心に突然出会った驚きでした。
　あれから17年、あの子はきっと素敵なお嬢さんになられ
ていることと思います。
　私は、花と語り合えるように心掛ける毎日です。

市長コラム

小さなお師匠さま 周南市長　藤井  律子

2021.11  広報しゅうなん 13
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エネルギー397kcal　たんぱく質12.7g
脂質6.3g   カルシウム43mg   食塩相当量1.3g

1人分当たりの
栄養価

カラフルボックスずし
しゅうなんブランド“つるの里米”を使った

市食生活改善推進協議会 考案

農林課×食推

市ゆかりの“ヒト”に焦点を当て掘り下
げる、シティプロモーションスペシャルサ
イトの内容をダイジェストで届けます。

　八代盆地は、昼夜の寒暖差が大きく、清流に
恵まれ、おいしいお米ができます。冬、田んぼ
に水を溜め、ツルの餌となる生き物が生息で
きる環境を作り、ツルと人に優しい農産物の生
産をめざしています。9月頃に収穫され、年内
に出回るお米は新米として出荷されます。

しゅうなん食育
レシピ動画

見てみてください♪

詳しく動画で解説！！

減農薬、減化学肥料にこだわって作っており、全
てエコやまぐち農産物の認証を受けています。炊
き立ての新米の香りは別格ですので、ぜひご堪能
ください。

しゅうなんブランド認定ロゴマーク
市の資源・特性を生かし、「周南市ならでは」「周南市らしさ」「周南市
の良さ」といった個性と魅力を持った産品を「しゅうなんブランド」と
して認定しています。

【主な販売先】　道の駅ソレーネ周
南、菜さい来んさい、ゆめタウン

事業者の声

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

01
S H U NS H U NH U N A N  BA N  B B R A N DR A N DA N  H I S H I SH I S T O R YT O R YT O R

問合せ　シティプロモーション課☎0834-22-8238

つるの里米

ファームつるの里
八代818-2
☎090-9219-3634

材料（4人分）
米……………… ２合
　　水………360ml
A　酒…… 大さじ1
　　昆布… ５cm角
卵……………… １個
ツナ缶 ………… １缶
水……………… 適量
ブロッコリー … 30g
サラダ用エビ … 6尾
パプリカ …… 1/8個

　　ニンジン … 70g
　　みりん … 大さじ1
B　酒……… 大さじ1
　　しょうゆ …小さじ1/3
　　砂糖… 大さじ1/4C　塩 …………少々

D　みりん 大さじ1/2　　塩…… 小さじ1/6
　　酢………… 50ml
E　砂糖 大さじ1と1/2
　　塩…… 小さじ2/3

作り方
①　Aを入れて米を炊く。
② 　油切りしたツナ缶とBをフライパンで
混ぜてそぼろを作る。
③ 　卵とCを混ぜて炒り卵を作る。
④ 　薄切りにしたニンジン、ブロッコリー、パ
プリカを型抜きして茹でる。
⑤ 　④の残りのニンジンをみじん切りにし、
Dと水を入れ、柔らかくなるまで煮る。
⑥ 　Eを火にかけ溶かし、ボウルに入れた
①に回しかけて混ぜ、2等分にする。
⑦ 　パウンド型にラップをひき、③を横長半
分に詰め、⑥の半量、②と⑤、⑥の残りの
順に敷き詰め上から押した後、皿にひっく
り返し④とエビを飾る。

｛ ｛
｛
｛
｛

方方方方

　子どもの頃
から家の木は
必ず登る、アス
レチックも一番
上が好き。中学
2年生の時、教
師で登山部の
顧問をしていた父親からの勧めもあり
クライミングを始めたそうです。高い所
からの景色は最高！周南コンビナート
の煙突（200メートル！）も登ってみた
いと挑戦的な笑顔で語ってくれました。

撮り下ろし写真多数掲載！ 続きはシティプロモーションスペシャルサイトへ

使用した
しゅうなんブランド

はこちら

　　　　　大
おお

田
た

理
り

裟
さ
さん

山口県出身（県立新南陽高校卒業）。平成
25年には世界ランキング８位となるなど、
国内外で大活躍のスポーツクライマー。

問

煙突だって登りたい！ 冬のツリーまつりで
最高のギフトが
　高校生の時、国体優勝をきっかけに
冬のツリーまつりでステージに登壇。
大勢の人前に立つのはこれが初めて
でしたが、その時にもらったたくさんの
声援がとても嬉しく、心がつながった
と感じたと語る瞳は、イルミネーション
のようにキラキラしていました。

プロフィール

母校の
新南陽高校で
取材しました！

ファームつるの里ファームつるの里
大中  巖 大中  巖 代表理事代表理事



問合せ あんしん子育て室☎0834-22-8550 熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0013
コアプラザかの☎0834-68-2302 健康づくり推進課☎0834-22-8553

親と子の健康づくり

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
変更または中止になる場合があります

けんしん結果相談会
　健診は受けた後が大切です。やりたいことができる
毎日を送るために保健師などが相談に応じます。
対象　市内に在住する40歳以上の人

持ち物　健康診査受診結果
申込み　各相談日の１週間前までに、健康づくり推進
課、熊毛総合支所市民福祉課、コアプラザかの
※都合が合わない人は、別の日でも予約を受け付けます。

■ 周南地域休日・夜間こども急病センター
（周南こどもＱＱ）（徳山中央病院内）
診 療時間　●休日…9時～12時、
　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-28-9650

■休日歯科診療所（今宿町3-55）
診 療時間　9時～13時
電話　☎0834-32-1717

■熊毛地域休日在宅当番医（診療時間…9時～17時）

15歳未満の子どもの急病、疾患は…小児救急医療の電話相談（19時～翌朝8時）
 ☎＃8000（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-2755
15歳以上の急病、疾患は…救急医療の電話相談（24時間） ☎＃7119（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-7119

※時間外の診療は消防本部指令課☎0834-22-8765へ問い合わせてください。

● 受診時は、保険証と福祉医療証など
を準備してください。受付時間は、診
察終了時間の30分前までです。

 11月 当番医 電話番号
3日（祝）松永医院（夢ヶ丘） 0833-91-3006
7日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
14日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020
21日（日）小川クリニック（勝間原）0833-91-5777
23日（祝）ふじわら医院（大河内） 0833-91-7100
28日（日）松永医院（夢ヶ丘） 0833-91-3006

 12月 当番医 電話番号
5日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303

歯科

小児科
■休日夜間急病診療所（瀬戸見町9-25）
診 療時間　●休日…9時～12時、
　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-39-0099
※ 10月１日より瀬戸見町に移転しま
した。

外科（休日のみ）、内科

緊急の場合
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◆3歳児健康診査
　3歳の頃は体と心の発達が目覚ましく、一生の基礎がで
き上がる大切な時期です。3歳児健康診査では、子どもの成
長を確認すると共に、子育ての相談に応じます。
対 象　３歳６カ月～４歳未満の幼児で、これまで３歳児健
康診査を受けていない人
※対象者には、個別に通知をします。

持ち物　健康診査票、少量の尿、母子健康手帳

◆すこやか育児相談
　体重や身長の測定、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助
産師による予約制の個別相談を行います。身体計測のみの
予約はできません。

持ち物　母子健康手帳、バスタオル（計測で使用）
申込み　実施日の前日までに、あんしん子育
て室または熊毛総合支所市民福祉課に電話

オンライン講座
講座を受けるには無料アプリZoomの
ダウンロードが必要です。
※インターネットに接続できる環境が必要です。
※通信費は自己負担です。Wi-Fi環境を推奨します。

◆はじめての離乳食セミナー
対象　おおむね生後4~6カ月児の保護者
日時　12月1日（水）10時～11時
内容　離乳食、虫歯予防について
申込み　11月22日（月）までに、あんしん子育て室

▲詳しくは
こちら

日時 場所
12月 6日（月） 9：00～12：00

13：30～16：15 徳山保健センター

8日（水）13：30～16：15 コアプラザかの
20日（月） 9：00～12：00

13：30～16：15 徳山保健センター

22日（水） 9：30～12：00 熊毛総合支所

日時 場所
12月 14日（火） 9：30～11：00 徳山保健センター

15日（水）10：00～11：00 ゆめプラザ熊毛

日時 場所
12月 2日（木）12：30～13：30

徳山保健センター
23日（木）12：30～13：30
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新型コロナウイルス感染拡大
に伴うお願い
▼イベントや講座などではマスクを着
用してください。▼イベントなどは内容
の変更や中止となる場合があります。
▼各種手続きで可能なものはイン
ターネットや郵送を利用
してください。

お知らせ
新型コロナウイルス感染症に
伴う行事の中止
●ルーラル315・376フェスタ
問合せ　農林課☎0834-22-8369
●周南市・市民総合防災訓練
問合せ　防災危機管理課☎0834-
22-8208
 

令和３年度周南市戦没者追悼式
11月２日（火）に文化会館で開催し

ますが、一般参列は中止し、各地区遺
族会代表者の参列のみで実施します。
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

ワンワン銀行
　生後3週間～3カ月の、子犬の譲渡
会です。
日時　11月21日（日）9時～10時（小
雨決行。悪天候の場合は、28日（日）に
延期）
※譲り渡したい人の事前登録がない
場合は開催しません。

場所　大迫田共同墓地前
●子犬を譲り渡したい人
※ 11月16日（火）12時までに、市へ
登録してください。

●子犬を譲り受けたい人
※満70歳以上の高齢者のみの世帯の

人、未成年者だけで来場した人には
譲渡できません。
※ 周南環境保健所に収容された犬の
譲渡については、周南環境保健所
☎0834-33-6426に連絡してく
ださい。

問合せ　環境政策課☎0834-22-
8322

県民手帳の販売
販売期間　11月中旬～令和4年
1月28日（金）
価格　600円 （税込み）
問合せ　情報企画課☎0834-22-
8263、総合支所地域政策課、支所

県地価調査に係る図書の閲覧
令和3年7月1日時点の基準地にお

ける単位面積当たりの価格を閲覧で
きます。
場所　市役所情報閲覧コーナー、総合
支所地域政策課、支所、市立図書館
問合せ　施設マネジメント課☎0834-
22-8281

11月献血日程
400ミリリットル限定の献血です。

日時・場所　▼11月6日（土）10時～
12時、13時15分～16時…イオンタ
ウン周南▼11月12日（金）9時30分
～12時、13時15分～16時…ゆめタ
ウン徳山▼11月19日（金）9時30分

最新情報は
こちらから▶

2021.11

お知らせ

家屋の新増築 ・ 解体 ・ 地目
変更の届け出
固定資産税は、毎年1月1日現在、

市内に土地や家屋、償却資産を所有
している人に課税される市税です。
市では1月2日～令和4年1月1日ま
でに新増築、解体された家屋の調査
を行っています。家屋を新築・増築し
た場合や取り壊した場合は、年内中
に届け出てください。
●家屋を新築・増築したとき
令和4年度から新たに課税されま

すので、家屋の現況調査が必要にな

ります。
課税対象の建物　一般の建物（住
居・店舗・アパート・事務所・工場・倉
庫など）、土地に定着している建物 
（差し掛け・下屋・車庫など）など
※ カーポート・自転車置場など壁で囲
まれていない建物は対象外です。

●家屋を解体したとき
令和4年度から課税されなくなり

ますが、今年中に取り壊しても、月割
りなどの還付はありません。
● 未登記家屋の所有者の変更が
あったとき

法務局に登記をしていない家屋
に所有者の変更があった場合は、届
け出てください。
●地目変更をしたとき
土地の現況地目を変更した場合

にも調査が必要です。
問合せ　課税課▼家屋の新増築・解
体・未登記家屋の所有者変更…
☎0834-22-8269▼地目変更…
☎0834-22-8275
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地利用最適化推進委員・農業委員へ届
け出てください。（市街化区域内の農
地は除く）
※ 新規の利用権設定は、随時受け付け
ています。

●農業者年金
年間60日以上農業に従事する、国

民年金第1号被保険者（保険料納付免
除者を除く）で、20歳以上60歳未満
の人は、農業者年金に加入できます。
※ 国民年金の付加年金に加入する必
要があります。
※ 支払った保険料の全額が税金の控
除対象になります。

問合せ　農業委員会事務局☎0834-
22-8574

回天記念館無料開館
回天烈士並びに回天搭載戦没潜水

艦乗員追悼式のため、無料開館します。
日時　11月14日（日）8時30分～16時
30分
問合せ　文化スポーツ課☎0834-
22-8622

風しん抗体検査と予防接種
未検査の人は早めに受けてください。

対象　昭和37年4月2日～昭和54年
4月1日に生まれた男性

～12時…周南総合庁舎▼11月19日
（金）14時～16時…山口銀行徳山支
店▼11月21日（日）10時～12時、13
時15分～16時…イオンタウン周南
▼11月26日（金）9時30分～12時、
13時15分～15時30分…市役所
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

11月11日～17日は 　
同和問題啓発週間
人権が尊重される差別のない社会

を実現するため、平成28年に部落差
別の解消の推進に関する法律が施行
されています。1人ひとりが同和問題を
正しく理解しましょう。
問合せ　人権推進課☎0834-22-
8456

ふるさと山口企業合同就職フェア
対象　令和4年3月に大学・短大・高
専・専修学校などを卒業予定の学生、
求職中の人、その保護者
日時　11月5日（金）10時～12時30分、
13時30分～16時
場所　山口グランドホテル（山口市）
※ 詳しくは、山口しごとセンターホーム
ページを確認してください。
※ 同時に、公共交通担い手確保ミニ

フェアを行います。
問合せ　▼フェアについて…商工振
興課☎0834-22-8373、山口しご
とセンター☎083-976-1145▼ミ
ニフェアについて…公共交通対策課
☎0834-22-8426

コミュニティイベント器材の貸し出し
自治総合センター宝くじ助成金を

受け、イベント器材を整備しました。地
域コミュニティ活動に利用できます。
対象　各地区のコミュニティ推進組織
助成を受けた団体　久米地区コミュ
ニティ推進協議会
場所　久米市民センター
貸し出し器材　子どもみこし
問合せ　久米市民センター☎0834-
29-0451

農業委員会からのお知らせ
●農地の貸し借りと利用権設定
農地の貸し借りには、利用権の設定

または継続という方法があります。農
地法の許可が不要で、設定期間が終了
すれば、離作料を支払うことなく、農地
は確実に返還されるというメリットが
あります。令和4年3月31日が設定期
限の農地を持ち、継続・再設定を希望
する人は、12月17日（金）までに、農

案がまとまりましたので、市内に
在住または通勤・通学する人、市内
の事務所または事業所を有する人
および団体の意見を募集します。
※ 提出された意見に対する市の考
え方は、計画ごとに市ホームペー
ジなどでまとめて公表し、提出者
への個別回答は行いません。

●周南市犯罪被害者等支援条例（案）
● 周南市自転車の安全で適正な利
用に関する条例（案）

●第11次周南市交通安全計画（案）
閲覧期限　11月25日（木）
閲覧場所　生活安全課・市役所情報
閲覧コーナー・総合支所情報公開窓
口・支所・市ホームページ

意見の提出　閲覧期間に、住所・氏
名・電話番号・意見を、窓口・郵送・
ファクス・Eメールで、〒745-8655
岐山通1-1生活安全課☎0834-
22-8240・ 0834-22-8243・
seian@city.shunan.lg.jp

● 周南市長期未着手都市計画公園
見直し方針（案）

期間　11月12日（金）～12月13日（月）
閲覧場所　公園花とみどり課・市役
所情報閲覧コーナー・総合支所情報
公開窓口・支所・市ホームページ
意見の提出　11月12日（金）～
12月13日（月）に、住所・氏名・電話
番号・意見を、窓口・郵送・ファクス・
Eメールで、〒745-8655岐山通

1-1公園花とみどり課☎0834-
22-8402・ 0834-22-8432・
koen@city.shunan.lg.jp

意見交換会の日時・場所・定員　▼11月
15日（月）19時…徳山保健センター
（定員30人）▼11月16日（火）19時…
新南陽ふれあいセンター（定員40人）
※当日受け付けを行います。
問合せ　公園花とみどり課☎0834-
22-8402

パブリック・コメント
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住宅等無料相談会
建物の新築・増改築・耐震化などに

ついて、建築士が相談に応じます。
日時　11月13日（土）・27日（土）
13時～16時
場所　シビック交流センター
問合せ　住宅課☎0834-22-8334、
県建築士会徳山支部☎0834-28-
5226

募　集
市男女共同参画推進員
対象　市内に在住する20歳以上の人
で、男女共同参画の推進に関心を持
ち、普及活動のほか、月1回程度の会議
（昼間の約2時間）に参加できる人
内容　男女共同参画社会の実現に向
けた普及活動や研修
任期　令和4年4月1日～令和7年3月
31日
定員　若干名　
選考　作文（男女共同参画の推進につ
いて、800字程度、様式自由）、面接
申込み　11月5日（金）～12月10日
（金）に、作文に氏名・住所・年齢・電話
番号を記入し、窓口・郵送・ファクス・E

※無料クーポン券を送付しています。
有効期限　令和4年3月末
問合せ　健康づくり推進課☎0834-
22-8553

新規指定給水装置工事事業者
指定事業者名　山下工業（岩国市）
☎0827-31-6231
問合せ　水道工務課☎0834-22-
8610

新規排水設備指定工事店
工事店名　山下工業（岩国市）
☎0827-31-6231
問合せ　下水道工務課☎0834-22-
8631

「ドラえもん」のマイナンバー
啓発物品をプレゼント
11月1日（月）以降、希望する人にプ

レゼントします。
対象　▼マイナンバーカードを申請し
た人▼本人または同一世帯員のマイナ
ンバーカード交付申請書を請求した人
※窓口申請した人に限ります。
窓口　市民課・総合支所市民福祉課
※１,０００人までの受け付け順です。
問合せ　市民課☎0834-22-8339

相　談
無料法律相談
弁護士への、日常の法律に関わる相

談です。
日時　12月8日（水）9時～12時
場所　ゆめプラザ熊毛
申込み　11月30日（火）8時30分か
ら、電話で、熊毛総合支所市民福祉課
☎0833-92-0011

行政相談
行政相談委員への、国などの仕事に

関する苦情・要望相談です。
●ゆめプラザ熊毛
日時　11月9日（火）13時30分～15時
30分
●コアプラザかの
日時　11月9日（火）9時～12時

●市役所共用会議室
日時　11月10日（水）13時～15時
●須々万市民センター別館
日時　11月11日（木）9時30分～11時
30分
●菊川市民センター
日時　11月17日（水）9時～11時30分
●夜市市民センター
日時　11月17日（水）13時～15時
30分
●櫛浜市民センター
日時　11月24日（水）9時30分～11時
30分
●鶴いこいの里交流センター
日時　11月24日（水）13時30分～
15時30分
●学び・交流プラザ
日時　11月25日（木）10時30分～
12時30分、13時～15時
●いずれも
問合せ　生活安全課市民相談セン
ター☎0834-22-8320、山口行政監
視行政相談センター☎083-922-
1591

人権擁護相談・心配ごと相談
人権擁護委員への、人権に関わる相

談です。
●コアプラザかの
日時　11月9日（火）9時～12時
問合せ　鹿野総合支所地域政策課
☎0834-68-2331
●ゆめプラザ熊毛
日時　11月9日（火）13時30分～15時
30分
問合せ　熊毛総合支所地域政策課
☎0833-92-0008
●人権推進課
日時　11月10日（水）9時～12時
問合せ　人権推進課☎0834-22-
8456
●新南陽総合福祉センター
日時　11月18日（木）9時～12時
問合せ　新南陽総合支所地域政策課
☎0834-61-4215
●鶴いこいの里交流センター
日時　11月24日（水）13時30分～
15時30分
問合せ　熊毛総合支所地域政策課
☎0833-92-0008

野犬に関するお知らせ
市は、県が行う野犬捕獲に、

積極的に連携・協力していま
す。令和3年9月末現在240頭
（前年同月286頭）を捕獲しま
した。
●市への野犬に関する情報提供
野犬にエサを与える行為は、

市の条例で禁止しています。む
やみにエサをやることにより、
新たな野犬が増え、繁殖の連
鎖が止まりません。むやみなエ
サやりに関する情報、効果的な
野犬捕獲のための出没情報な
ど情報提供をお願いします。
問合せ　環境政策課☎0834-
22-8322

お知らせ
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☎0834-22-8762・ 0834-31-85
33・ sho-keibo@city.shunan.lg.jp

今日からあなたも 
一眼レフカメラマン!!
日時　11月27日（土）9時30分～
15時30分
場所　学び・交流プラザ　
内容　一眼レフカメラ操作技術に関す
る座学と屋外での写真撮影実習
定員　20人（受け付け順）
参加料　無料
持ち物　一眼レフカメラ・説明書・昼食
申込み　11月4日（木）10時から、窓
口・電話で、学び・交流プラザ☎0834-
63-1188

余り糸で花のブローチ作り
家庭で余っている毛糸、端切れ布な

どを使ったブローチを作ります。
日時　12月5日（日）10時～12時
場所　環境館
講師　田村美代子さん（日本手芸普及
協会師範）
定員　10人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　100円（材料費）
持ち物　毛糸、端切れ布、かぎ針
申込み　11月21日（日）までに、住
所・氏名・電話番号を、電話・Eメール
で、環境館☎0834-61-0302・
recycle@city.shunan.lg.jp

人権講演会
●学び・交流プラザで開催
日時　11月16日（火）14時～15時
演題　音楽という魔法～心と心をつ
ないで～
講師　鳥上洋子さん（ソプラノ歌手）
定員　60人（受け付け順）
※事前申し込みが必要です。
問合せ　新南陽ブロック人権教育推
進協議会富田班事務局（学び・交流プ
ラザ内）☎0834-63-1188
●熊毛中学校で開催
日時　11月17日（水）14時5分～15時
15分
演題　Linoトーク&ライブ「今を生きる」
講師　Linoさん（シンガーソングライ
ター）

メールで、〒745-8655岐山通1-1
人権推進課男女共同参画室☎0834-
22-8205・ 0834-22-8243・
jinken@city.shunan.lg.jp

自衛官などの採用試験
募集内容と対象　▼陸上自衛隊高等工
科学校生徒（一般・推薦）…15歳以上17
歳未満の男子（推薦の場合、条件あり）
▼自衛官候補生…18歳以上33歳未満
※ 受付期間など、詳しくは問い合わせ
てください。

問合せ　自衛隊周南地域事務所
☎0834-31-7097

業務委託・物品調達などの競
争入札等参加資格審査申請
市との契約を希望する事業者は、少

額で内容が軽易な業務委託や物品購
入・賃貸借についても、登録が必要です。
対象　令和4・5年度に、市が発注する
業務委託（測量・建設コンサルタントな
どの業務を除く）および物品調達など
の競争入札・見積もり合わせに参加を
希望する事業者
登録期間　令和4年4月1日～令和6年
3月31日
申込み　11月30日（火）までに、市ホー
ムページで配布する様式を、郵送で、
〒745-8655岐山通1-1契約監理課
☎0834-22-8234

東善寺やすらぎの里の指定管理者
令和4年度からの指定管理者を公

募します。詳しくは市ホームページ・担
当課に確認してください。
担当課　観光交流課☎0834-22-
8372
募集要項配布期間　11月1日（月）～
12月1日（水）
申請書受付期間　11月15日（月）～
12月1日（水）
問合せ　財政課行財政改革推進室
☎0834-22-8204

農地利用最適化推進委員
高瀬、夏切、垰地区の農地利用状況

調査などの現場活動を行う委員を募
集しています。
対象　農業に関する識見を有する人

定員　１人
報酬　月額3万1,000円および能率給
（年額）
任期　令和3年12月10日～令和5年
7月23日
選考　書類審査・面接
申込み　11月18日(木)までに、所定
の応募届出書を、窓口・郵送で、〒
745-8655岐山通1-1農業委員会事
務局☎0834-22-8574

福　祉
11月30日は人生会議の日
人生会議とは、もしものときのため

に、自身が望む医療やケアについて考
え、信頼する周囲の人たちと話し合
い、共有する取り組みのことです。
市では、「もしものときのために、人

生会議しよう」をテーマに、出前トーク
を開催しています。
対象　市内に在住、または通勤・通学
する人で、おおむね10人以上が参加
予定の団体やグループ
参加料　無料
申込み　開催希望日の3週間前までに、
電話・ファクス・Eメールで、地域福祉課
☎0834-22-8462・ 0834-22-
8396・ fukushi@city.shunan.lg.jp

講座・講演
行動が継なぐ、その命  
～応急手当を学びませんか～
コロナ禍における感染防止の内容を

踏まえた心肺蘇生法やAEDの使用方
法など、応急手当ての方法を学びます。
対象　中学生以上
日時　12月4日（土）9時～12時
場所　消防本部
定員　15人程度（受け付け順）
参加料　無料
持ち物　運動のできる服装
申込み　11月8日（月）～26日（金）
に、氏名・生年月日・電話番号を、電話・
ファクス・Eメールで、消防本部警防課
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定員　30人（受け付け順）
申込期限　11月9日（火）
問合せ　熊毛ブロック人権教育推進
協議会事務局（大河内市民センター
内）☎0833-92-0175
●いずれも
参加料　無料
持ち物　上履き

履き 催　し
おうちde消防まつり
「おうちで学ぼう!火災予防」をテー
マに、光地区消防組合ホームページで
開催します。
期間　11月30日（火）17時まで
内容　▼消防キーワードクイズ▼ぬり
えコンテスト▼火災予防クロスワード
※プレゼントを用意しています。
問合せ　消防まつり事務局（光地区消
防組合内）☎0833-74-5602

プラスチックフリーを親子で
学ぶクリスマスコンサート
対象　市内に在住する親子
日時　11月28日（日）10時30分～
11時30分
場所　環境館
内容　▼音楽ファミリーみやぽんずの
演奏▼絵本の読み聞かせ▼廃材で工
作など

定員　10組（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　無料
申込み　11月14日（日）までに、住
所・参加者全員の氏名・年齢・電話番号
を、電話・Eメールで、環境館☎0834-
61-0302・ recycle@city.shun
an.lg.jp

クリスマス学びプチマルシェ
対象　市内に在住する小学生以下の
親子
定員　20組（受け付け順）
日時　12月11日（土）10時～11時
40分
場所　学び・交流プラザ　
内容　▼みやぽんずクリスマスコン
サート▼マリック和田マジックショー
▼おみやげ工作教室
参加料　300円（材料費など）
申込み　11月11日（木）10時から、窓
口・電話で、学び・交流プラザ☎0834-
63-1188

自然の素材でクリスマスリース作り
環境にやさしい素材でクリスマス

リースを作ります。
対象　市内に在住する人
日時　12月4日（土）13時～15時
場所　環境館
定員　10人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　500円（材料費）

持ち物　リースの持ち帰り用の袋や箱
申込み　11月2日（火）10時～28日
（日）17時までに、住所・氏名・電話番号
を、電話で、環境館☎0834-61-0302

大田原自然の家の催し
● 自然となかよし☆ネイチャークリス
マスリース作り

対象　3歳～小学生を含む家族
日時　12月4日（土）9時30分～15時
内容　▼自然の中で素材集め▼リー
スを作ろう▼落ち葉で焼き芋
定員　7家族（申し込み多数の場合
は、抽選）
参加料　▼700円▼幼児…600円▼
3歳未満で親の食事と兼用…20円
申込期限　11月15日（月）
●手作りコンニャク工房
対象　3歳～小学生を含む家族
日時　12月12日（日）13時～16時
内容　コンニャク芋からコンニャクを作る
定員　7家族（申し込み多数の場合
は、抽選）
参加料　1家族500円
申込期限　11月29日（月）
●山陽道を歩く学び・交流の旅
対象　小学4年生～中学生
日時　12月25日（土）・26日（日）9時
～16時（両日とも同じコース）
内容　旧山陽道の史跡などを通り、ス
タンプを集めながら、富海までの約
15キロメートルを歩く
集合場所　学び・交流プラザ
解散場所　富海海水浴場（防府市）
定員　15人（申し込み多数の場合、抽選）
参加料　1人1,000円
申込期限　11月29日（月）
●いずれも
申込み　申込期限までに、郵送・ファク
ス・Eメールで、〒745-0511中須北
3194大田原自然の家☎・ 0834-89-
0461・ ootabara@ccsnet.ne.jp

水素ワクワクみらい博
日時　11月6日（土）10時30分～16時
場所　徳山駅前賑わい交流施設
内容　燃料電池自動車の展示、子ども
向け化学実験など
問合せ　商工振興課新産業推進室
☎0834-22-8837

国の登録記念物予定の漢陽寺の庭園と紅葉の観賞
平成の名水百選に選ばれた清流通り～曲水の庭と紅葉が美しい秋の漢

陽寺をボランティアガイドの説明を聞きながら歩きます。
日時　11月20日（土）9時40分～11時50分
集合・解散場所　鹿野総合支所
定員　20人（受け付け順）
参加料　500円（拝観料・保険代）
申込み　11月17日（水）までに、住所・氏名・電話番号・年齢を、窓口・郵送・
電話・ファクス・Eメールで、〒745-0033みなみ銀座1-14まちのポート
☎0834-22-8691・ 0834-33-8425・ infoshunan@ccsnet.
ne.jp
問合せ　観光交流課☎0834-22-8372

催　し
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熊毛図書館の催し
●よみきかせの会
日時　11月13日（土）10時30分～
11時30分
内容　子どもと大人を対象にした読
み聞かせ
●ブックリサイクル
日時　11月20日（土）9時30分～17時
内容　不用となった本の無料譲渡（1人
10冊以内）
●いずれも
場所　ゆめプラザ熊毛
問合せ　熊毛図書館☎0833-92-
0179

ふるさと歴史ウオーキング 
～徳山地区編～
徳山地域周辺の歴史について、ウ

オーキングしながら学びます。
対象　小学3年生以上
日時　12月18日（土）9時20分～
11時30分
集合場所　県周南総合庁舎
定員　20人（受け付け順）
参加料　無料
持ち物　飲み物・筆記用具・市文化財
マップ（あれば）
申込み　11月15日（月）10時から、
住所・氏名・電話番号・年齢（学年）を、
電話で、学び・交流プラザ☎0834-
63-1188

中央図書館の催し
●としょかんお話し会
対象　乳幼児～小学生
日時　11月13日（土）10時30分～
11時30分
内容　絵本の読み聞かせや紙芝居など
●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生
日時　11月13日（土）13時～14時
内容　ネーティブの講師による英語絵
本の読み聞かせや工作など
定員　30人（受け付け順）
●ブックリサイクル
日時　11月20日（土）9時30分～16時
内容　不用となった本の無料譲渡（1人
10冊以内）
※ 混雑時には9時から整理券を配布し
ます。（50人程度の30分入れ替え制）

持ち物　持ち帰り用の袋
●親子らいぶらり
対象　乳幼児とその保護者
日時　11月24日（水）10時～11時
内容　人気絵本のDVD上映など
●朗読カフェin図書館
日時　11月27日（土）14時～15時
内容　朗読講座受講生による朗読
定員　20人（受け付け順）
●いずれも
参加料　無料
問合せ　中央図書館☎0834-22-
8682

徳山駅前図書館の催し
●ほんわか日和
日時　11月13日（土）～28日（日）
内容　「みんなでつくる本棚」など
● こころの中はどんなだろう?～小説
から知る認知症の世界～
新南陽ふれあいセンターでも同時

開催します。
日時　11月20日（土）10時30分～
11時45分
定員　▼駅前10人▼新南陽20人（受
け付け順）
内容　小説を参考に、認知症の内面世
界に触れる
申込み　11月8日（月）から、電話で、
地域福祉課☎0834-22-8462
● 写佛・写経のススメ～佛と親しむ穏
やかなひと時～

日時　11月23日（火）14時～15時
30分
講師　原田宗隆さん（僧侶）
内容　筆ペンや色鉛筆を使用した初
心者向けの写仏・写経講座
定員　20人（受け付け順）
参加料　500円（子ども食堂への寄付
を含む）
申込み　11月9日（火）9時30分か
ら、窓口
●いずれも
問合せ　徳山駅前図書館☎0834-
34-0834

新南陽図書館の催し
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　11月12日（金）10時～12時
内容　図書館資料を参考に短歌を作成
●おはなし会
日時　11月13日（土）14時～14時
30分
内容　絵本や紙芝居を使用した読み
聞かせ
定員　親子4組（受け付け順）
●あけぼの読書会
日時　11月19日（金）10時～12時
内容　図書館書籍を使用した読書会
●いずれも
参加料　無料
問合せ　新南陽図書館☎0834-62-
1150

かの冬花火銀嶺の舞2021 Theater On Snow
ドライブインシアターの後、花火を打ち上げます。

期日　12月11日（土）
内容と時間　▼映画…18時～20時▼花火打ち上
げ…20時～20時20分
場所　鹿野小中学校グラウンド
入場料　1台8,000円
※前売券のみで、当日券は販売しません。
※ 前売券の販売方法や映画の詳細は、観光コンベ
ンション協会ホームページで確認してください。

定員　251台
問合せ　冬花火実行委員会事務局☎080-4269-4662、鹿野総合支所
産業土木課☎0834-68-2335

催　し
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掲示板 各団体からの
お知らせ

市内にある県営住宅の募集
●募集住宅
住宅名 住所 家賃（月額:円）
大迫田 五月町14-5 20,000～39,200
慶万A 慶万町9 16,800～33,000
○慶万B 慶万町10 13,100～25,800
ひばりケ丘 久米ひばりケ丘324-51 14,900～29,200
○旭ケ丘A 久米931-99 15,900～31,300
○旭ケ丘B 久米953-4 20,800～40,900
周陽 周陽2-7-2 25,700～50,400
大内 大内町5-5 24,300～47,800
湯野 湯野3868-4 25,200～49,600
第二金剛山 徳山6804-1 25,900～50,800
○金剛山 徳山8406-1 18,700～36,800
周南A 扇町3 25,200～49,600
○周南B 扇町3 16,600～32,700
若山Ａ 上迫町10-4 20,200～39,700
西桝 西桝町4-4 16,600～32,600
福川南 室尾1-4-3 23,900～46,900
○若山B 上迫町12-2 16,400～32,300
※○は単身者でも申し込みができ
ます。※申込者が募集戸数を下回っ
た住宅は、再募集をする予定です。
●受付期間／11月20日（土）～
30日（火）消印有効●抽選会／12月
8日（水）10時～、県周南総合庁舎
●問合せ／県営住宅管理事務所周
南支所☎0834-27-6780

日本酒セミナー
●日時／11月6日
（土）16時～17時30
分●場所／徳山駅前
図書館●参加料／
1,500円●持ち物／筆記用具●定
員／15人（受け付け順）●申込
み／11月4日（木）までに、まちの
ポート☎0834-22-8691

司法書士による無料電話相談会
●日時／11月6日（土）10時～15時
●内容／多重債務・相続・空き家管
理などの相談●相談電話番号／
0120-003-821●問合せ／県

青年司法書士協議会松葉さん
☎083-976-8720

税に関する作品展示
　税を考える週間
に併せ、小学生・中
学生・高校生の税
に関する作品展示
を行います。●期
間／11月11日（木）～17日（水）
●場所／ゆめタウン徳山●問合
せ／徳山税務署総務課☎0834-
51-1112

周南ふるさとふれあい物産展の中止
　例年11月に開催していましたが、
今年は中止します。●問合せ／新南
陽商工会議所☎0834-63-3315

ねんきん・労働無料相談会
●日時／11月18日(木)10時～ 
12時●場所／シビック交流セン
ター●持ち物／年金手帳・年金証
書・印鑑（認印）・職歴のメモなど●
問合せ／県社会保険労務士会徳山

支部（川戸
事 務 所 ）
☎0834 -
21-7866

秋の蘭展
● 日 時 ／
11月20日
（土）・21日
（日）10時～17時（21日（日）は16時
まで）●場所／イオンタウン周南
●問合せ／徳山蘭友会櫻谷さん☎
0834-31-9659

行政書士による無料相談会
●日時／11月25日（木）9時～12時
（1人20分）（原則予約制）●場所／
学び・交流プラザ●内容／遺言・相
続・農地転用・建設業許認可申請な
ど●申込み／県行政書士会周南支
部森田さん☎0834-63-0781

「がんばろう周南!プレミアム
食事券」の未交付分の販売
●日時／11月4日(木)～12日（金）
10時～17時（土・日曜日は、まちの

ポートのみ）※売り切れ次第終了●
会場／徳山商工会議所、新南陽商工
会議所、まちのポート●内容／
15,000円分の食事券を、10,000
円で販売（各会場1,000セット、合
計3,000セット販売で、1世帯2
セットまで）●利用期限／令和4年
1月31日(月)まで●問合せ／周南
料飲組合☎0834-22-1279※チ
ケットの残数の確認は各会場へ。

秋月囲碁大会
●日時／12月5日（日）8時50分～
15時30分●場所／秋月市民セン
ター●定員／50人（受け付け順）
●参加料／1,500円※弁当・お茶
など用意します。●申込み／11月

28日（日）ま
でに、枡田さ
ん☎0834-
28-1750

BOAT RACE徳山 
イベント情報
　地域活性子育て応援プロジェクト
「あそらぼ」の再開が決定しました。
イベント内容、応募方法については、
ホームページを確認してください。
●問合せ／ボートレース徳山
☎0834-25-0540

不発弾撤去に伴う交通規制
　光市中央5丁目6番付近で発
見された不発弾撤去作業に伴
い、国道188号線の一部を含
む警戒対象区域内の交通規制
を行います。詳しくは、光市ホー
ムページを確認してください。
●期日／11月21日（日）※予
備日23日（祝）●問合せ／光市
広報・シティプロモーション推
進室☎0833-72-1409

税の
しくみ
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※広報「しゅうなん」の記事で市が収集した個人情報や意見などは、当該業務に限って使用しますが、必要に応じて担当課へ提供することがあります。

【人口】139,896人（前月比 －117人）

［男］68,051人（前月比 －87人）
［女］71,845人（前月比 －30人）
●出生74人 ●死亡150人
●転入222人 ●転出263人

【世帯】68,261世帯（前月比 －50世帯）

人のうごき（9月30日現在）

5件（令和3年の累計35件）
火災件数（9月の発生件数）

　スマホ・携帯電話などから登録したE
メールアドレスに、市から災害・緊急時の
お知らせや気象情報のEメールが配信さ
れます。shunan@xpressmail.jpに空
メールを送信し、返信されたEメールの内
容に従って登録してください。
問合せ　情報企画課☎0834-22-8236

市政情報番組   周南市市政だより
【11月の放送】
みんなでつながり、つくる。
シティプロモーション
　シティプロモーションのスペシャルサイ
トが、多くの人とモノがつながる温かい雰
囲気のサイトに生まれ変わりました。
【放送局と放送時間】
●シティーケーブル周南（12チャンネル）

…毎日6時・15時・22時
●Kビジョン（12チャンネル）…月～金曜日
6時30分・15時30分・19時20分、土・日
曜日9時30分・13時30分・19時30分

●メディアリンク（12チャンネル）…毎日7
時・14時・21時

●岐北テレビ（12チャンネル）…毎日6時・
12時・19時30分・23時

Shunan Mail Service

しゅうなん

メールサービス

登録は
コチラ

応募はコチラ

広報しゅうなん 検索

プレゼントクイズ

500円分の

図書カード
を

プレゼント！

正解者の中
から

抽選で5人
に

31
2

　11月に完成する徳山動物園の
「　？　」では、スリランカゾウやマレー
グマが皆さんの来園を待っています。
①自然学習館　②ふんすい広場
③アジアの熱帯雨林ゾーン

応募方法　11月25日（木）必着で、
クイズの答え・リニューアルした市広
報に対する意見や感想・住所・氏名・
年齢・電話番号を、はがきで、〒745-
8655岐山通1-1広報戦略課、また
は市ホームページから応募
※当選者の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

前回の答え　②月１回



広  告 広告の内容については、直接広告主に問い合わせてください。広告掲載の申し込みは、株式会社ホープ☎092-716-1401まで。

facebook instagram Twitter

市では、市民や全国各地へ情報を広く届けるため、さまざまなメディアを活用しています。

LINE

周南市のFUNをFANにお届けします。
楽しい ファン

めんどうな相続の手続きすべておまかせください！！

※周南相続センターは、山口県相続センターに名称変更いたしました。

山口県相続センター
メール　contact@syunan-souzoku.net

営業時間　9:00～17:30（土・日・祝除く）
〒745-0825 山口県周南市秋月1-7-50

［運営／田村税理士事務所］
代表理事
税理士・行政書士

田村 滋規
しげきたむら

相続の手続きに
どんなものがあるか
知ってますか？
□戸籍の収集
（出生から死亡まで）　
□土地・建物の名義変更
□生命保険金の請求手続き　
□公共料金・クレジットカードの
　名義変更手続き
□相続税申告 など、
　これら以外にもたくさん
　あります。

すべてのご相談窓口を一本化。だから、手間も時間もかからずスムーズ。
60分無料相談
受付中！

※代行着手前には必ずお見積もりをさせていただきます

「相続」は誰にでも起こることでありながら、「どんな手続きが必要なのか」
「何をいつまでにしたらいいのか」「どこに相談したらいいのか」…と、わか
らないことばかりです。当センターは、そうした相続に関するあらゆる心配
や不安の相談に応じるのが役割です。お客様がどんな状況にあるのかを
担当の相談員が丁寧にお聞きし、必要な手続きやそのために最適な専門家
（弁護士・司法書士等）をご紹介していきます。

第
22
・
23
回

皆さんのご相談にお答えします!!

相 続 税 金 不動産
井上司法書士事務所 田村税理士事務所 司地所

地元の専門家が、地元の専門家が、

11月8日●月

会場／周南市役所2Fシビック交流センター

（交流室3）

（交流室2）

第22回

11月12日●金第23回
相続 遺言書書 贈与 後見 売却

今、考える！知って良かった相続のこと!!今、考える！知って良かった相続のこと!!

〈お問い合わせ〉 周南相続対策センター（株式会社ワイズオフィス内）
受付時間／AM9:00～PM4:00（平日）
☎0834-21-5588予約

優先

午前の部／10:00～12:00個別相談

午後の部／13:00～17:00
◎相談時間／1組 60分程度

相続無料相談会

広
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