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ここから、こころつながる。周南市広報

4月 1日、新しく生まれ変わった周南公立大学が、いよいよ誕生します。校章とロゴマークは、県デザイン協会が考案したものの中
から、市民の皆さんの投票（応募総数4,466 票）により決定しました。

周南公立大学誕生
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市民に愛され地域に貢献する市民に愛され地域に貢献する

周南公立大学誕生周南公立大学誕生
思っていただける『地域に輝く大学』となる」ことを大学の
めざす姿（ビジョン）としています。

～今後の学生確保の見通しは～
　令和４年度の入試では、学校推薦型選抜や総合型選抜な
どにおいて定員を大きく超える志願者があり、年明けの一
般選抜や大学入学共通テスト利用などの入試には、さらに
多くの志願者が集まっており、十分な学生を確保できると
考えています。
　また、令和６年には情報科学部と看護学科などの学部・
学科新設を予定していますが、さらに志願者が増加し、学
力の高い学生の確保が十分可能であると考えています。

～周南公立大学の果たす役割は～
　公立大学というブランドと社会的信頼性をもとに、地域
の高校生が進学したいと思う魅力ある大学となるととも
に、卒業生の多くが地域に定着することで、周南市が大学
を活用したまちづくりとして掲げる「地域人材循環構造の
確立」と「若者によるまちの賑わいの創出」の実現に貢献
します。
　また、地域の持続的な発展と新しい価値創造につながる
社会・産学連携活動を展開し、周南地域における「知の拠
点」としての役割を果たします。

～新たな学部学科でめざす教育は～
　看護学科では、４年間の教育プログラムの中で、資格取

～公立化後のめざす大学像は～
　50年前、大学を誘致された高村坂彦元徳山市長の建学
の思いは、「日本一のまちづくりの中核となる大学をぜひ
徳山市に作りたい」ということであったと伺っています。
　私は、令和３年、創立50周年を迎えるにあたり、地域貢
献型大学としての役割を明示するために、大学のミッショ
ンを「地域の持続的発展と価値創造のための『成長エンジ
ン』となる」ことと再定義させていただきました。
　このような本学の成り立ちやミッションを踏まえて、本学
が周南市と政策課題を共有し、地域の課題解決に取り組む
ために、「地域に根差し、地域の問題を地域と共に解決し、
地域に愛され、地域に信頼され、地域の皆さまに誇りに

新学長に聞きました
公立大学法人周南公立大学
初代理事長（兼学長）予定者

髙
たか

田
た

　隆
たかし

さん
【プロフィール】　広島大学大学院歯
学研究科修了（歯学博士）／広島大学
副学長（産学連携担当）を経て、平成31
年度から徳山大学学長に就任。



【徳山大学開学】
昭和44年  徳山市議会において中央学院に

よる大学誘致を議決 
  徳山市が建設資金と経常費の補

助金として2億8,000万円と校地
約3万3,000㎡を提供

昭和46年 徳山大学開学
 （経済学部経済学科開設）
昭和49年 出光興産店主の出光佐三氏より
 2億6,200万円の寄付
 徳山教育財団設立
 （中央学院より分離独立）

【学部や学科の変更】
昭和51年 経済学部に経営学科を開設
昭和62年  徳山女子短期大学経営情報学科を開設
平成15年  福祉情報学部福祉情報学科を開設
平成16年 徳山女子短期大学を廃止
平成17年  経営学科をビジネス戦略学科へ

名称変更
平成19年  経済学科を現代経済学科へ名称変更
平成24年  福祉情報学科を人間コミュニケー

ション学科へ名称変更

【公立化へ】
令和元年  公立化に関する要望書を提出
令和２年  徳山大学公立化有識者検討会議

を設置
 地域共創センターを開設
 周南創生コンソーシアムを創設
令和３年 7月　市民説明会を開催
   　　公立化を正式決定
  8月　 市議会で定款などの公立化

関連議案が議決
  11月　 評価委員会を設置
  12月　 県および文部科学省から

公立大学法人の設立が認可
令和4年 4月設立
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徳山大学50年間の歴史
～開学から公立化まで～

4月1日、新しく生まれ変わった周南公立大学がい4月1日、新しく生まれ変わった周南公立大学がい
よいよ誕生します。50年前、市が誘致し開学した、よいよ誕生します。50年前、市が誘致し開学した、
徳山大学の歴史と伝統を引き継ぎながら、知の拠徳山大学の歴史と伝統を引き継ぎながら、知の拠
点として、これまで以上に地域に愛され地域に貢点として、これまで以上に地域に愛され地域に貢
献する大学をめざします。献する大学をめざします。

得に必要な専門知識や技能の習得にとどまらず、超少子高齢
化の進展に伴って複雑化・多様化する医療・介護提供体制の変
化に対応するための人間性や課題発見解決力などの総合的能
力を育成します。公立大学の視点として、地域看護や在宅看護
にウエートを置いた教育を行います。
　また情報科学部では、データサイエンスをベースとして、学
部横断的な教育や研
究を実施します。情報
科学分野の専門的人
材に加えて、情報科
学のわかるビジネス
パーソンや医療・福祉
人材など、S

ソサエティ

ociety 
5.0において地域の
発展を支える人材育
成を行います。

～市民の皆さまにメッセージを～
　「学生のためになるかどうか。地域の発展につながるかどう
か。」の行動指針を大学の教職員一同で共有して、地域貢献型
大学のモデルとなることをめざします。透明性と説明責任を果
たしながら、中期目標と中期計画に則った大学改革を進め、地
域密着型、地域貢献型大学としての役割を果たしてまいりま
す。そのためには、間断なき自己点検評価とともに大学のス
テークホルダーとりわけ地域の皆さまからの評価が重要と考
えます。周南公立大学にご関心をお寄せいただくとともに、ご
意見やご助言を賜りますようお願いいたします。

問合せ　企画課公立大学推進室☎0834-22-8834
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福祉情報学部　3年
N

グエン

GUYEN  N
ゴック

GOC  T
タンガン

HANHNGANさん（ベトナム出身）

　現在の１～３号館を解体し、２年後に開設する看護学科などで使用する校舎を建設
します。先進的なデザインと高い機能性を持ち、１階のコミュニケーションコモンズに
は、市民の皆さんも活用できる、明るく開放的なスペースが設けられます。

国際交流活動を
さらに発展させたい

ランドマークとなる
校舎を建設

１階コミュニケーションコモンズのイメージ１階コミュニケーションコモンズのイメージ

※画像はイメージです。今後、変更となる可能性があります。※画像はイメージです。今後、変更となる可能性があります。

新校舎のイメージ（令和6年度供用開始予定）新校舎のイメージ（令和6年度供用開始予定）

経済学部　2年
山本 颯

そう

真
ま

さん（防府市出身） 

　地域の産業や経済・まちづくりの視点、投資に関することを学びたいと思い入
学しました。地域を学びの場として、将来に生きる課題
発見・解決力を身に付けたいと思います。
　学習以外では、大学祭実行委員会や学生会執行部
での大学・学生のための活動と、ボランティア部での
フードバンクの活動推進に取り組んでいます。
　公立化による、学生数の増加とブランド力の向上に
期待しています。新学部ができることで学生が増えて、
大学がさらに活気づくといいですね。また、在学生の意
識も変わることで、周辺地域からの期待感や高校生の
認知度の向上につながるのではないでしょうか。

学生が増えて大学がさらに活気づくことに期待

　徳山大学女子サッカー部が競
技と勉学の両立にも力を入れて
いることで入学を決めました。
親元を離れるのは不安でした
が、たくさんの人に支えられ、充
実した生活を送っています。
　今年は文化体育連合会委員
長も務めます。良い機会として、
主体性を持ち自分のため、
周囲のために行動できる
人へ成長したいと思ってい
ます。
　公立化を機に、地域の方々とのつながりを今まで以上
に大切にしたいと考えています。各部の活動で地域を盛
り上げ、ボランティア活動や講演会・イベントなどに積極
的に参加して、より周南地域に根ざした、親しみやすい大
学づくりに協力したいです。

経済学部　3年
篠田 梨々花さん（福岡県出身） 

地域の方々とのつながりを今まで以上に大切に

学生に
 聞きました

周南公立大学
に何を期待
していますか

　高校を卒業し、新しいことを体験したいと考えてい
た時期に、徳山大学に留学していた従兄の話を聞いて
入学を決めました。勉強に加え、さまざまな活動や国際
交流イベントなど充実した大学生活を送っています。
　昨年7月からは、徳山大学が制定した国際交流アン
バサダーとしても活動しています。地域の方々が、外国
に親しみを持ってもらえるように頑張っています。
　公立化することで、留学生が勉強と大学での活動に

集中しやすくなることを期
待しています。
　日本にいる時間を有意
義にすごせるよう、勉強も
生活も、さらに頑張っていく
つもりです。 
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　県内初となる情報科学部を開設。S
ソサエティ

ociety5.0に向けたデータサイエンスを基本とした
学部横断的な教育を行い、地域が求める人材育成や市のスマートシティ構想に寄与します。
　また、県東部で初となるの4年制の看護師養成機関を設置し、複雑・多様化する医療・看護・
介護の変化に対応できる総合的能力を有する看護師の育成を図り、地域医療に貢献します。

学生たちの
地域に密着した活動を紹介

　徳山大学では、これまでもさまざまな地域貢献活動を行い、地域を学びの場と
して、課題発見能力と解決能力を身に付ける教育を行ってきました。
　公立化後は産業界や小・中・高等学校との連携など、これまで以上に地域と連
携し、地域に密着した活動に取り組んでいくこととしています。

自分たちの得意分野で
子どもたちと交流

２年後に新たな学部学科を開設（設置構想中）

国際交流サロン事業に留学生が参加する
など、地域に密着した交流を行っています。

異文化交流

地域のために頑張っています

このまちを良
くしたいという
思いで学生有志
が立ち上げた
「まちを元気に！！
プロジェクト」。
市街地の清掃活
動やマナー向上
の呼びかけでま
ちを元気にします。

クリーン活動

十数名の学生が所属し、火災予防の広報
や救命講習、消防訓練などの活動を行って
います。

学生消防団

地域課題が学習のテーマです

伝統工芸である須金和紙絵など、地域の
コンテンツを活用するために、地域を知る
活動を行っています。　　　

伝統文化の体験

鹿野地域の観光振興について、アンケート
調査や体験学習、ツアープランの考案などを
行いました。

中山間地域の観光振興 子どもたちの居場所づくりの活動にス
タッフとして参加し、勉強を教えるなど、地
域の子どもたちに寄り添っています。

子どもの居場所づくり

陸上競技部の学生が、地域の子どもたち
を対象に、遊びを取り入れたトレーニング
で走り方を指導する活動を続けています。

スポーツ指導

《現在》入学定員280人

経済学部
現代経済学科(80人)

ビジネス戦略学科
(150人)

福祉情報
学部

 人間コミュニケー
ション学科(50人)

《令和6年4月1日》入学定員400人（予定）
経済経営学部 経済経営学科(160人)

人間健康科学部
スポーツ健康科学科(80人)
福祉学科(30人)　
看護学科(80人)

情報科学部 情報科学科(50人)
NEW!

NEW!

就職率はこれまで90％以
上を維持してきました。周
南公立大学では、産学官の
連携を深め、地域に必要と
される人材の輩出と地元
定着につながる教育を行
います。

２年後に新たな学部学科を開設（設置構想中）

周南圏域での
就職率アップを

めざします

Check!!
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3月に接種券が届く人

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの流行に
より生活環境が変化し、不安や
ストレスから、こころの不調を感
じている人が増加しています。
あなたや周りの人で、不調の

サイン（眠れない、食欲がないな
ど）を発している人がいたら、要
注意です。身近な人の異変に気
づいた時は、声を掛けてくださ
い。あなたの行動で救われる人
がいます。

相談先 内容 相談日時
心の健康電話相談
（県精神保健福祉センター内）
☎083-901-1556

心の健康全般
月～金曜日（祝日・年末年始を除
く）9時～11時30分、13時～16
時30分

いのちの情報ダイヤル“絆”
（県精神保健福祉センター内）
☎083-902-2679

生きることがつらいと
悩んでいる本人・その
家族の相談

火・金曜日（祝日・年末年始を除
く）9時～11時30分、13時～16
時30分

相談先 内容 LINE 相談日時
県健康増進課
こころのLINE
相談@やまぐち

学業・就職・友人・
仕事・職場・健康・
家族などの相談

▼月～金曜日…17時～22時
▼土・日曜日、祝日…15時～22時

自殺対策支援
センター
ライフリンク

自殺防止の相談、
電話や対面による
支援など

▼月・金曜日…11時～16時30分、17時～
22時30分▼火・木・日曜日…17時～22時
30分▼水・土曜日…11時～16時30分
※終了30分前まで受け付けます。

■ 主な相談窓口

■ SNS相談窓口

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-85533月は「自殺対策強化月間」です

●接種券などについて  
　市ワクチン接種相談センター☎0834-22-8838
●3回目接種の予約(電話かWEB)

▲

　変更・キャンセル（電話のみ）

▲

  
　市ワクチン接種予約センター
　☎0834-32-0

ゼロコロナ
567

●接種について、詳しくは

▲

周南市　新型コロナワクチン接種特設サイト

　該当者には、3月上旬に接種券を送付します。今後、順次
集団接種・個別接種を実施予定ですが、日程は調整中です。
最新情報は、市ホームページを確認してください。
●集団接種
期日　3月20日（日）・4月3日（日）
※接種日の３週間後に、２回目の接種を行います。
場所　キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

※ 接種は保護者・本人の同意が必要です。接種するメリット
とデメリットを考慮し、判断してください。また、接種の
際、本人が明らかに接種を拒む行動が
ある場合は、医師が接種を見送ることが
あります。

5～11歳のコロナワクチン接種を3月から開始

※新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、接種間
隔を2週間空ける必要があります。接種スケジュールを
立てる時は、十分注意してください。

※2月15日時点の情報を掲載しています。今後、変更す
る場合があります。

●令和3年9月末までに2回目を接種した人
※接種券は、2回目接種を完了して約6カ月を経過する
前に送付します。

※令和3年9月までに2回目を接種した人で、接種券が
住所地に届いていない人は、市ワクチン接種相談セン
ターへ連絡してください。

※予約・変更・キャンセルは、接種券が手元に届いてか
ら、市ワクチン接種予約センターへ連絡してください。

●接種券が届いたら
■接種日時と会場の記載があるか確認してください。
■接種日時と会場の記載がない人で接種を希望する人
は、予約が必要です。

●集団接種会場の追加
対象　3回目接種券が届いた人
期日　3月12日（土）・13日（日）
場所　周南総合庁舎
予約方法　市ワクチン接種予約センターに電話
※ 接種場所の指定がない人は、ホームページでも受け付
けています。

●接種時期の前倒し
3回目接種の時期について、国の方針では、当初、2回

目接種から原則8カ月以上でしたが、6カ月以上に変更
になりました。接種券が届いた人で、早めの接種を希望
する人は、接種枠に空きがある日時に変更できます。

新

ワクチン接種ワクチン接種33回目回目
接種券を送付します接種券を送付します
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　地域ボランティアの協働活動サポーターにより運営され
ており、児童の豊かな人間性を育むとともに、地域コミュニ
ティの充実を図っています。
　小学校の余裕教室などを活用して市内32教室で開催さ
れ、放課後や週末などに、児童に安心・安全な居場所を提供
し、学習活動やスポーツ、地域住民との交流
などを行っています。
　児童クラブに入会している児童が参加で
きるような運営も推進しています。

　放課後子供教室で活動する人を募集しています。
学習支援や文化活動の他、子どもたちと一緒に
勉強やスポーツなどに取り組むことが主な活
動で、特別な資格は不要です。

　路線バス・タクシーで利用できる助成券の交付申請を受
け付けます。受け付け開始当初は混雑が予想されます。

高齢者バス・タクシー
運賃助成券の申請開始

問合せ　高齢者支援課☎0834-22-8461

市内に住所がある次の人▼75歳以上▼65歳～
74歳で、自動車運転免許を所有していない

対象

3月24日（木）から、本人確認書類（代理人が申請する場合
は代理人の本人確認書類も必要）を、高齢者支援課・総合
支所市民福祉課・支所

申込み

臨時申請会場
居住している地区以外でも申請できます。

3月26日（土）9時～12時 新南陽ふれあいセンター
3月28日（月）9時～12時 桜木市民センター
3月29日（火）9時～12時 周陽市民センター

※5月以降に申請した場合、申請月に応じて交付枚数は減少
します。

※令和4年度分の申請は、1人1回のみ受け付けます。

助成内容

1枚200円の助成券を、年最大48枚交付

❶助成券の利用年月日に、
　利用する日を記入します。

❷バスから降りる時に、
　助成券を運賃箱に入れ、
　残りの運賃を現金で払います。

助成券の使い方 ～バスで使用する場合～

1乗車につき

1枚使用でき
ます

ハンドベル団体「グロリアリンガーズ」との
コラボ教室の様子

地域で子どもたちを見守り育む

放課後子供教室とは

問合せ　生涯学習課☎0834-22-8697

　毎週水曜日に、工作・ゲーム・音楽・運動など
の活動を行っています。また、各学期に1回、児
童クラブとのコラボ教室を企画しています。

活動インタビュー
子どもたちが自発的に備品の消毒や片付

けを手伝ってくれたり、卒業した後もあいさつ
しに来てくれたりなど、成長を感じた時
はとてもうれしく、やりがいを感じます。
子どもたちが「いいもの」と出会う機会
を提供していきたいと思っています。

4月1日～令和5年3月31日利用期間

協働活動サポーターを募集中!

岐山放課後子供教室
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　県獣医師会徳山支部と提携し、動物病院内より割安に接
種できます。また、未登録の飼い犬は、会場で注射と合わせ
て登録をしてください。（登録料3,000円が必要です）

　犬の飼い主は、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受
けさせることが義務付けられています。注射は、どの会場で
も受けられます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場時はマス
クを着用し、来場者間の間隔を空けてください。また、発熱
などの症状がある人は、来場を控えてください。

4月 時間 場所
8日（金） 9：20～  9：25 上川曲バス停

9：40～10：00 加見公園
10：15～10：20 井谷中村バス停
10：30～10：40 四熊市民センター
13：40～13：50 湯野西自治会館
14：10～14：20 市道行田4号線　　※変更

（行田バス停付近）
14：40～14：55 湯野支所

9日（土） 8：45～  9：30 徳山動物園北園駐車場
9：45～10：05 今宿小学校

10：20～10：35 尚白公園
12：30～12：45 戸田小学校
13：00～13：15 友広北河内集会所前
13：30～13：50 夜市支所
14：10～14：40 富岡公園

10日（日） 9：00～  9：20 東福祉館
9：40～10：00 太華中学校

10：15～10：35 周陽市民センター
10：50～11：10 遠石小学校

12日（火） 10：05～10：10 大津島支所
10：15～10：20 瀬戸浜波止場
10：30～10：35 本浦波止場
10：45～10：50 天ヶ浦波止場
10：55～11：00 旧馬島公民館

13日（水） 9：30～  9：45 石井手（白須那カントリー入口）
10：00～10：10 中須支所
10：25～10：35 阿田川ふれあい広場
10：55～11：00 菅野公園
11：20～11：35 須金支所
13：00～13：15 須々万支所
13：25～13：45 JA山口県都濃支所
14：00～14：15 長穂支所
14：30～14：40 旧大道理公民館前広場

14日（木） 9：50～10：00 粭島ちびっこ広場前
10：20～10：30 大島自治会館
10：50～11：10 居守公園
11：25～11：35 二葉屋開作公園
13：00～13：20 櫛浜支所
13：45～14：05 徳山動物園臨時駐車場

（JA山口県三田川支所南側）
16日（土） 9：20～  9：50 県周南総合庁舎

10：10～10：40 秋月公園
11：00～11：20 東辻公園

17日（日） 13：00～13：20 久米支所　　※新規
13：35～14：00 徳山大学（周南公立大学）
14：15～14：30 馬屋公園
14：50～15：10 県周南総合庁舎

徳山地域

対象　生後91日以上の飼い犬
料金　3,050円
※釣り銭がいらないようにしてください。
持ち物　案内はがき（3月上旬に郵送）
※実施日時・会場など、前年から変更があります。

　当日は、飼い犬の問診を行います。体調が気になる場合
は、集合注射を控えてください。また、会場には犬を制御で
きる人が連れてきてください。犬が首輪から抜けることが
あるので、しっかり犬を制止させてください。
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　ペットを飼うためのルールやマナーを守り、終生愛
情と責任をもって飼いましょう。また、ペットが迷子に
ならないよう、外出するときは必ずリードやケージを
使いましょう。扉の閉め忘れなどの確認も重要です。
　適切に飼うことのできる数を保つことは飼い主の
責任です。必要に応じて不妊去勢手術などを行いま
しょう。
　市外から転入した人は、事前に犬の登録を確認でき
るものを持って、環境政策課・総合支所・支所で手続き
を行ってください。◆徳山地域の津木、小畑地区は新南陽地域、大向地区は鹿

野地域の日程に組み込んでいます。

4月 時間 場所
15日（金） 9：30～  9：40 ◆小畑広谷口バス停

10：05～10：15 馬神多目的広場
10：30～10：40 福寿荘
10：55～11：05 和田支所
11：20～11：30 高瀬サン・スポーツランド

16日（土） 13：00～13：30 市民グラウンド前
（東ソーグラウンド利用者
臨時駐車場）

13：50～14：10 福川会館
14：25～15：00 若山大橋下広場
15：20～15：35 長田公園
15：45～15：50 ◆戸田市民センター津木分館

17日（日） 9：00～  9：30 ほのぼの会館
9：50～10：20 新南陽総合福祉センター

10：40～11：00 市民グラウンド前
（東ソーグラウンド利用者
臨時駐車場）

4月 時間 場所
14日（木） 9：00～  9：10 中笠野（旧神田酒店横）

9：20～  9：35 大河内市民センター
9：45～10：05 ひまわり保育園下の広場

（自由が丘）
10：15～10：25 幸ヶ丘街区公園
10：35～10：55 夢ヶ丘2丁目街区公園
11：05～11：10 遠見（消防機庫横）
11：20～11：35 勝間市民センター
13：10～13：20 緑ヶ丘街区公園
13：30～13：40 藤ヶ台公園北側付近

（勝間小東側）
13：50～14：20 サンウィング熊毛
14：30～14：45 清光台街区公園

（集会所広場）
15日（金） 9：00～  9：10 新畑（新幹線ガード下）

9：20～  9：25 白石（木村さん宅前）
9：35～  9：45 関屋集会所
9：55～10：05 太刀野（防火水槽付近）

10：15～10：20 大成川（地下道付近）
10：30～10：45 高水市民センター
10：55～11：05 中清尾集会所
11：15～11：25 鶴見台ひまわり公園
13：10～13：25 三丘市民センター
13：35～13：45 東善寺やすらぎの里
13：55～14：05 兼清（消防機庫横）
14：15～14：20 筏場（筏場橋付近）

16日（土） 9：00～  9：05 鶴いこいの里須野河内交流館
9：15～  9：30 鶴いこいの里交流センター
9：50～10：30 熊毛総合支所

新南陽地域

4月 時間 場所
21日（木） 9：00～  9：20 堤公民館付近

9：30～  9：35 戸根(元片山バス停付近)
9：40～  9：50 大潮小学校前
10：00～10：10 西河内公民館
10：20～10：30 中津公民館
10：40～10：45 下渋川(倉増さん宅前)
10：55～11：00 古野公民館
11：05～11：10 今井自治会館
11：20～11：30 仁保津（元仁保津バス停）
11：40～11：45 田原公民館
13：05～13：20 鹿野公民館
13：30～13：40 山村広場駐車場
13：45～13：55 大泉公民館
14：00～14：10 垂門公民館
14：15～14：55 ◆大向市民センター

22日（金） 9：00～  9：30 鹿野総合支所車庫前
9：40～  9：45 奥大町（佐古さん宅前）
9：50～  9：55 神柱口
10：00～10：10 合の川（橋本さん宅横）
10：25～10：30 元郷バス停

鹿野地域

熊毛地域

●徳山・新南陽地域 ・・環境政策課☎0834-22-8322
●熊毛地域 ・・・・・・・・・・・・・熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0036
●鹿野地域 ・・・・・・・・・・・・・鹿野総合支所市民福祉課☎0834-68-2333

問合せ

飼い主の皆さんへ飼い主の皆さんへ
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　国民健康保険は、資格の取得・喪失日から14日以内
に届け出が必要です。届け出が遅れると、資格取得日にさ
かのぼって保険料を納めたり、保険給付費を返納しても
らったりする場合があります。
　また、代理人が手続きをするときは、委任状や代理の人
の本人確認書類などが必要になる場合があります。

所得の申告を基に保険料が決まります
　保険料は、前年中の所得を基に計算します。所得の申告が
遅れると、保険料が遅れて変更になることがあります。収入
がない人も、その旨の申告がされていないと、保険料の軽減
制度が適用できないことがあります。
　申告が済んでいない人は、税務署や1月1日に居住してい
た市区町村の個人住民税担当課で申告をしてください。

70～74歳までの人は自己負担割合が異なります
　国民健康保険に加入している70～74歳の人は、医療機
関などで診療を受ける際に、窓口で自己負担割合が記載さ
れた保険証（被保険者証兼高齢受給者証）の提示が必要で
す。自己負担割合が記載された保険証は70歳になる誕生月
の末日まで（誕生日が1日の人は、誕生月の前月の末日ま
で）に郵送します。

国民健康保険に加
入している子どもが
進学で転出します。

必要書類　▼市国民健康保険証▼別の健康
保険に加入した場合は、その保険証の写し
▼窓口に来る人の本人確認書類▼マイナン
バー（個人番号）が確認できるもの

必要書類　▼市国民健康保険証▼勤務先の保険証▼窓口に来る
人の本人確認書類▼マイナンバー（個人番号）が確認できるもの

　退職などで、勤務先の健康保険の資格を喪失する場合、次の
いずれかの手続きが必要になります。手続きや保険料などは、
加入する健康保険の担当に問い合わせてください。

必要な手続き（いずれか）
●新たに就職した勤務先で、健康保険に加入
●今までの健康保険の任意継続
●家族の健康保険の被扶養者になる
●国民健康保険に加入

国民健康保険の加入に必要なもの
▼勤務先の健康保険を喪失した日が分かる書類（資格喪失証
明書など）▼窓口に来る人の本人確認書類▼マイナンバー（個
人番号）が確認できるもの
※その他の保険の手続きなどについては、加入する健康保険
に問い合わせてください。

国民健康保険の
切り替え手続き

就職・退職・進学に伴う

必要書類　▼市国民健康保険証▼在学証
明書※▼窓口に来る人の本人確認書類▼マ
イナンバー（個人番号）が確認できるもの
※入学許可書（合格通知）でも受け付けます
が、後日、在学証明書の提出が必要です。ま
た、転出後も引き続き本市から保険証が交
付されている場合は、毎年4月に、新年度に
発行された在学証明書の提出が必要です。

進学する時

転出手続き時に窓口で
申し出てください。

卒業する時

学生用の保険証を交付され
ていた子どもが卒業します。

非該当の手続きが必要です。

就職や扶養に入る時

就職したり、扶養に入った
りする人がいます。

国民健康保険の脱退
手続きが必要です。

退職や扶養から外れる時

注意してください

●保険年金課☎0834-22-8312　●新南陽総合支所市民福祉課☎0834-61-4110
●熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0035　●鹿野総合支所市民福祉課☎0834-68-2332問合せ



※１…課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担が３割の人です。
※２…65～74歳で、一定の障害の状態にあると認定を受けた人を含みます。
※３…住民税納税通知書の課税標準額（前年の収入から、所得控除などを差し引いた後の金額）です。
※４…遺族年金や障害年金は含みません。
※５…事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。

世帯全員が

３割
世帯全員が

１割 １割 ２割 世帯全員が

１割
世帯全員が

２割

現役並みの所得者※１に該当するか？

世帯内75歳以上の人※2のうち課税所得※3が28万円以上の人がいるか？

世帯に75歳以上の人※2が２人以上いるか？

「年金収入※4＋その他の
合計所得金額※5」が200
万円以上か？

「年金収入※4＋その他の
合計所得金額※5」が320
万円以上か？

該当する 該当しない

いない いる

いない いる

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上
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　10月1日から、一定以上の所得のある人（現役並
み所得者を除く）の医療費の窓口負担が、現在の1割
から2割になります。2割になる人の判定は、主に75
歳以上の人の課税所得や年金収入により、世帯単位

で行います。
　なお、2割になる人は、10月1日から3年間は負担
を抑える配慮措置があります。
※住民税非課税の人は基本的に1割負担です。

一定以上の所得のある人の
医療費の窓口負担割合が変わります

問合せ　保険年金課☎0834-22-8312

後期高齢者医療制度



問合せ　市消費生活センター☎0834-22-8321
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手話を学びたい人へ、手話奉仕員養
成講座の募集を24ページに掲載しています。1年間
と長期ですが、ろう者から直接手話を学ぶことがで
きます。手話の世界をさらに広げてみませんか。チャ
レンジを待っています。

手話 の世界へようこそ! 

問合せ　障害者支援課☎0834-22-8387
0834-22-8464

右手人差し指だけにした手を、何度か左右に振りま
す。首を少し傾け尋ねたい表情を加えると、相手に
より気持ちが伝わります。ろう者と手話で話す時に、
分からない手話があれば、ぜひこの「何?」の手話で
尋ねてみてください。

「何?」今月の手話

地球温暖化防止
みんなが主役主役の

問合せ　環境政策課☎0834-22-8324

市温暖化対策地域協議会監事
高下 真由美（日本ハウス）

私 が、ミミズコンポストによる生ごみを出さない
生活を始めて、早9年。これは、自然のパワーに

満ちた不思議な世界です。生ごみを入れて平均１週
間で生ごみはきめ細やかな土に変化するのです。次
は、ミミズが作った栄養たっぷりの土で、おいしい野
菜を育てて食べてみようと準備を進めています。
　先日、とある対談番組のなかで、人間生活は人間
関係半分、自然関係半分のバランスが良いといった
話を聞き、土や水・花や虫や樹木との触れ合いの中
で自然を愛する心が育ち、それが地球温暖化対策の
起動力に通じるのかなと感じました。が、すでに猶予
はありません。豊かな自然を子どもたちに繋ぐため、
私たちの意識改革と具体的挑戦が急がれます。

市では、ペットボトルキャッ
プを回収し、その収益で世界の

子どもたちにワクチンを届ける支援事業に取り組ん
でいます。
回収場所　市役所総合受付・総合支所・支所など
●対象外のキャップに注意！
　対象は、飲料用ペットボトルのキャップのみです。
洗って持って来てください。

問合せ　リサイクル推進課☎0834-22-8303

リサイク
ル

通信

R

ec
ycl

ing News

ルル ペットボトルキャップ
回収事業

4月から18歳は大人！
自身の信用は自分で守ろう

　　　　　　　　15,000円の洋服をクレジットカード
で購入した。一括払いのつもりだったが、後日届いたカード
利用明細の支払額が、5,000円リボ払いとなっていた。

　　　　　　　　リボ払いは、利用金額や件数に関わら
ず、あらかじめ設定した金額や割合を毎月支払う方法です。
カードがリボ払いで登録されていると、一括払いを希望し
ても自動的にリボ払いになります。支払残高に一定の手数
料がかかり、未決済残高が積み上がって、カードの利用枠
が一杯になることがあります。支払いが遅れると、信用が
損なわれクレジットカードの利用や、スマートフォンの新規
契約ができなくなる場合があります。
　4月からは、成年年齢が18歳に引き下げ
られ、カード契約などが可能になります。カー
ド申し込み時には会員規約をよく読み、リボ
払い設定になっていないか確認しましょう。

相談内容

アドバイス

●ヨーグルト・ソース・洗剤などのキャップ
●飲料用でも大きさが違うキャップ
●金属製のキャップ・プルタブなど

対象外
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※駐車場がある場所は、全て無料です。　※花見の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底してください。※駐車場がある場所は、全て無料です。　※花見の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底してください。

石船温泉

●駐車場 30台
●問合せ 石船温泉
　☎0834-68-2542

約200本桜

1
鹿野鹿野

せせらぎ・
豊
ゆ

鹿
か

里
り

パーク

●駐車場 20台
●問合せ 豊鹿里パーク
　☎0834-68-4003

約70本桜

2
鹿野鹿野

中世館の土塁
（弾

だん

正
じょう

糸桜）

●駐車場 24台
●問合せ 鹿野総合支所
　産業土木課
　☎0834-68-2335

1本桜

3
鹿野鹿野

天神山公園

●駐車場 18台
●問合せ 鹿野総合支所
　産業土木課
　☎0834-68-2335

約300本桜

4
鹿野鹿野 金松桜

●駐車場 なし
●問合せ 鹿野総合支所
　産業土木課
　☎0834-68-2335

1本桜

5
鹿野鹿野

吉野桜

●駐車場 なし
●問合せ 鹿野総合支所
　産業土木課
　☎0834-68-2335

約3,000本桜

6
鹿野鹿野 向道湖

●駐車場 なし
●問合せ 大向市民セ
ンター
　☎0834-88-0312

約300本桜

7
大向大向 高瀬湖周辺

●駐車場 10台
●問合せ 和田支所
　☎0834-67-2111

約680本桜

8
和田和田

東繕寺川
河川公園

●駐車場 50台
●問合せ 熊毛総合支所
産業土木課

　☎0833-92-0014

約30本桜

11
三丘三丘 安田百本桜

●駐車場 20台
●問合せ 三丘市民セ
ンター

　☎0833-92-0177

約100本桜

12
三丘三丘 周南緑地

●駐車場 105台
●問合せ 市体育協会
　☎0834-28-8311

約1,550本桜

13
徳山徳山

緑と文化の
プロムナード

●駐車場 なし
●問合せ 観光交流課
　☎0834-22-8372

約100本桜

15
花畠町花畠町 徳山動物園

●駐車場 285台
●問合せ 徳山動物園
　☎0834-22-8640

約60本桜

16
動物園動物園

T
トウソー

OSOH P
パーク

ARK
永源山

●駐車場 173台
●問合せ 永源山公園
管理事務所
　☎0834-63-7899

約350本桜

18
新南陽新南陽

辰尾公園

●駐車場 なし
●問合せ 公園花とみ
どり課
　☎0834-22-8402

約40本桜

19
福川福川 若山公園

●駐車場 10台
●問合せ 観光交流課
　☎0834-22-8372

約350本桜

20
福川福川

湯野公園周辺と
サンサンロード

●駐車場 なし
●問合せ 湯野市民セ
ンター
　☎0834-83-2002

約65本桜

21
湯野湯野

奥湯野桜郷

●駐車場 約20台
●問合せ 湯野市民セ
ンター
　☎0834-83-2002

約300本桜

22
湯野湯野 回天記念館

●問合せ 回天記念館
　☎0834-85-2310

約450本桜

23
大津島大津島

菅野湖

●駐車場 なし
●問合せ 須々万市民
センター

　☎0834-88-0001

約400本桜

9
須々万須々万 鶴いこいの里

●駐車場 99台
●問合せ 鶴いこいの里
交流センター
　☎0833-92-0003

約160本桜

10
八代八代

東川緑地公園

●駐車場 なし
●問合せ 公園花とみ
どり課
　☎0834-22-8402

約100本桜

14
柳町柳町

川崎観音堂

●駐車場 約80台
●問合せ 新南陽総合
支所地域政策課

　☎0834-61-4215

約100本桜

17
新南陽新南陽

2022年

桜情報



「川崎観音堂が国の登録有形文化財になることが決ま
り、地域の先輩方が守り続けてきた財産を引き継ぐことが
できて大変良かったと思います。よりいっそう、地域の皆さ
んが観音堂を大切に感じてくれればと思います」そう語る
のは、川崎地区に住む26人で構成され、月1回17日に行
われる縁日の運営や清掃活動、施設修繕などの維持管理
を行っている川崎観音堂運営委員会の皆さんです。川崎観
音堂は、令和3年11月19日に、本堂・山門・門柱が国の登
録有形文化財として登録するよう答申されました。桜の名
所として知られていますが、５月には藤棚、６月にはアジサ
イと、多くの花が咲く場所でもあり、たくさんの人に親しま
れています。
「子どもの頃、掃除や縁日で観音堂を訪れたことを思い

出します。８月の９・10日には夜
よ

観
がん

音
のん

が行われ、川崎地区の
小学生が作った灯ろうを並べます。大人になっても忘れられ
ない、子どもの頃の思い出です」と、川崎地区に住む人たち
にとって、川崎観音堂がかけがえのないものであることを
感じさせるお話も語ってくれました。世代を超えて、観音堂
に対する思いが脈々と受け継がれていくのを感じます。
「川崎観音堂は地区のシンボルであり、心のより所です。こ
れからもこの場所に在り続
けて、ずっと私たちを見守っ
ていてくれればと思います」
そう語る皆さんの笑顔

からは、観音堂を愛する気
持ちがあふれていました。

毎月１７日の縁日の様子

▲前列中央が椎木会長、同右側が大野副会長

ARTGUIDEアートスポットガイド in 周南

※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。

企画展「竹重秀治作陶展 ‒ 芽生えるものたち」
尾崎正章常設展 「ひそかな楽しみ」
●期間／３月26日（土）～6月5日（日）

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

　かわいいタイトルの抽象画です。けれ
ど赤ちゃんは描かれていません。淡い茶
系統でおおわれた中に揺り籠のようなカ
タチがみえます。そして渦巻き、三角形、四
角形の波数は何を表すのでしょうか。たと
えば新生児が発する声だとしたら。まどさ
んは絵を描きながら赤ちゃんと交信して
いたのだろうと思います。まどさんは母さ
んに抱かれたその姿を神様に抱かれて
いると表現しました。赤ちゃんのことがま
ぶしくて仕方なかったのでしょうね。

美術博物館 所蔵品の紹介

この作品は3月31日（木）まで展示中です。

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

周南市で
活躍してい

る人を

紹介しま
す

山を見れば観音様
川崎観音堂運営委員会の皆さん

●新収蔵品展
●林忠彦記念室「日本の画家」
●まど・みちおコーナー

●徳山の歴史特設コーナー
　「絵はがきでみる大正時代の徳山」

常設展示

美術博物館☎0834-22-8880

●シティケーブル周南で「びびびの美」放送中（12:55～、20:10～、23:25～）

▼期限／３月27日（日）まで

▼期間／３月31日（木）まで

宮崎進 「花」 制作年不詳
▼期間／４月24日（日）まで

1961（昭和36）年12月2日
水彩、ボールペン、フェルトペン、削り、紙

[赤ちゃんの
いる家]

広報しゅうなん  2022.314
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私たちの先祖は、趣のある和風月名
を残してくれました。

　１月はお正月に集い仲睦まじくするから睦
むつき

月、２月は一
層の寒さに衣を重ね着するから如

きさらぎ

月、３月は暖かくなり弥
（いよいよ）生（な）る（草木が芽吹き始める）ので弥

やよい

生と名
付けられました。

　平安のころから「弥
やよい

生の花」は、人々
を悩ませるものになりました。
　人々はさくらの芽吹きを喜び、咲くほ
どに心を打たれ、花の舞いに陶酔し、散
り終えてもなおその余韻に浸りました。
「さくらは大丈夫だろうか」
　寒冷風雨のたびに案じる心は、人々の優しさや慈しみを
培ってきたようにさえ思われます。

♬さくら さくら
　　やよいの空は　見わたす限り
　かすみか雲か　匂いぞ出ずる
　　いざや　いざや　見にゆかん

♬さくら さくら　野山も里も　見わたす限り
　かすみか雲か　朝日に匂う　さくら　さくら　花ざかり

古謡『さくらさくら』

　私はこの歌で、さくらの花に匂いがあることを知りました。
野
の

辺
べ

の美しさは彩りだけではなく春風の甘い香りにも
あると、幼

おさなごころ

心を動かされた覚えがあります。
　以来、四季の香りを意識するようになりました。
　やがて、想い出にも香りがあり、セピア色の日々に香り
が加わると、いっそう色鮮やかに蘇ることも知りました。

さくら咲くころ 周南市長　藤井  律子

dePhoto 　shunan

2/2
[水]2/2

[水]

２回目のワクチン接種を終えた人を
対象に、集団接種が始まりました。

新型コロナウイルスワクチン
３回目接種
キリンビバレッジ
周南総合スポーツセンター

畑
はた

ワサビの出荷に向けて
鹿野地域渋川地区

周南市市民ライター任命式
周南市役所

平成31年に就農した板垣望
のぞ

夢
む

さん
が栽培する畑ワサビ。２月中旬か
ら、花のつぼみの出荷が始まりま
す。出荷されたつぼみは、しょうゆ
漬けや天ぷらとして楽しめます。

「徳山下松港開港100周年記念広場」の愛称が刻まれた石碑の披露
とともに、開港100周年記念事業のキックオフが宣言されました。

徳山ポートビル緑地愛称石碑の除幕及び徳山
下松港開港100周年記念事業キックオフ宣言
徳山ポートビル緑地

2/8
[火]

2/10
[木]

私私私私私私私私私私私私
を残を残を残を残を残を残を残を残を残を残を残をををを残しししししししししし

市長コラム

周南市のリアルな暮らしを発信する周南市市民ライター１期生の任命
式があり、12人を代表して塩田紗希さんが任命書を受け取りました。
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ん
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エネルギー402kcal　たんぱく質9.2ｇ
脂質7.5ｇ　カルシウム28ｍｇ　食塩相当量1.1ｇ

1人分当たりの
栄養価

ミディトマトでかんたん寿司
しゅうなんブランド“みぃやん家

ち

の畑で採れたミディトマト”を使った

市食生活改善推進協議会 考案

農林課×食推

ミディトマトの中でも甘みが強く、
皮が薄く食感が良いのが特徴で
す。土作りに力を入れており、トマト
が本来持っている力を十分に生
かせるように心掛けています。

しゅうなん食育
レシピ動画

詳しく動画で解説！！

加熱すると甘みが強くなり、いっそうコクのある味に
なります。野菜炒めの最後に入れて、さっと炒めても
おいしいですよ。味付けはオリーブオイルと塩でシン
プルに。でも、1番のお薦めは生で食べること！みず
みずしいトマトの旬のおいしさをご堪能ください。

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 など

事業者の声

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

06
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

みぃやん家の畑で採れたミディトマト

みぃやん家の畑
フマ美里
☎080-3886-3067

材料（4人分）
ミディトマト …… ５個
米………………… ２合
　　米酢 …… 大さじ２
　　砂糖 …大さじ１・１/２
A

　塩 ……小さじ１/２
　　レモン汁 … 小さじ１
卵………………… ２個

アボカド …… １個
しょうゆ …小さじ１
ブロッコリースプラウト
　…………１/５パック
板のり …… １/２枚
オリーブオイル
　…………小さじ１

粗びきこしょう…でき上がりに、お好みでかける

作り方
① 　米を同量の水で炊き上げ、ボウルに移し
ておく。Aで合わせ酢を作る。卵はいり卵に
しておく。アボカドは1cm角に切り、しょう
ゆをまぶす。

② 　トマトを１ｃｍ強の角切りにし、ラップを
かけて600Ｗの電子レンジで１分30秒温
めた後、合わせ酢につける。

③ 　ボウルのごはんに、合わせ酢１/３を混ぜる。
④ 　③を皿に盛り、ちぎったのり、②のトマト、
アボカド、いり卵、３等分に切ったブロッコ
リースプラウトを飾り、オリーブオイルをか
けて完成。

｛ ｛
使用した

しゅうなんブランド
はこちら

った

フマ美里フマ美里さんさん

ぜひ作って
みてください!

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。

問合せ　シティプロモーション課☎0834-22-8238

　縁もゆか
りもない周
南市で会社
を設立した
２人は、この
街に住む人
の温かさを強く感じたそうです。何百、
何千と人脈が広がったのもこの街に住
み始めてから。「周南市の人たちは自
分から進んで楽しもうとしている、だ
から新しいものも受け入れてくれるよ
うに感じます。」と大空さんは話します。

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

　　　　　スカイホップブルーイング
令和2年4月、２人が市内に立ち上げた
ビール醸造所の名称。ここで２人は、市内
初のクラフトビールを誕生させました。

問

新しいものを
温かく受け入れてくれる街

クラフトビールへ注ぐ
2人の愛
　「クラフトビールっておいしいね！を
共有し、皆さんと一緒に盛り上がりた
い。」と語る平川さん。「周南市＝スカ
イホップブルーイング発祥の地」と言
われるほど成長させたいという２人の
クラフトビールに対する深い愛情と熱
意から、周南市を盛り上げるコンテン

ツになるの
では、と今
後も期待が
膨らみます。

プロフィール

広川洋行広川洋行さん　　　　　さん　　　　　大空大空和和
たかたか

央央
ひさひさ
さんさん



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

■ 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

■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。

●健康保険証や福祉医療証などを
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。

  3月 当番医 電話番号
6日（日）松永医院（夢ヶ丘） 0833-91-3006
13日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
20日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020
21日（祝）小川クリニック(勝間原) 0833-91-5777
27日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100

 4月 当番医 電話番号
3日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303

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

外科（休日のみ）、内科

緊急の場合

■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
※ 歯科診療は、4月から在宅当番医制に
なります。

歯科
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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
を確認するとともに、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、個別に通知します。

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。

日時 場所
4月 12日（火）10：00～11：00 徳山保健センター
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、あんしん子育て室に電話

日時 場所
4月 28日（木）12：30～13：30 徳山保健センター
持ち物　健康診査票、少量の尿、母子健康手帳

オンライン講座
講座を受けるには無料アプリZ

ズーム

oom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　4月13日（水）10時～11時
内容　離乳食、虫歯予防について
申込み　4月4日（月）までに、あん
しん子育て室

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
※都合が合わない人は、別の日でも予約を受け付けます。

日時 場所
4月 11日（月） 9：00～12：00

13：30～16：15 徳山
保健センター26日（火） 9：00～12：00

13：30～16：15
27日（水） 9：30～12：00 熊毛総合支所

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀



　　　　　　　問合せ　消防本部予防課☎0834-22-8773
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これから春にかけて、まだまだ寒い日々が続きます。暖房器具などを使用する場合は、付近
に可燃物を放置しないなど、適切に使用しましょう。
また、空気が乾燥するこの季節に、たき火や野焼きによる山火事が多発しています。火気の

取り扱いには十分注意してください。

１１９１１９番回線が
一時的に不通に
なります

3月1日～7日の間、春季火災予防運動が全国一斉に行われます。
防火に関する知識を身に付け、家庭での備えを十分にしましょう。

住宅用火災警報器の維持管理
全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付け

られています。火災時にきちんと煙や熱を感知し、音や音
声で火災の発生を知らせる機能が作動するよう、日頃からの
手入れを忘れないようにしましょう。

ほこりなどが付いていると、火災を感
知しにくくなります。半年に１度は乾い
た布で拭くようにしましょう。

 10年を経過す
ると電子部品
の寿命や電池
切れなどによ
り火災を感知
しなくなることがあります。警報器には、
正常に動作していることを自動的に試
験する機能が付いているものや、交換期
限の表示があるも
のがありますので、
設置している警報器
を改めて確認してみ
ましょう。

半年に１度は
手入れをしましょう

ひもを引いたり、ボタンを押す
など、機種によって確認の方法
が異なりますので取扱説明書
を確認してください。

定期的に
作動確認をしましょう

10年経ったら
取り換えましょう

電話交換機メンテナンスのため、119番回線が一時的に不通となる
場合があります。119番が話し中の場合は、代替通報番号に通報してく
ださい。
日時　3月11日（金）0時～3時のうち3分程度

●消防本部指令課
☎0834-22-8765（熊毛地域以外）
●光地区消防組合指令室
☎090-7891-9321（熊毛地域）

代替
通報番号

問合せ　消防本部指令課☎0834-22-8765

春季全国火災予防運動春季全国火災予防運動

理
付け
や音
頃からの

10年経 たら

そ
ろ
そ
ろ

交
換
し
な
く
ち
ゃ
な
！
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住所・氏名・年齢・電話番号を、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

観光交流課
☎0834-22-8372

 城下町徳山の
桜のトンネルを歩こう!

　桜街道を歩きながら、徳山
の歴史を案内します。
期日　3月26日（土）
時間　9時50分～12時
集合・解散場所　JR徳山駅
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（保険代）
申込期限　3月24日（木）

古地図を片手に城下町を歩こう古地図を片手に城下町を歩こう
徳山藩時代の面影が残る道を、古地図を片手に

歩きます。
期日　4月9日（土）
時間　9時20分～12時
集合場所　JR徳山駅みゆ
き口
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（保険代）
申込期限　4月6日（水）

黄金仏拝観と新緑の湯野散策黄金仏拝観と新緑の湯野散策
湯野支所から楞

りょうごんじ
巌寺まで歩き、黄金仏を拝観し

ます。
期日　4月17日（日）
時間　8時50分～12時
集合・解散場所　湯野支所
定員　20人
参加料　300円（拝観料・
保険代）
申込期限　4月14日（木）

徳山の史跡を訪ねて歩く
　徳山毛利家墓所などを巡

りながら、遠石八幡宮まで徳山の史
跡を訪ねて歩きます。
期日　4月2日（土）
時間　8時50分～12時30分
集合・解散場所　JR徳山駅
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（保険代）
申込期限　3月31日（木）

 樹齢約350年の弾正糸桜と
国の登録記念物漢陽寺の庭園鑑賞

　県内最大級のシダレザクラと国の登録記念物
漢陽寺の庭園を鑑賞します。
期日　4月2日（土）　時間　9時30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）
※小学生以下は100円です。
申込期限　3月30日（水）

戸　田
４月９日(土)・26日(火)
５月18日(水)
６月４日(土)・21日(火)

四郎谷 10：00～10：30
戸田支所 10：50～11：40
下戸田浴 13：20～13：40
桑原 13：50～14：20
戸田東公園 14：30～15：00

夜市・湯野
４月12日(火)・27日(水)
５月20日(金)
６月７日(火)・22日(水)

戸田駅前 10：00～10：50
柚木河内 11：10～11：30
湯野小学校 13：00～13：20
湯野支所 13：50～14：50
北古屋 15：00～15：30

都  濃
４月13日(水)
５月６日(金)・21日(土)
６月８日(水)・24日(金)

長穂支所 10：00～10：40
須々万支所 11：00～11：40
中須支所 13：20～14：00
須磨小学校 14：40～15：20

熊　毛
４月15日(金)
５月７日(土)・24日(火)
６月10日(金)・25日(土)

八代小学校 10：10～10：40
三丘市民センター 11：10～11：40
三丘小学校 13：00～13：30
大河内市民センター 14：00～14：30
サンウイング熊毛 14：40～15：20

大津島
４月８日(金)
５月17日(火)
６月18日(土)

馬島巡航待合所 11：30～12：00
刈尾巡航待合所 12：20～12：50

大津島地区は、
“やまびこ号Ｊｒ．（ジュニア）”

が巡回します。

令和4年

月4 6
図書館の本は、誰でも無料で借りることができます。気軽に利用してください。悪天候の場合は巡回を中止することがあります。

問合せ　中央図書館☎0834-22-8682

ふれあいウオーク

申込み 問合せ

鼓南・櫛浜
４月16日(土)
５月10日(火)・25日(水)
６月11日(土)・28日(火)

粭島小学校 10：00～10：30
鼓南小学校 10：40～11：30
大島自治会館 13：10～13：30
居守 14：00～14：30
櫛浜支所 14：50～15：30

久　米
４月19日(火)
５月11日(水)・27日(金)
６月14日(火)・29日(水)

田中公園 10：00～10：30
東福祉館 10：50～11：30
久米支所 13：10～14：20
ひばりヶ丘
県営住宅集会所 14：40～15：30

菊　川
４月５日(火)・20日(水)
５月13日(金)・28日(土)
６月15日(水)

四熊市民センター 10：00～10：30
菊川支所 10：50～11：40
西武井 13：20～14：10
小畑小学校 14：30～15：20

和田・向道
４月６日(水)・22日(金)
５月14日(土)
６月１日(水)・17日(金)

和田小学校 10：00～10：30
和田支所 10：50～11：30
大道理市民センター13：30～14：00
大向市民センター 14：30～15：00

新南陽・夜市
４月８日(金)・23日(土)
５月17日(火)
６月３日(金)・18日(土)

福川南小前 10：00～10：30
大神
ケアハウス新南陽 11：00～11：30
長田公園 13：30～14：00
夜市支所 14：30～15：00
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対象　4月に高等学校（専攻科含む）・
高専（専攻科含む）・大学・専修学校（高
等・専門課程）に在学する人で、保護者
が本市に居住する人
※ 他の奨学金制度の貸し付けを受け
ていない人に限ります。

種類と金額（月額）　①一般奨学金（貸
付型）…1万8,000円～3万5,000円
（学校区分により異なる）②定住促進
奨学金（貸付型）…①に1万円または2
万円を上乗せ③修学支援奨学金（給付
型）…①に1万円を上乗せ
※ ②は、高等学校専攻科・大学・高専
（4～5年、専攻科）・専修学校（専門
課程）に在学し、卒業後市内に定住
する意思を持つ人が対象です。貸し
付け決定を受け、卒業後に継続して
３年以上市内に定住した人は、②の
部分の償還は免除になります。

※ ③は、経済的理由により著しく修学
が困難な人が対象で、③の部分の償
還はありません。

申込み　5月6日（金）～6月10日（金）
に、教育政策課・総合出張所で配布す
る書類を、窓口・郵送で、〒745-8655
岐山通1-1教育政策課☎0834-22-
8532

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　3月20日（日）9時～10時（小
雨決行。悪天候の場合は、27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
※ 3月15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

▼パスポート交付（3月31日（木）のみ）
▼マイナンバーカード交付（3月29日
（火）・31日（木）、4月5日（火））
※ 他市町村に照会が必要な場合は、手
続きができないことがあります。

問合せ　市民課☎0834-22-8292

久米地区の一部で住居表示を実施
3月19日（土）から、久米地区の一

部で住居表示を実施します。
該当地区の図面は、市民課・総合支

所・支所・市ホームページで確認でき
ます。
●新町名と郵便番号
久米中央1～5丁目…〒745-0809

問合せ　市民課☎0834-22-8424

市奨学金制度
経済的な理由で修学が困難な人に

対する、市の奨学金制度です。

新型コロナウイルス感染症に
関するお願い
▼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
年度末の市民課窓口時間延長
日時　3月29日（火）～4月5日（火）
（土・日曜日を除く）17時15分～19時
内容　▼住民票・戸籍・印鑑証明など
の発行業務（税証明を除く）▼転入・
転出・転居などの住民異動届出業務

最新情報は
こちらから▶

2022.03

周南緑地のあり方を示す周南緑
地基本計画は、策定から約9年が経
過しています。公園の利活用の促進
などを目的とする都市公園法改正、
多様化するニーズなどに対応する
ために、改訂（案）をとりまとめまし
たので、パブリック・コメントを実施
します。
※ 提出された意見に対する市の考
え方は、市ホームページなどでま
とめて公表し、提出者への個別の
回答は行いません。

期限　3月23日（水）まで
場所　公園花とみどり課・市役所情
報公開窓口・総合支所・支所・市
ホームページ
申込み　期限内に、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

周南緑地基本計画の改訂（案）

パブリック・コメント
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公共下水道供用開始区域の縦覧
下水道の供用を開始する区域の縦

覧を行います。
縦覧期間　3月17日（木）～30日（水）
8時30分～17時15分（土・日曜日、祝
日を除く）
縦覧場所　上下水道局下水道工務課、
総合支所
問合せ　上下水道局下水道工務課☎
0834-22-8630

福　祉
高齢者の紙おむつを給付
対象　次の全てに該当する家族▼在
宅で介護している▼紙おむつ利用者が
満65歳以上の寝たきりの常時失禁状
態で、要介護認定の基本調査項目に基
づく、寝たきり度または認知症度が基
準を満たしている▼紙おむつ利用者と
介護者の属する世帯が市民税非課税
世帯で介護保険料を滞納していない
※ 引き続き受給を希望する人も、申請
が必要です。

※入院・入所中の人は対象外です。
給付内容　1カ月あたり、次の価格ま
での紙おむつを現物支給▼要介護4
または5の人…4,000円▼それ以外
の人…2,000円

水質検査計画の閲覧
令和4年度に水質検査を行う場所や

検査項目・検査回数などを定めた水質
検査計画を閲覧できます。
閲覧場所　上下水道局水質管理課（楠
本浄水場内）・市役所情報公開窓口・総
合支所・市ホームページ
問合せ　上下水道局水質管理課☎
0834-62-5185

東善寺やすらぎの里を休館します
改修工事のため、4月1日（金）～9月

30日（金）の間、施設を休館します。
問合せ　観光交流課☎0834-22-
8372

新規指定給水装置工事事業者
事業者　河内山設備（柳井市）☎
0820-23-1954
問合せ　上下水道局水道工務課☎
0834-22-8610

防災資機材を整備
自治総合センターのコミュニティ助

成事業（地域防災組織育成助成事業）
は、宝くじの社会貢献広報事業として、
地域社会の健全な発展と住民福祉の
向上を目的に行われています。
次の団体が防災資機材を購入しま

した。市内の自主防災組織に貸し出し
ができます。

購入団体と資機材　▼須々万地区自
主防災協議会…発電機・多目的テン
ト・防災用マルチルーム・レスキューキャ
リーなど▼周陽地区自主防災協議会
…発電機・LEDスタンドライト・多目
的テント・災害用車いすなど
問合せ　防災危機管理課☎0834‐
22-8208

人権擁護委員の委嘱
再任　河村昌子さん（徳山地域）、佐野　
勇さん（徳山地域）、山村律子さん（熊
毛地域）
問合せ　山口地方法務局周南支局☎
0834-28-0244、人権推進課☎
0834-22-8456

徳山動物園の開園時間変更
3月より、開園時間が9時～17時に

なります。
※入園は、16時30分までです。
問合せ　徳山動物園☎0834-22-
8640

農地利用最適化推進委員の決定
担当地区と氏名　第20区（高瀬、夏
切、垰）…友田 光さん、第27区（小松
原）…藤吉幾雄さん
任期　令和5年7月23日まで
問合せ　農業委員会事務局☎0834-
22-8574

令和3年度に減免を受けた人で、
減免登録内容に変更がない場合は、
申請書の提出を省略できるようにな
りました。
令和3年度に減免を受けた人を対

象に、減免登録内容を記載した軽自
動車税（種別割）減免登録内容確認
書を送付しますので、内容を確認し
て、以下に応じた手続きをしてくだ
さい。
●確認書の内容に変更がない場合
確認書の提出は不要です。令和4

年度も、減免を継続します。
●確認書の内容に変更がある場合
確認書に変更箇所を記載して提

出してください。減免は継続されな
いため、変更内容に応じた手続きが
必要です。
※ 詳細は、送付書類を確認してくだ
さい。

●減免を希望しない場合
減免を希望しない理由を記載して

確認書を提出してください。
対象　令和3年度に軽自動車税（種別

割）の減免を受けた人
発送日　2月末
※ 令和3年度に減免した車両を廃
車・譲渡された人には、確認書が
発送されません。

申込み　3月31日（木）までに、窓
口・郵送で、〒745-8655岐山通
1-1課税課☎0834-22-8271、総
合支所・支所

お知らせ

軽自動車税（種別割）減免継続手続きの一部変更
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申込み　随時、申込書を、窓口・郵送
で、〒745-8655岐山通1-1高齢者支
援課☎0834-22-8343・総合支所市
民福祉課

障害児（者）手当の改定
4月分から次のとおり改定します。

対象と手当額（月額）　▼特別児童扶
養手当▽1級…5万2,400円▽2級…
3万4,900円▼障害児福祉手当…1万
4,850円▼特別障害者手当…2万
7,300円▼経過的福祉手当…1万
4,850円
問合せ　障害者支援課☎0834-22-
8387・ 0834-22-8464

はり・きゅう・あん摩マッサージの
施術費受給資格者証の更新
はり・きゅう・あん摩マッサージの施

術費の助成を受けるために必要な、令
和3年度の受給資格者証は、3月31日
（木）まで有効です。引き続き必要な人
は、早めに更新してください。
対象　施術費受給資格者証を持って

いる人
申込み　加入保険の被保険者証・印鑑
を、窓口で、高齢者支援課・総合支所市
民福祉課
問合せ　高齢者支援課☎0834-22-
8461

相　談
あたまの健康相談
認知機能の状態を確認するテスト

を行い、相談に応じます。
対象　市内に在住する、65歳以上の人
※認知症の診断を受けた人や専門医
を受診中の人を除きます。

日時・場所　▼3月23日（水）…シビッ
ク交流センター▼29日（火）…鹿野図
書館
定員　各6人（受け付け順）
参加料　無料
申込み　各日程の2日前までに、電話
で、地域福祉課☎0834-22-8462

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　3月12日（土）・26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

子育て
就学援助費の申請
経済的理由で子どもを就学させる

ことが困難と認められた場合に、就学
に必要な経費の一部を補助します。
対象　市内に在住する小・中学生の保
護者（所得制限あり）
※認定月分から支給します。
※ 前年度から継続して援助を希望する
場合や、1月に新入学児童生徒学用
品費等の入学前支給の申請をして

●野犬捕獲の状況
県が行う野犬捕獲に、市も積極的

に連携・協力しています。今年度は、
令和4年1月末現在、461頭（前年同
月599頭）を捕獲しました。
●野犬に関する情報を市へ提供して
ください
野犬対策を実施する上で、野犬の

出没時間帯やすみかなどの情報は
非常に有効です。野犬を見かけたと
きは電話や、しゅうなん通報アプリ
などの活用により情報を提供してく
ださい。
また、野犬に餌を与える行為は、

条例で禁止しています。むやみに餌
をやることで新たな野犬が増え、繁
殖の連鎖が止まりません。
野犬対策は、市民の皆さんの理解

が必要です。効果的な野犬捕獲のた

め、協力してください。
●しゅうなん通報アプリ
スマートフォン用のアプリ「しゅう

なん通報アプリ」から、野犬情報を通
報することができます。今年度は、令
和4年1月末現在、726件の通報があ

りました。通報内容に応じ、捕獲檻の
設置やパトロールなどを実施します。
※ 緊急の場合は、環境政策課まで連
絡してください。

問合せ　環境政策課
☎0834-22-8322

お知らせ

野犬に関するお知らせ

しゅうなん通報アプリ
ダウンロードはこちらから

Android版
（Google Play）

iPhone版
（App Store）

ここに野犬の特徴などを入力し
ます。
例） ● 白色の成犬２頭（大型と中

型）が自宅付近を徘徊して
いた

 ● ○○公園のやぶに子犬が5
頭いる　など

通報のポイント
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者などは28歳未満）▽院卒者試験…
修士課程修了者などで、20歳以上28
歳未満の人▼歯科…専門の大学卒で
20歳以上30歳未満の人▼薬剤科…
専門の大学卒で20歳以上28歳未満
の人
※全て見込みの人を含みます。
試験日　4月23日（土）・24日（日）
（24日（日）は飛行要員希望者のみ）
●一般曹候補生
対象　18歳以上33歳未満の人
試験日　5月20日（金）～29日（日）の
いずれか1日
●いずれも
問合せ　自衛隊周南地域事務所☎
0834-31-7097

食の安心モニター
対象　県内に在住する18歳以上の人
内容　▼日常の購買活動を通じ、食
品販売店の食品表示や衛生管理な
どをモニタリング▼不適正な食品の
取り扱いなどの通報▼研修会などへ
の参加▼地域住民からの食の安心・
安全に関する相談などへの対応▼活
動状況の定期報告▼県の施策への
提言
任期　令和5年3月31日まで
定員　4人（申し込み多数の場合は、
県が選考）
申込み　3月10日（木）～4月6日（水）
で、消費生活センター・県周南総合庁
舎で配布する申込書・作文（食の安心
モニターに応募にあたっての意見・提
言について、400字程度、様式自由）
を、窓口・郵送（必着）で、〒745-
8655岐山通1-1生活安全課消費生
活センター☎0834-22-8321

社会福祉事業団臨時職員
対象　介護支援専門員（昭和33年4
月2日以降生まれで、介護支援専門員
資格を有する人）
定員　1人
勤務場所　つづみ園地域包括支援セ
ンター
選考　面接
採用日　随時
申込み　社会福祉事業団☎0834-
34-8881

いる場合も申請が必要です。
申込み　4月28日（木）までに、振込金
融機関の預金通帳・令和4年1月1日
現在で本市に住民票の無い人は、令和
4年度所得証明書（6月中に提出）を、
窓口で、学校教育課☎0834-22-
8543、総合出張所（総合支所地域政
策課）

募　集
長田フィッシャリーナ浮桟橋利用者
徳山西インターチェンジから近く利

便性の高い立地です。
対象　艇長9メートル未満のプレ
ジャーボート・ヨットを所有する人
※ 利用可能区画は、市ホームページを
確認してください。

期間　4月1日～令和5年3月31日
※随時受け付け・更新が可能です。
使用料（年額）　11万2,200円～19万80円

申込み　必要書類を、窓口・郵送で、〒
745-8655岐山通1-1水産課☎
0834-22-8366

豊
ゆ

鹿
か

里
り

パーク貸し農園利用者
募集区画　▼クラインガルテン1棟
（農地面積131平方メートル）▼畑24
区画（109～153平方メートル）
利用料（年間）　▼宿泊棟…25万1,420
円▼農地…1平方メートル当たり100円
※締め切り後、選考を行います。
申込み　3月4日（金）～18日（金）に、
鹿野総合支所産業土木課・市ホーム
ページで配布する申込書・添付書類
を、窓口・郵送で、〒745-0302鹿野
上3277鹿野総合支所産業土木課☎
0834-68-2335

自衛官の採用試験
●幹部候補生（一般・飛行・歯科・薬剤科）
対象　▼一般・飛行▽大卒程度試験…
22歳以上26歳未満の人（20歳以上
22歳未満の人は大卒、修士課程修了

相　談

●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
日時 場所 問合せ
3月  8日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛

A

  9日（水）9時～12時 コアプラザかの　
13時～15時 市役所共用会議室

10日（木）9時30分～11時30分 須々万市民センター別館
16日（水）9時～11時30分 菊川市民センター

13時～15時30分 夜市市民センター
22日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター
23日（水）9時30分～11時30分 櫛浜市民センター
24日（木）10時30分～12時30分

13時～15時 学び・交流プラザ

●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
日時 場所 問合せ
3月  8日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛 B

  9日（水）9時～12時 コアプラザかの C
9時～12時 人権推進課 D

17日（木）9時～12時 新南陽総合福祉センター E
22日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター B

A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　B熊毛総合支所地域政策課☎0833-92-
0008　C鹿野総合支所地域政策課☎0834-68-2331　D人権推進課☎
0834-22-8456　E新南陽総合支所地域政策課☎0834-61-4215
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農地利用最適化推進委員
大道理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
ます。
対象　農業に関する識見を有する人
定員　1人
報酬　3万1,000円（月額）および能
率給（年額）
任期　4月11日～令和5年7月23日
選考　書類審査など
申込み　3月14日(月)までに、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

産前・産後サポーター派遣事業・多胎
児家庭子育て支援事業の登録事業者
産前・産後の妊産婦や多胎児を養育

している家庭に出向き、相談支援を行
う産前・産後サポーター派遣事業と、
多胎児家庭子育て支援事業の登録事
業者を募集します。事業者の資格、産
前・産後サポーター・多胎児家庭子育
て支援員の要件、事業内容、応募方法
などについては、市ホームページで確
認してください。
対象　当該業務を適切に遂行できる、
介護保険制度の指定居宅サービス事
業者またはこれと同等の能力を有す
ると認める事業者

申込み　3月9日（水）までに、あんし
ん子育て室・市ホームページで配布す
る申請書を、窓口・郵送で、〒745-
0005児玉町1-1あんしん子育て室☎
0834-22-8452

ねんりんピック2022
山口美術展出品
対象　昭和38年4月1日以前に生ま
れた人
開催期間　6月4日（土）～6日（月）
場所　防府市地域交流センター（防府市）
募集作品の部門　日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真
出品料　無料
申込み　3月24日（木）までに、申込書
を、窓口で、高齢者支援課・総合支所市
民福祉課
問合せ　高齢者支援課☎0834-22-
8461

朗読講座受講者
対象　朗読に興味のある人
日時　4月～令和5年2月の原則第4金
曜日（午前の部…10時30分～12時、
午後の部…13時30分～15時）
場所　中央図書館
内容　発声・発音の基礎講座、さまざ
まなジャンルの作品朗読
講師　瀬川 嘉

よしみ

さん(フリーアナウンサー)

定員　各クラス8人（受け付け順）
受講料（1回）　1,100円（テキスト代
など）
持ち物　筆記用具
申込み　3月8日（火）9時30分～22日
（火）17時に、住所・氏名・電話番号を、
電話で、中央図書館☎0834-22-
8682

講座・講演
子どもの居場所づくりに取り組む
地域の担い手育成研修（実践者研修）
対象　こども食堂や地域の居場所づ
くりに関心がある、もしくは活動中
の人
日時　3月18日（金）15時～17時
場所　市役所多目的室
内容　講義「今の子どもって、どんな子
ども?～一緒に考えてみませんか?～」、
情報交換会
定員　50人程度（受け付け順）
参加料　無料
申込み　3月16日（水）17時15分ま
でに、次世代政策課・市ホームページで
配布する申込書を、窓口・郵送・電話・
ファクス・Eメールで、〒745-8655岐
山通1-1次世代政策課☎0834-22-
8827・ 0834-22-8351・ jised
ai@city.shunan.lg.jp

市手話奉仕員養成講座
対象　市内に在住、または通勤する人
日時　4月13日（水）～令和5年3月8日
（水）の毎週水曜日（5月4日・11月23日
は除く）19時～20時30分
場所　徳山保健センター
内容　国の手話奉仕員養成カリキュラ
ムによる実技と講義
定員　20人（受け付け順）
受講料　3,300円（テキスト代）
申込み　3月14日（月）から、住所・氏
名・年齢・電話番号・ファクス番号を、
窓口・郵送・電話・ファクス・Eメールで、
〒745-8655岐山通1-1障害者支援
課☎0834-22-8387・ 0834-
22-8464・ shuwa2@city.shun
an.lg.jp

対象　身体障害者手帳1～3級、療
育手帳Aまたは精神障害者保健福
祉手帳1級を持つ人
※ 本市に住民登録があり、施設に入
所・入院している人も含みます。

交付内容　年間1冊（48枚以内）
※ じん臓機能障害のため週2回以
上通院透析している証明書があ
る場合は、3冊（144枚以内）を追
加します。

持ち物　身体障害者手帳、療育手
帳または精神障害者保健福祉手
帳、令和3年度分利用券の残り、代

理人の本人確認書類（代理人申請
の場合）
申込み　3月29日（火）から、申込
書を、窓口で、障害者支援課☎
0834-22-8387・ 0834-22-
8464、総合支所市民福祉課・支所

福　祉

令和4年度分福祉タクシー利用券の申請
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催　し
環境館リユースマルシェ
●子育てお役立ち市
対象　12歳以下の子どもがいる世帯
日時　3月11日（金）～27日（日）9時～
17時
場所　環境館
内容　リユース品として提供された育
児用品・おもちゃ・制服・学用品・スポー
ツ用品の譲渡
※1人3点までです。
●リユースマルシェの物品募集
3月21日（祝）まで、環境館でリユー

ス品を受け付けています。詳しくは、環
境館ホームページを確認してください。
問合せ　環境館☎0834-61-0302

大田原自然の家の催し
●大地を耕し作物をつくる家族のつどい
対象　5歳～小・中学生の子どもを含
む家族
日時　4月17日（日）・5月29日（日）・
7月10日（日）・9月4日（日）・10月2日
（日）・23日（日）・11月27日（日）（全7
回）9時30分～15時
内容　家庭菜園での野菜作り・米作り
体験・季節ごとの食育体験
定員　10家族（申し込み多数の場合
は、抽選）
参加料（各回1人あたり）　▼小学生

定員　30人（受け付け順）
●朗読カフェin図書館
日時　3月19日（土）14時～15時
定員　20人（受け付け順）
●親子らいぶらり
対象　乳幼児とその保護者
日時　3月23日（水）10時～11時
●いずれも
参加料　無料
問合せ　中央図書館☎0834-22-
8682

新南陽図書館の催し
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　3月11日（金）10時～12時
●おはなし会
日時　3月12日（土）14時～14時30分
定員　親子4組（受け付け順）
●あけぼの読書会
日時　3月18日（金）10時～12時
●いずれも
参加料　無料
問合せ　新南陽図書館☎0834-62-
1150

熊毛図書館の催し
●よみきかせの会
日時　3月12日（土）10時30分～11時
30分
場所　ゆめプラザ熊毛
参加料　無料
問合せ　熊毛図書館☎0833-92-
0179

以上…650円▼3歳以上…550円▼
3歳未満で食事が保護者と兼用…20円
（昼食代、おやつ代、保険料など）
年会費（1家族）　3,000円（種・苗代、
肥料代、通信費など）
●キャンプはじめのだい一歩
対象　3歳～小学生の子どもを含む
家族
日時　4月23日（土）10時～24日
（日）15時
内容　キャンプ技術の習得・アウトド
アクッキング・クラフト・キャンプでの
安全対策
定員　6家族（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　▼小学生以上…2,500円▼
3歳以上…2,000円▼3歳未満で食事
が保護者と兼用…250円（食事代、材
料費、保険料など）
●いずれも
場所　大田原自然の家
申込み　3月28日（月）までに、大田原
自然の家☎・ 0834-89-0461・
ootabara@ccsnet.ne.jp
　
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　3月12日（土）10時30分～11時
30分
●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生
日時　3月12日（土）13時～14時

大正時代に建築された旧市長公舎は、国の
登録有形文化財で、和洋折衷を取り入れた珍し
い建築物です。（観光ガイドつき・出入り自由）
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中
止する場合は、市ホームページに掲載します。

日時　3月12日（土）・13日（日）10時～15時
（13日は14時まで）
場所　旧市長公舎　
問合せ　施設マネジメント課☎0834-22-
8281

旧市長公舎の見学会

催　し

●
周南児童相談所

市長公舎

東川

●
大成寺

徒歩2分

御弓丁公園御弓丁丁丁公園
駐車場

旧市長公舎外観旧市長公舎外観
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周南文化協会の催し
●文化講演会
●日時／3月5日（土）14時～16時
●場所／文化会館●参加料／無料
※整理券を配布します。●演題／誕
生50周年「仮面ライダー」をはじめ
放送20年超ドラマ「相棒」、アニメ
「ワンピース」など数々のシリーズ作
品を世に送り出す東映エンターテ
インメントの世界●講師／吉元 央

たかし

さん（東映）
●文化教室作品展
●日時／3月19日（土）・20日（日）
9時30分～17時（20日（日）は16時
まで）●場所／文化会館●内容／短
歌・俳句・漢詩・日本画・絵画・篆

てん

刻・実
用細字（2教室）・書の総合講座・ステ
ンシル・ハワイアンキルト・草月流い
けばなの作品展●観覧料／無料
●受講生募集
●期間／4月～令和5年3月の毎月
1～2回●時間／9時30分～20時
の間で2時間●場所／シビック交流
センター・徳山保健センター・文化
会館・学び・交流プラザ●内容／短
歌・俳句・漢詩・日本画・絵画・実用
細字（2教室）・篆

てん

刻・書の総合講座・
ハワイアンキルト・ステンシル・基礎
写真・草月流いけばな●参加料（月
額）／1,000円～3,000円●申込
み／3月18日（金）必着で、ハガキ・
ファクス・電話を、周南文化協会
●いずれも
●問合せ／
周南文化協
会☎0834-
22-8190

国税専門官募集
●対象／▼平成4年4月2日～平成
13年4月1日生まれの人▼平成13
年4月2日以降に生まれた、大学を
卒業した人（見込みや、人事院が同
等と認める人を含む）●申込み／
3月18日（金）9時～4月4日（月）に、

原則としてインターネット※詳しく
は、人事院ホームページを確認して
ください。●問合せ／広島国税局
☎082-221-9211、徳山税務署
☎0834-21-1010

世界のスタートアップ体験イベント
　アイデアをカタチにするための
方法論を学び、スタートアップをリ
アルに経験することができます。●
期日／4月8日(金)～10日(日) ●
場所／中特グループ本社（久米）●
問合せ／S

スタートアップ

tartup W
ウィークエンド

eekend 周
南吉本さん☎0834-25-0606

堆肥づくり講習会
●日時／4月2日（土）13時30分～
15時30分（13時15分にJR戸田
駅集合）※雨天の場合は中止しま
す。●場所／平川農園（戸田）●内
容／草堆肥・段ボール堆肥の作り方
など●定員／30人（申し込み順）
●参加料／無料●申込み／3月
26日（土）まで
に、周南なずな
の会平川さん
☎0834-63-
5244

徳山ユネスコ協会からのお知らせ
●書きそんじハガキ、未使用切手
はありませんか
　ユネスコ世界寺子屋運動として、
発展途上国の教育支援に役立てる
ため、書きそんじハガキや未使用
切手を集めています。
●英会話教室受講生募集
●期間／4月～令和5年3月の毎週
金曜日18時～20時●コースと定
員／▼初心者・初級…欠員があり
次第▼中級…若干名●場所／シ
ビック交流センター●参加料／▼
徳山ユネスコ協会会員年会費…

1,000円▼
受講料（月
額）…3,500
円▼教材費
…3,000円

程度●申込期限／3月18日（金）
●いずれも
●問合せ／徳山ユネスコ協会☎
0834-22-2299

県立大学公開授業受講生募集
　大学生が受けている授業科目の
一部を、広く地域の皆さんにも公開
しています。●期間／4月上旬頃～
7月下旬頃（授業ごとに異なる）※
応募多数の場合、期間内でも募集
を締め切ることがあります。●内
容／アジア外交史・中国文学・生命
と生活の質特論（各全15回）●参
加料／各5,000円※詳しくは、大
学ホームページを確認してくださ
い。●問合せ／県立大学地域共生
センター☎083-928-5622

踏切事故防止のために
　中国地方の踏切では、過去5年間
で28人が亡くなっています。次のこ
とに気を付けてください。●注意事
項／▼踏切の手前では必ず一時停
止する▼警報機が鳴り始めたら踏
切内に入らない▼踏切を越えた先
に自分の車のスペースがない場合、
踏切に進入しない▼転倒・他者と
の接触防止のため、歩きスマホをし
ない●問合せ／中国運輸局☎
082-228-8799、西日本旅客鉄
道☎083-972-7455、錦川鉄道
☎0827-72-2002

国民年金基金
　国民年金にゆとりをプラスでき
る、自分で入る公的な個人年金で
す。●特徴／終身年金が基本▼年
金額が確定▼掛金額が一定▼税制
上の優遇が得られる▼万一の場合
は家族に一時金が支給される※掛
金額は、性別・年齢によって異なり
ます。●対象／国民年金の第１号被
保険者（免除の人など
を除く）、国民年金の任
意加入者●問合せ／全
国国民年金基金山口支
部 0120-65-4192

◎ 掲示板への掲載記事を随時募集しています。掲載したい月の２カ月前の25日（土・
日曜日、祝日の場合はその前日）が締め切りです。

掲示板 各団体からの
お知らせ

How are you

Yes, I'm fine
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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】139,278人（前月比 －210人）

［男］67,689人（前月比 －114人）
［女］71,589人（前月比 －96人）
●出生79人 ●死亡217人
●転入218人 ●転出290人

【世帯】68,028世帯（前月比 －85世帯）

人のうごき（1月31日現在）

4件（令和4年の累計4件）
火災件数（1月の発生件数）

市政情報番組   周南市市政だより
【3月の放送】
周南工場夜景～ひかりのアートを見に行こう～
加盟する12都市で開催される全国工場夜景
サミット。今年度は本市でオンラインにより
開催され、その魅力が発信されました。あな
たも、工場夜景の魅力に触れてみませんか。
【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

電子版広報は
こちら

　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、登録してください。
問合せ　情報企画課☎0834-22-8236

Shunan Mail Service

しゅうなん

メールサービス

登録は
こちら

応募はこちら

広報しゅうなん 検索

プレゼントクイズ 31
2

　令和4年4月、徳山大学は周南
〇〇大学へ変わります。
①公立　②市立　③地域

応募方法　3月25日（金）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　③100

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
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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
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