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ここから、こころつながる。周南市広報

全国工場夜景サミットin周南の一環として、現代
美術家の大村雪乃さん監修のワークショップ「丸
シールで描こう！周南工場夜景」が、徳山駅前図書
館で３月１３日まで開催されました。たくさんの人
がシールを貼り、完成した作品は、4月24日（日）
までシビック交流センターで展示しています。

全国工場夜景サミットin周南の一環として、現代
美術家の大村雪乃さん監修のワークショップ「丸
シールで描こう！周南工場夜景」が、徳山駅前図書
館で３月１３日まで開催されました。たくさんの人
がシールを貼り、完成した作品は、4月24日（日）
までシビック交流センターで展示しています。
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区分 職種 採用予定人数 受験資格 1次試験の内容

大学卒業
程度

行政事務※ 7人程度
昭和62年4月2日以降に生まれた人
※学歴は問いません。

SPI3（基礎能力検査・性格
検査）・小論文

土木技術 4人程度 専門試験・性格検査・
小論文建築技術 1人程度

採用予定日　令和5年4月1日
1次試験日　5月15日（日）

試験会場　周南公立大学
申込受付期間　4月1日（金）～22日（金）

採用予定日　令和5年4月1日
1次試験日　7月10日（日）

試験会場　徳山保健センター　
申込受付期間　5月9日（月）～6月17日（金）

※大学卒業程度の行政事務について、先行日程と前期日程の併願はできません。

区分 職種 採用予定人数 受験資格 1次試験の内容

大学卒業程度 行政事務※ 5人程度 平成7年4月2日以降に生まれた人
※学歴は問いません。

教養試験・専門試験・
性格検査

資格免許 保健師 1人程度
平成4年4月2日以降に生まれた
人で、保健師資格を有する人（令和
5年3月末取得見込みを含む）

専門試験・性格検査・小論文

申込み　原則、市職員採用サイトの応募フォームで申請
※ 詳しくは、市ホームページ・市役所本庁舎・総合支所・支所で配布する募集
案内を確認してください。

いずれも

自治体DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進や、周南公立大学との連携強化など、多様化する行政課
題やニーズに迅速に対応するため、4月1日から改編します。

令和3年3月策定の周南市スマートシティ構想
をさらに推進します。

令和4年4月に開学した周南公立大学との連
携を強化します。

周南コンビナートの脱炭素化に向けた取り組
みを推進します。

問合せ　人事課☎0834-22-8253

前期日程

先行日程

市職員募集
令和4年度は、特別な試験対策が不要なSPI3試験については、

前期日程とは別に、先行日程で実施します。

スマートシティ推進課
（旧:情報企画課）

新
設
組
織

企画課公立大学連携室
（旧:企画課公立大学推進室）

商工振興課コンビナート脱炭素推進室
（旧:商工振興課新産業推進室）

New!New!

市組織機構
の一部改編

問合せ　人事課
☎0834-22-8253



●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

●ワクチン接種について、詳しくは

▲

周南市　新型コロナワクチン接種特設サイト
▼

実施歯科医療機関は市ホームページから

年に1度は歯科健診!年に1度は歯科健診!

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19～39歳になる人
●妊婦（年齢制限無し、妊娠中のみ）

今年度内に40・50・60・70
歳になる人

検診期間 4月1日～令和5年3月31日 6月1日～令和5年2月28日
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
（妊婦のみ…母子健康手帳・受診票）受診券、健康保険証

受診方法 直接市内の歯科医院に予約して受診

※治療は自己負担です。念のため健康保険証を持って行ってください。
※受診券は5月下旬に送付します。届かない場合は、問い合わせてください。

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

◆12歳以上で、接種していない人
　希望者は、指定の医療機関での接種が可能です。詳しく
は、市ワクチン接種予約センターに問い合わせてください。
◆5～11歳の接種について
　新たな接種会場や日時については、決まり次第、市
ホームページなどで周知します。

1・2回目接種について1・2回目接種について

4月18日は「よい歯の日」

周南市　おとなの歯科検診

※3月16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。

　新型コロナワクチン接種の前後2週間は、他の予防接
種を受けることができません。新型コロナワクチンを接
種する時は、接種間隔に注意してください。

●令和3年10月末までに2回目を接種した人
※接種券が手元に届いてから、市ワクチン予約センター
で予約してください。
※3回目接種は、2回目接種日から6カ月以上経過すれ
ば接種できます。
※2回目接種後に転入し、3回目の接種を希望する人に
は、接種券を発送します。市ワクチン相
談センターに連絡してください。

●接種証明書(電子版)は更新が必要です
接種証明書発行後に2回目もしくは3回目の接種を
行った場合は、再度、新型コロナワクチン接種証明書ア
プリで接種証明書の発行を行ってください。過去に発行
した接種証明書の内容が自動で更新されることはあり
ません。なお、最新の接種記録を反映した証明書の発行
には接種後数日から数週間かかる場合があります。

4月に接種券が届く人

問合せ

受け付けは、土・日曜日、祝日も行っています

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

新型コロナ
ウイルス

よい歯の日は、日本歯科医師会が80歳になっ
ても20本以上の歯を保とうと始めた8

はちまるにいまる

020運
動の一環で制定されました。
良い歯を保つためには、かかりつけの歯科医

院に定期通院することが大切です。歯が20本以
上ある人に比べ、歯がほとんどない人は認知症
リスクが1.85倍、歯が19本以下の人は転倒リ
スクが2.5倍になるというデータがあります。入
れ歯を使用することでこれらのリスクを軽減で
きますので、入れ歯が必要な人は使用し、定期
的な歯科健診で自分の歯を大切にしましょう。

受診者特典として、好評につき
今年度も受診時に

歯ブラシをプレゼント！
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問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

　平成25年度から定期接種となりました
が、接種後にワクチンとの因果関係を否定
できない副反応が報告され、積極的な接種
の勧奨が差し控えられていました。その後、
接種による有効性が副反応のリスクを上回
ることが認められたため、積極的勧奨を再
開します。
 対象 　小学6年生～高校1年生相当年齢
の女子
※中学生以上の対象者で3回接種が完了し
ていない人には、3月末に通知しています。
※市内の小学校に通学する人には、学校を
通じて通知します。
※市外の学校に通学する人には、個別に郵
送予定です。

予防接種予防接種ののお知らせお知らせ

　気管支炎や肺炎などの重い合併症を起こすことがあ
り、特に高齢者の重篤化が問題になっています。接種期
間中にかかりつけの医療機関で受けてください。

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種の
受診券（はがき）の送付

 対象 　次のいずれかに該当する、過去に肺炎球菌感染
症予防接種をしていない、接種を希望する人
●令和4年度中に次の年齢になる人
　65歳…昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれ
　70歳…昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ
　75歳…昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれ
　80歳…昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれ
　85歳…昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれ
　90歳…昭和7年4月2日～昭和8年4月1日生まれ
　95歳…昭和2年4月2日～昭和3年4月1日生まれ
100歳…大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれ
●60歳以上で次のいずれかに該当する人
▼心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能や、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者手
帳1級の交付を受けている
▼これらの機能に身体障害者手帳1級程度の障害が
あると医師が認めている

周南市　肺炎球菌ワクチン

 接種期間 　4月1日～令和5年3月31日
 自己負担額 　2,850円（生活保護法による被保護世
帯の人は、受給証を提示すれば無料）
 接種回数 　1回（公費での接種は生涯1度、対象年度
のみ）
 持ち物 　受診券（はがき）
※紛失した場合、健康づくり推進課で再発行します。
※予診票は、実施医療機関に設置しています。
 実施場所 　市のホームページで
確認してください。

子宮頸
けい

がん（HPV）ワクチンの
積極的勧奨再開

対象の人に、クーポン券を送付しています。
 対象 　昭和37年4月2日～昭和54年4
月1日に生まれた、これまで抗体検査を受
けていない男性
 クーポン券の有効期限 　令和5年3月31日
 費用 　無料

風しんの抗体検査と
第5期定期接種の期限延長

周南市　風しんの抗体検査

新型コロナワクチン接種の前後2週間は、他の予防接種を受けることができません。新型コロナワクチン接種の前後2週間は、他の予防接種を受けることができません。
新型コロナワクチンを接種する時は、接種間隔に注意してください。新型コロナワクチンを接種する時は、接種間隔に注意してください。注意

厚生労働省　HPVワクチン

リーフレットはこちらから ▼
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　市は、法律に基づき、総合的に農業振興を図る必要がある地域を農用地区域に
指定し、その地域の農業振興に必要な施策を推進するための計画を定めています。
　現在の計画は見直す時期を迎えているため、農業生産などの現況や将来の見
通しについて基礎調査を行い、令和5年3月末までに計画の全体見直しを実施し
ます。

問合せ　農林課☎0834-22-8356

農業振興地域整備計画の全体見直しを実施

周南市での地域活動を
応援する補助金制度

問合せ　次世代政策課☎0834-22-8827

子育てしやすいまちづくり 結婚したい人たちの
素敵な出会いの場づくり

子育て支援活動補助金

上限5万円（補助率1/2）
対象　市内に活動拠点がある団体が、子育て中の家族や地域住
民などを対象に行う講習会、研修会など

パパ・ママサークル、子育て支援グループ・サロン運営、絵本の読
み聞かせ会、親子の交流・居場所作りに関する継続的な活動、親
子の防災講座、子育て支援者向け研修会など

対象となる活動の例

講演会中の託児謝金、会場使用料、床マットや囲いクッションな
どの購入費、パンフレット・チラシの印刷代など

補助金の交付例

婚活イベント開催事業補助金

上限10万円（補助率1/2）
対象　市内で結婚を望む20歳以上の人
を対象にして開催される、出会いを創出す
る婚活イベント（事業所間交流を含む）

交付したイベント例

駅前図書館での
カップリングパー
ティーや周南夜景
婚活クルーズなど

令和2年2月に実施したアンケート
調査や農林業センサスなどの統計資料
により、基礎調査（地域概況・営農状
況・土地利用の現況確認など）を実施

令
和
３
年
度

基礎調査の結果を踏まえ、地域ごとに、今後の土地利用の
見通し確認および計画の見直しを実施
※令和4年度中は、見直し作業のため、農用地区域からの除外・
用途変更などの、随時の申し出の受け付けを一時中断します。

令
和
４
年
度
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施設名称 指定管理者 期間 問合せ
鹿野高齢者生産活動センター 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 5年

高齢者支援課
☎0834-22-8461

新南陽総合福祉センター
（新南陽デイサービスセンター） 社会福祉法人 新南陽福祉の会 5年

西部老人憩の家 西部老人憩の家運営委員会 5年
久米老人憩の家 久米老人憩の家運営委員会 5年
軽費老人ホームきずな苑 社会福祉法人 周南市社会福祉事業団 3年
須金老人デイサービスセンター 社会福祉法人 周南市社会福祉事業団 1年
大津島老人デイサービスセンター 社会福祉法人 周南市社会福祉事業団 1年
老人休養ホーム嶽山荘 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 1年
新南陽老人福祉センター 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 1年
石船温泉憩の家 株式会社 かの高原開発 1年
富田東地区コミュニティセンター 富田東地区コミュニティ推進協議会 5年

新南陽総合支所
地域政策課
☎0834-61-4215

地域交流センター 地域交流センター管理運営協議会 5年
福川地区コミュニティセンター 福川会館管理運営協議会 5年
福川南地区コミュニティセンター みなみ会館管理運営協議会 5年
新南陽市民病院 公益財団法人 周南市医療公社 5年

病院管理室☎0834-61-3092
介護老人保健施設　ゆめ風車 公益財団法人 周南市医療公社 5年
徳山社会福祉センター 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 5年 地域福祉課

☎0834-22-8465新南陽総合福祉センター
（新南陽デイサービスセンターを除く） 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 5年

大潮田舎の店 大潮地区活性化推進協議会 5年
農林課☎0834-22-8369

金峰杣
そま

の里交流館 金峰地域づくり協議会 5年
市営住宅 一般社団法人 周南公営住宅管理協会 5年 住宅課☎0834-22-8282
東善寺やすらぎの里 株式会社 樹 6年 観光交流課☎0834-22-8372
新南陽駅前広場駐車場 新南陽商工会議所 5年 道路課☎0834-22-8274
大田原自然の家 公益財団法人 周南市ふるさと振興財団 1年 生涯学習課☎0834-22-8697

指定管理者が決定しました指定管理者が決定しました

問合せ　財政課行財政改革推進室☎0834-22-8204

　防災ラジオは、災害時・緊急時に市の
緊急放送で自動的に電源が入り、最大音
量で情報が流れるラジオです。Jアラート
による国からの緊急情報、市からの避難
情報や防災情報を主に放送します。

対象　市内に在住する人・市内事業所・自治会など
※各世帯・事業所・団体につき1台の配布となります。
購入代金　2,000円（自己負担額）
受付窓口　防災危機管理課、総合支所地域政策課、支所
送付先・問合せ　〒745-8655 岐山通1-1 防災危機管理課
　☎0834-22-8208・ bousaikiki@city.shunan.lg.jp

申し込みから1週間以内に通知書が届く

※在庫がなくなった場合は、配布まで数カ月かかることがあります。

窓口・市ホームページで配布する申込書を、
下記窓口・郵送・Ｅメールで提出1

2
通知書が届いた後、窓口で購入代金と防災ラジオを引き換え3

4月1日から、次の施設を管理する4月1日から、次の施設を管理する
指定管理者が決まりました指定管理者が決まりました

申し込みの流れ
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手話言語条例を制定する自治体が、
県内でも増えています。手話がろう者にとって最も
大切な言語であるとの理解が広がり、手話への関心
も高まっています。あいさつなどの身近な手話を
きっかけに、ろう者とつながり、互いに安心して暮ら
すことができる地域を作っていきましょう。

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

両手を開いて、胸の正面で何回か交互に上下させま
す。楽しそうで、うれしそうな表情で表現すると、相
手に気持ちがより伝わります。

「楽しい・うれしい」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

　　

　家庭ごみ搬入受付センター
では、市内から排出された家庭

ごみ（定期収集では出せない粗大ごみ・引っ越しご
み・大掃除の多量ごみなど）を受け入れています。
　センター利用時には、市のごみ出しルールに適合
していないごみは受け入れができません。分別をき
ちんと行い、利用してください。
　また、引っ越しシーズン中は大変混雑します。時間
に余裕を持って来場してください。詳しくは、市ホー
ムページ・ごみの分別アプリを確認してください。

●少量のごみは定期収集へ
　定期収集で一度に出せるごみは、3袋までです。
少量のごみは、なるべく定期収集を行っているごみ
ステーションに出してください。

問合せ　リサイクル推進課☎0834-61-0335

　リサイク
ル

通信

R

ec
ycl

ing News

ルル 家庭ごみの自己搬入

電話勧誘、訪問販売　新生活も狙われる!
「安くなる」・「料金見直し」の言葉に要注意

　　　　　　　　電力会社を名乗る電話があり「料金プラ
ンを見直すと安くなる」と勧誘され、承諾した。料金プラン
変更だけのはずが、届いた契約書の業者名は契約中の電
力会社ではなかった。料金は言われたほど安くならない。

　　　　　　　　勧誘してきた会社の連絡先、勧められ
た契約条件はしっかり確認して、契約のメリット・デメリット
を理解した上で慎重に判断しましょう。疑問に思ったとき
には家族に相談したり、自宅が集合住宅であれば建物の
管理会社に問い合わせたりすることも大切です。検針票の
顧客番号、供給地点特定番号などの個人情報を聞かれて
もすぐ教えないように気を付けましょう。
　事業者から電話や訪問販売で勧誘を
受け、契約を了承してもクーリング・オ
フなどができる場合があります。消費生
活センターに相談してください。

相談内容

アドバイス

問合せ　市消費生活センター☎0834-22-8321

周南市　家庭ごみ　自己搬入

私 は以前ガールスカウトの子どもたちと樹木の
調査をしたことがあります。植物が光合成に

よって二酸化炭素を吸収するのは有名な話ですね。
　杉の木1本は1年間で約14キログラム※の二酸化
炭素を吸収すると言われています。同じく1年間で人
間1人が呼吸により排出する二酸化炭素に換算する
と約23本分、自家用車1台当たりだと約160本分と
いう試算があります。
　樹木を増やす活動やソーラーパネルやエコカー、
LED照明、エコ家電などを選択し温室効果ガスの排
出量を減らすこと、自動車ではなくちょっとの移動は
徒歩にしてみる、ゴミを出さないエコクッキングを子
どもたちとやってみるなど、こうした1人ひとりの意
識と行動が未来の地球環境に大事なのです。

※50年生スギの人工林面積1ヘクタールあたりの炭素貯蔵量をもとに算出した値

市温暖化対策地域協議会会員
周南地域子育て支援ネットワーク
虹色ねっと╱環境パートナー

國廣 真由美



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

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

■歯科休日在宅当番医（診療時間…9時～13時）
※ 歯科診療は、４月から在宅当番医制になりました。

■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。

  4月 当番医 電話番号
3日（日）かねおか歯科クリニック(千代田町) 0834-22-0300
10日（日）さいとう歯科医院(下上上野)   0834-63-7773
17日（日）伊東歯科医院(桜木) 0834-28-3802
24日（日）おもかわ歯科医院(古川町) 0834-63-1772
29日（祝）なかたまり歯科医院(福川南町) 0834-61-2111

  4月 当番医 電話番号
3日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
10日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020
17日（日）小川クリニック(勝間原) 0833-91-5777
24日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100
29日（祝）松永医院（夢ヶ丘） 0833-91-3006

 5月 当番医 電話番号
1日（日）クラタ歯科(代々木通) 0834-22-1785

 5月 当番医 電話番号
1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

広報しゅうなん  2022.48

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
5月 16日（月）10：00～11：00 学び・交流プラザ
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

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。

１歳児かみかみセミナー
対象　おおむね生後9カ月～１歳６カ月児の保護者
日時　5月11日（水）10時～11時
内容　▼よくかんで食べること▼おやつの与え方
▼虫歯予防について
申込み　5月2日（月）までに、あんし
ん子育て室

パパニティ講座
対象　市内在住で、これからパパ・ママになる人
※パパ・ママのみの参加も可能です。
日時　５月21日（土）10時～11時30分
定員　40組
内容　▼妊娠中＆産後ママの心と体の変化▼沐

もく

浴
よく

動
画▼先輩パパの子育て体験談（動画）など
場所　自宅または徳山保健センター（条件あり）
持ち物　資料（市ホームページからダウンロード）
申込み　５月１日（日）～18日（水）
までに、市ホームページ

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

日時 場所
5月 12日（木）12：50～13：20 ゆめプラザ熊毛

19日（木）12：40～13：30 学び・交流プラザ
26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

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀



問合せ　シティプロモーション課☎0834-22-8238

問合せ　広報戦略課☎0834-22-8232
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市公式n
ノート
ote「ここからこころつながる周南市公式note」

　「FAN(ファン)にFUN(楽しい)をお届
け」をモットーに、シティプロモーションや
観光、イベントに限定した楽しい情報を
LINEで通知します。右の二次元バーコード
から、友だち登録が可能です。

　文章・写真・イラスト・音楽・映像など、�
さまざまな作品を投稿できるＳＮＳ「note」
で、周南市の“リアルな暮らし”を届けるた
め、市内で起きているさまざまな出来事に
ついて、市の担当者や市民ライターが実際
に体験したこと・感じたことなどを分かりや
すく、臨場感たっぷりで伝えています。

もしくはLINEアプリ内で
周南市

もしくは
周南市　公式note

TwitterInstagram

Youtube Facebook メールマガジン

市広報はここでも読めます！ 自治会などを通じて配布している市広報は、
インターネット上でも読むことができます。

※マイ広報紙は、一般社団法人オープン・コーポ
レーツ・ジャパンが本市の広報紙のデータを収集
し、無料配信するサービスです。本市は情報を無
償提供していますが、サイトの運営に関しては一
切関与していません。サイトの利用
規約に同意の上利用してください。

⃝紙の広報はリサイクルに出した
⃝好きな時に読みたい
⃝昔の広報を調べたい

広報しゅうなん

その他のSNSでも周南市の情報発信中です！
気軽にフォローしてください♪市民ライターって？

　周南市ファンクラブのコアファンとし
て、市ゆかりのヒト・モノ・コトを取材し、市
民目線で情報発信を行う人です。令和3年
度に任命された市民ライター12人の記事
は、シティプロモーションスペシャルサイト
や、noteで読むことができます。

▲藤井市長から、市民ライター代表として
任命を受ける塩田紗希さん

こんなときに！

市ホームページ 民間サービス「マイ広報紙」
平成15年（2003年）に発行し

た1号から最新号までを掲載して
います。パソコン・スマートフォン・
タブレット端末など、さまざまな
端末で市広報を見ることができ
ます。

広報紙を記事ごとにデータ化し、無料配信す
るサイトです。スマートフォンやパソコンで、手軽
に広報しゅうなんを見ることができます。

⃝カテゴリーごとの閲覧ができる
⃝記事の検索ができる
⃝気になった記事をSNSなどでシェアできる

ここが便利！

マイ広報紙

スマートフォンでは、「新着
情報」横の＋を押すと最
新の市広報を読めます。



「毎年１年生のつもりで、謙虚な気持ちを持って農業に向
き合っています」と語るのは、周南市新規就農パッケージを
利用して農業を始めた宮﨑孝明さん・美由紀さん夫妻です。
宮﨑さん夫妻は、三丘地区でイチゴやブロッコリーの生産な
どを行っています。
２人とも、新規就農の勉強や実地研修が初めての農業経
験でした。「東京で仕事をしているとき、農業をやってみたい
と思い、県内に母の実家があったことから、周南市にやって
来ました」と孝明さん。美由紀さんは、「市内で飲食関係の仕
事をしているうち、お客様が安心して食べられるものを作り
たいという思いを持つようになりました」と、農業を始めた
きっかけを話します。
宮﨑さんは、ハウス内の環境を最適に保つ統合環境制御

システムを導入した、スマート農業でイチゴ栽培を行ってい
ます。「イチゴは生き物ですから、理屈だけで考えても、うまく
いきません。客観的なデータと、現場でイチゴを見た主観を
すり合わせながら栽培しています」システムに任せきりでは
なく、現場で作物と向き合っていることを感じました。
「まだまだ経験を蓄積している段階ですから、まず農業経
営を安定させることをめざしています。その次は、地域のた
めに何かできればと
考えています」
一歩ずつ着実に進

む宮﨑さん夫妻の、さ
わやかな笑顔が印象
的でした。

統合環境制御システムのセンサーを確認する宮﨑さん

ART GUIDE
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／６月５日（日）まで

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

すまいる
周南市で

活躍してい
る人を

紹介します

経験とデータを生かした農業を

宮
みや

﨑
ざき

　孝
たか

明
あき

さん、美
み

由
ゆ

紀
き

さん

新規就農者

園内の樹木の伐
採作業が行われ
たこの日、1日で
は食べきれない
ほどのカシの木
がゾウたちの元
に届きました。
食べるだけでな
く、枝を足で折っ

たり、鼻でしっかりつかんで振り回し
たりと、2頭は小さな子どものように
大はしゃぎの一日でした。

問合せ
徳山動物園☎0834-22-8640

⃝しゅうなんアート・ナウ2022
⃝コレクション展「山口の風を感じて」
⃝林忠彦記念室「時代を撮るⅠ『カストリ時代』より」
⃝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」
　「徳山毛利家の端午飾り」

常設展示

美術博物館☎0834-22-8880

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

▼期間／４月23日（土）〜6月19日（日）

▼期間／6月30日（木）まで

▼期間／７月18日（祝）まで

▼期間／４月９日（土）〜１７日（日）　▼観覧料／無料 ▶
オ
ス
の「
ミ
リ
ン
ダ
」

「芽生える(種に祈るⅡ)」�
2021年�
第59回日本現代工芸美
術展�現代工芸賞

▼期間／４月26日（火）〜５月31日（火）
▼期間／４月24日（日）まで

広報しゅうなん  2022.410
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４月１日、周南公立大学が開学します。
この日、学園台のキャンパスは祝賀に

染まり、若者の笑顔と歓声に包まれる一日になることで
しょう。

　日本では、1877年に東京大学が設置された後、1896
年の京都大学までの20年間、大学の新設はありませんで
した。だから明治の小説やドラマでは、学生といえば東大
生が登場するわけです。もっとも当時の学生は、市井の尊
敬を集めるに十分な品性と自律心を備えていたようです。

　20世紀に入ると各
地に大学が創立され
ました。大学の近くに
は学生のまちができ、

学生と住民の「素敵な関係」も生まれ
てきました。
「仕送りが来るまでいいよ」
粋なご飯屋さんがあったり、学割が
至る所で通用したり、「学生さん」と「さん」づけするなど、
おおらかで優しい風土が育ちました。

　この度、私たちは周南公立大学に多くの若者を迎え
ます。まちは「学生さん」を愛情深く包み、「学生さん」は
まちを刺激し一緒に汗も流す、そうした「豊かな関係」を
築きたいものです。

　入学されるみなさん、私たちの大学にようこそ。これか
ら始まる学生生活が、生涯の記憶に残る愛おしい日々と
なりますように願っています。

学生さんのいるまち 周南市長　藤 井  律 子

de

• フ
ォト de 周南 •

Photo 　shuna n

2/24
[木]

2/16
[水]

トクヤマから市内小・中学校へ御影
文庫図書が寄贈されました。昭和
53年から始まったこの寄贈は、今回
が45回目になります。

御影文庫図書の寄贈
周南市役所

和田小学校児童の記念植樹
島地川ダム湖

市消防本部制服エンブレムの新デザイン完成
周南市役所

新しいエンブレム

和田小学校の小学６年生２人が、５
年生とともにダム湖畔に卒業記念
植樹を行いました。

新南陽高校の生徒を中心に、デイキャンプを通して鹿野地域の魅力
を小学生に体験してもらうイベントが実施されました。

かの○
ま る

○
ま る

フェスタ
せせらぎ・豊鹿里パーク

2/28
[月]

3/13
[日]

市長コラム

市内小学生が応募した６７６作品から選ばれた最優秀作品を、徳山
工業高等専門学校が完成させ、新デザインが披露されました。

※挿絵は周南公立大学新校舎のイメージです。今後、変更となる場合があります。



しゅうなん ぶらり旅

し うゅ
ん
な

広報しゅうなん  2022.412

エネルギー335kcal　たんぱく質15.2ｇ
脂質5.5ｇ　カルシウム79ｍｇ　食塩相当量0.9ｇ

1人分当たりの
栄養価

エネルギー253kcal　たんぱく質11.3ｇ
脂質18.0ｇ　カルシウム279ｍｇ　食塩相当量1.1ｇ

1人分当たりの
栄養価

春キャベツのロールおにぎり
春キャベツを使った２品を紹介します。

地元産の食材を使っておいしく料理

春キャベツの
ミルクスープ

市食生活改善推進協議会 考案

しゅうなん食育
レシピ動画

詳しく動画で解説！！

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

材料（2人分）
キャベツ�…………… 2枚
塩こんぶ�…………… 5ｇ
生ハム�……………… 6枚
白ゴマ�……………… 5ｇ
ごはん�…………… 280ｇ
ごま油�………… 小さじ１

材料（2人分）
キャベツ�………… 160ｇ
ベーコン�……………30ｇ
タマネギ�………… 100ｇ
ニンジン�……………50ｇ
絹サヤ�………………10ｇ
　　小麦粉� …… 大さじ１
A

　牛乳� ……… 2カップ
バター�………………10ｇ

※�せん切りにしたしその葉や
　たくあんをトッピングしてもよい。

作り方
①�　キャベツはゆでて、水気をきる。縦半分に切り、
芯を取っておく。
②�　ごはんに塩こんぶ、ゴマ、ごま油を加えてよく
混ぜ４等分にする。
③�　ラップにごはんの1/4を取り、三角むすびを作
る。同様に４個作る。
④�　生ハムを巻き、その上からキャベツを巻き付
け、三角の頭が見えるようにする。

作り方
①�　キャベツは芯と外葉を付けたまま、くし型に
切る。
②�　鍋にベーコン、タマネギ、ニンジンを入れ、焼き
つける。キャベツを加え、水1/2カップ（分量外）
を加え、ふたをして火にかける。鍋ぶたから蒸気
が出てきたら弱火にして１５分蒸し煮する。
③�　混ぜ合わせたAを入れ、とろみがついてきた
らバターを入れ、塩・こしょうで味を調える。
④�　仕上げに絹サヤを入れる。

｛ ｛

～周南を楽しむ旬のおすすめコースをご紹介～

ぜひ作って
みてください!

春キャベツは甘みがあり、
柔らかいため
芯までまるごと
食べてみてください

↑
車
で
約
２
分・徒
歩
で
約
５
分

↑
車
で
約
6
分・徒
歩
で
約
25
分

国内最大級のゾウ舎などがある
園内には約60本のソメイヨシノ
があり、満開の桜とともに元気
いっぱいな動物たちを観察でき
ます。

②徳山動物園
徳山小学校前から美術博物館
前をつなぐ約650メートルの桜
並木では、約100本のソメイヨシ
ノが桜のトンネルを作り出しま
す。

①緑と文化のプロムナード ③東川緑地公園
東川沿いにずらりと並ぶ約100
本のソメイヨシノは、3月下旬〜
4月上旬に見頃を迎え、夜には
ぼんぼりの優しい光に灯された
幻想的な夜桜を観賞できます。

vol.1
「桜めぐりコース」

コースの詳しい内容は
市ホームページをチェック！

問合せ　観光交流課☎0834-22-8372



2022.4  広報しゅうなん 13

届け出が必要な場合　▼下水道の使
用開始・休止・廃止▼転入・転出・出生・
死亡・施設入所などによる人数変更▼
相続などによる名義変更▼井戸水の
使用中止▼新たな水道水以外の使用
▼水道水以外の配管などの新設・改
造・廃止
問合せ　上下水道局料金センター☎
0834-22-8617

使用料徴収事務などの委託
令和４年度に使用料の徴収事務な

どを委託する団体などを、４月１日か
ら公表します。
場所　市役所情報閲覧コーナー、総合
支所、市ホームページ
問合せ　法務コンプライアンス課☎
0834-22-8381

令和5年以降の成人式
●名称が変わります
４月から成年年齢が18歳に引き下
げられました。今後も20歳を対象として
式を開催するため、次の名称とします。
名称　周南市二十歳（はたち）の記念
式典
●令和５年周南市二十歳の記念式典
対象　平成14年４月２日～平成15年
４月１日に生まれた人
期日　令和５年１月８日（日）
※詳しくは８月中にお知らせします。
場所　文化会館
問合せ　生涯学習課☎0834-22-
8697

競争入札などの参加資格
審査申請追加受け付け　
　令和４・５年度に市が行う業務委託
（測量・建設コンサルタントなどを除
く）と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の、
参加資格審査申請の追加受け付けを
行います。
※認定を受けている人は申請の必要
はありません。
申込期間　５月２日（月）～25日（水）
※詳しくは、市ホームページを確認して
ください。
問合せ　契約監理課☎0834-22-
8234

地積・価格▼家屋…所在・家屋番号・種
類・構造・床面積・建築年次・価格（非課
税や免税点未満のものは除く）
持ち物　本人確認書類、委任状（代理
人の場合）
問合せ　課税課▼土地について…☎
0834-22-8275▼家屋について…
☎0834-22-8269

永源山公園つつじ祭りの中止
5月3日（祝）に開催予定でしたが、

新型コロナウイルス感染拡大状況を考
慮し、中止します。
問合せ　公園花とみどり課☎0834-
22-8402

ジャンボタニシ防除薬剤の
購入費補助
対象　水稲を作付けし、共同でジャン
ボタニシ防除対策を行う団体
補助額　ジャンボタニシ防除薬剤（ス
クミンベイト3など）購入費の3分の1
以内
※予算の範囲内で補助します。
申込み　申請書・事業実施計画書・位
置図・見積書などを、窓口・郵送で、〒
745-8655岐山通1-1農林課☎
0834-22-8356

上下水道局からのお知らせ
●転居するときは連絡してください
転居・名義変更・マンションなどの

共用戸数の変更の際は、水道料金や下
水道使用料の手続きがありますので、
お客様番号・住所・氏名・転居日・転居
先を連絡してください。
●井戸水などの届け出
水道水以外での下水道使用につい

て、以下の場合は届け出が必要です。

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
4月献血日程
新型コロナウイルス感染拡大により、

県内では血液の安定的な確保が難し
い状況が続いています。献血会場は徹
底した感染予防策を取っており、安全な
会場の運営に取り組んでいます。安定し
た血液量の確保に協力してください。
日時　4月20日（水）9時30分～12時、
13時15分～16時
場所　徳山税務署
※400ミリリットル献血限定です。
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

固定資産縦覧帳簿の縦覧
自己の資産と他の資産を比較でき

ます。なお、固定資産課税明細書（土
地・家屋）は、納税通知書と一緒に発送
します。
対象　１月１日現在、市内に土地・家
屋を所有する固定資産税納税義務者
期限　５月31日（火）８時30分～17
時15分（土・日曜日、祝日を除く）
場所　課税課、総合支所（各管内分のみ）
縦覧事項　▼土地…所在・地番・地目・

最新情報は
こちらから▶

2022.04
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定員　各6人（受け付け順）
※予約が必要です。
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

こころの相談会
対象　生きづらさを感じるなど、ここ
ろの悩みを抱えている人とその家族
内容　臨床心理士による個別相談　
※1人1回までの予約制です。（精神
科・心療内科に通院中の人を除く）
日時　4月19日（火）13時～15時
場所　徳山保健センター
申込み　4月18日（月）までに、健康づ
くり推進課☎0834-22-8553

けんしん結果相談会
健診は受けた後が大切です。5年後、

10年後に自分がやりたいことができ、
充実した毎日を送るために、健診結果

周南市労働団体等福祉活動補助金
労働団体などが実施する福祉活動や

公益的活動を支援します。
対象団体　２以上の労働組合（主たる
事務所を周南市に置く労働組合に限
る）で組織された団体、市内の商工会
議所または商工会
対象事業　市内事業所に勤務する労
働者の福祉向上のために行う、対象団
体が市内で主催する次の福祉活動や
公益的活動▼労働者研修事業…労働
者の技能や資格習得目的の研修、職場
環境改善目的の学習など▼労働者交
流事業…労働者の人的ネットワーク構
築を目的とした親睦会・婚活イベント・
スポーツ大会・健康増進事業・ボラン
ティア活動・名刺交換会など
対象経費　対象事業の準備および開
催経費（飲食に係る経費を除く）
補助金額　対象経費の2分の１以内
（上限10万円）

※補助金は、予算の範囲内での交付と
なります。
申込み　７月31日（日）までに、窓口・
郵送（当日消印有効）で、〒745-
8655岐山通１-１商工振興課☎
0834-22-8373

相　談
あたまの健康相談
認知機能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　▼4月22日（金）…新南
陽ふれあいセンター▼25日（月）…市
役所共用会議室

●事業所等設置奨励補助金
企業の新規立地・新規設備投資な

どを支援します。
対象　製造業・物流業（製造業と密
接に関連する事業のみ）・重点立地
促進事業（製造業の研究開発や、水
素・医療・環境エネルギー・バイオ・
ヘルスケア関連）
主な内容　▼大企業…5億円（重点
立地促進事業は1億円）以上の設備
投資を行った場合に、設備投資に係
る固定資産税相当額の2分の1
（5,000平方メートル以上の土地取
得を伴う場合は60%）を、2年間補
助▼中小企業者…2,000万円以上
の設備投資を行った場合に、固定資
産相当額の全額を3年間補助。
　従業員が増加する場合、人数に応
じ追加で補助

●本社機能移転等促進補助金
本社機能拡充などに伴う従業員

増・設備投資などを支援します。
対象　本社機能の拡充などを行う
事業所
主な内容　▼大企業…▽10人以上
従業員が増加した場合に、増加人数
に応じて補助▽新たな設備投資をし
た場合、設備投資に係る固定資産税
相当額の2分の1を2年間補助▼中
小企業者…▽5人以上従業員が増加
した場合に、増加人数に応じて補助
▽新たな設備投資をした場合、固定
資産相当額の全額を3年間補助
● まちなかオフィス立地促進事業補
助金
JR徳山駅周辺の賃貸借物件に 

オフィスを新規開設する際の賃借料
などを支援します。

●市保証付制度融資保証料の補給
市保証付制度融資を利用した場

合、信用保証協会へ支払う保証料を
市が負担します。
● 中小企業退職金共済掛金補助金
中小企業退職金共済制度または

特定退職金共済制度に新規加入し
た従業員の掛け金を納付している中
小企業の事業主に対し、掛け金の一
部を補助します。

● テナントミックス推進事業費補助金
中心商店街に新規出店する際の、

店舗の改装費などを支援します。

お知らせ

中小企業者・大企業を対象とした支援制度

詳しくは市ホームページから
周南市　企業誘致問合せ　商工振興課企業立地推進室☎0834-22-8223

問合せ　中心市街地活性化推進課
☎0834-22-8438

問合せ　商工振興課☎0834-
22-8373
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について保健師・管理栄養士・歯科衛
生士が相談に応じます。
対象　市内に在住する40歳以上の人
日時と場所　▼5月10日（火）９時～
12時、13時30分～16時15分…徳山
保健センター▼25日（水）９時30分～
12時…熊毛総合支所▼30日（月）９
時～12時、13時30分～16時15分…
徳山保健センター
※都合が合わない人は、別の日でも予
約を受け付けます。

※たばこ、歯の健康相談も受け付けます。
持ち物　健康診査受診結果
申込期限　各相談日の１週間前まで
問合せ　健康づくり推進課☎0834-
22-8553、熊毛総合支所市民福祉課
☎0833-92-0013、コアプラザかの
☎0834-68-2302

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　4月9日（土）・23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

事業者向け無料出張相談会
対象　個人事業主・中小企業者・創業
予定の人
内容　売り上げ拡大・創業・事業承継
など、経営に関する相談
日時　4月20日（水）9時30分、11時、 
13時30分、 15時
※予約が必要です。
場所　市役所共用会議室

申込み　相談内容・時間を、電話・E
メールで、県よろず支援拠点☎083-
902-5959・ info@y-yorozu.jp、
県事業承継・引継ぎ支援センター☎
083-902-6977・ hikitsugi@
yipf.or.jp
問合せ　商工振興課☎0834-22-
8373

募　集
自衛官の採用試験
●幹部候補生（一般・歯科・薬剤科）
対象　▼一般▽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。
●一般曹候補生
対象　18歳以上33歳未満の人
●いずれも
※試験日・申し込み受付期間など、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

催　し
しゅうなんアート・ナウ2022
市内を中心に広く活躍している作

家の新作を、平面・立体・書・写真の4
部門で展示します。
日時　４月９日（土）～17日（日）9時
30分～１７時（入場は16時30分ま
で、11日（月）は休館）
場所　美術博物館
観覧料　無料
問合せ　文化スポーツ課☎0834-
22-8622、美術博物館☎0834-22-
8880

相　談

●無料法律相談　弁護士や司法書士への、日常の法律に関わる相談
日時 場所 申込み 問合せ
4月20日（水）9時～12時 市役所共用会議室 4月12日（火）8時30分～ A

●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
4月  1日（金）9時30分～11時30分 戸田市民センター

B

11日（月）9時～12時 コアプラザかの
12日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛
13日（水）13時～15時 市役所共用会議室　
26日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター
27日（水）9時30分～11時30分 櫛浜市民センター
28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
4月11日（月）9時～12時 コアプラザかの C
12日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛 D
13日（水）9時～12時 人権推進課 E
21日（木）9時～12時 新南陽総合福祉センター F
26日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター D

A生活安全課市民相談センター☎0834-22-8320　B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　C鹿野総合支所地域政策課☎0834-68-2331　D熊毛総
合支所地域政策課☎0833-92-0008　E人権推進課☎0834-22-
8456　F新南陽総合支所地域政策課☎0834-61-4215
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発達障害者への
理解を深めましょう
●ゆめ風車ブルーライトアップ
毎年4月4日～8日は発達障害啓
発週間です。期間中、Ｔ

トウソー

ＯＳＯＨ　
Ｐ

パーク

ＡＲＫ永源山のゆめ風車を、癒や
しや希望を表す青色でライトアップ
します。
発達障害は、先天的な脳機能の障害

によるもので、コミュニケーションや
行動、学習などがうまくいかず、社会へ
の適応に困難が生じる人もいます。
この機会に、自閉症をはじめとする

発達障害について理解を深め、発達障
害のある人への配慮や支援について
考えてみませんか。
日時　4月2日（土）～8日（金）日没～
21時
問合せ　障害者支援課☎0834-22-
８４６３

ねんりんピック山口２０２２
スポーツ文化交流大会
対象　昭和３８年４月１日以前に生ま
れた人
内容　テニス、剣道、ダンススポーツ、
健康マージャン、ソフトテニス、ゴルフ、
ソフトボール、ボウリング、弓道、ペタン
ク、マラソン、かるた、ラグビーフット
ボール、水泳、ゲートボール、軟式野球、
短歌、将棋、卓球、グラウンド・ゴルフ、
バウンドテニス、スポーツチャンバラ、
囲碁、オリエンテーリング、ヒューストン
健康吹矢、サッカー、アーチェリー
※日程や申込方法は競技ごとに異な
るため、市ホームページを確認して
ください。
問合せ　高齢者支援課☎0834-22-
8461

大田原自然の家の催し
●春のわんぱく村
対象　小学生
日時　5月4日（祝）・5日（祝）9時30分
～15時45分（日帰り）
内容　自然との触れ合い・山菜ピザ作
り・ネイチャークラフトなど
定員　各20人（申し込み多数の場合、
抽選）
参加料　1,000円（食事代・消耗品・

ウオークイベント
●新南陽エリアの観光スポットをウ
オーキング
　国の有形文化財の指定を受けた川
﨑観音堂や建咲院などを巡り、約7.5
キロメートルを歩きます。
日時　５月５日（祝）９時～12時
集合・解散場所　JR新南陽駅
定員　15人（受け付け順）
参加料　100円（保険代）
●まど・みちお のふるさとを歩く
童謡「ぞうさん」の歌で知られる、

まど・みちおゆかりの地を歩きます。
日時　5月8日（日）8時50分～11時
30分
集合・解散場所　文化会館
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（保険代）
●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。
日時　5月15日（日）9時20分～
12時
集合・解散場所　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）

●いずれも
申込み　各開催日の3日前までに、必
要事項を、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・ info
shunan@ccsnet.ne.jp
問合せ　観光交流課☎0834-22-
8372

マインドフルネスフォトウオーク
日時　５月27日（金）９時30分～16時
場所　コアプラザかの、漢陽寺
内容　マインドフルネス瞑

めい

想、写真撮
影の座学、漢陽寺で座禅体験と写真撮
影会
※詳しくは、市ホームページを確認して
ください。
定員　１０人（受け付け順）
参加料　４００円（拝観料）
持ち物　動きやすい服装、スマート
フォンまたはデジタルカメラ、昼食
申込み　４月２６日（火）から定員に達
するまで、住所・氏名・電話番号を、窓
口・電話で、学び・交流プラザ☎0834-
63-1188

講座・講演

●教室型（前期）
対象　県内に在住する外国人
日時　４月21日～７月14日の毎
週木曜日19時～21時
※会場での申し込みも可能です。
内容　基礎的な日本語および日本
の生活習慣の習得
参加料　1,500円（初回のみ）
※別途、テキスト代が必要です。
持ち物　筆記用具

●対話交流型
対象　日本語会話を上達させたい
外国人
日時　４月10日～令和５年２月
26日の第２・４日曜日10時～11
時30分
※都合のいい日に自由に参加でき
ますが、できるだけ事前に申し込
んでください。
参加料　100円（資料代）
●いずれも
場所　徳山保健センター
問合せ　日本語クラブ周南▼教室
型…☎083-973-0420（石井さ
ん）▼対話交流型…☎0 9 0 -
2009-7336（浅田さん）、観光交
流課☎０834-22-8372

日本語講座
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保険料など）
申込期限　4月18日（月）
●手作りザオとシカケdeさかなつり
対象　小学3～6年生を含む家族
日時　5月14日（土）10時～15時
内容　浮き仕掛けを制作し、小川で
ハヤ釣り、釣った魚を天ぷらにして食
べる
定員　5家族（申し込み多数の場合、
抽選）
参加料　▼小学生以上…700円▼3
歳未満で食事が親と兼用…20円（食
事代・消耗品・保険料など）
※別途、仕掛け代100円が必要です。
申込期限　4月25日（月）
●おおたばらどろんこむら
対象　3歳～小学校就学前の幼児を
含む家族
日時　5月15日（日）・9月3日（土）・
10月30日（日）・12月4日（日）10時～
15時（全4回）
内容　サツマイモの苗植え・芋掘り・焼
き芋・サツマイモのつるを使ったリー
ス作り・田んぼ遊び・魚のつかみ取り・
アイス作りなど
定員　10家族（申し込み多数の場合、
抽選）
参加料　▼小学生以上…650円▼幼
児…550円▼3歳未満で食事が親と
兼用…20円（食事代、保険料など）
※別途、１家族につき年会費1,500円
がかかります。
※9月3日（土）のみ、参加料が次のと
おり変更になります。▼小学生以上
…800円▼幼児…700円
申込期限　4月25日（月）
●いずれも
問合せ　大田原自然の家☎0834-
89-0461

県指定有形文化財
徳修館の一般公開
徳修館聖

せい

廟
びょう

を一般公開します。
日時　4月19日（火）、5月19日（木）、
6月19日（日）、9月19日（祝）、10月
19日（水）13時～15時30分、11月
20日（日）10時～14時
入館料　無料
問合せ　三丘市民センター☎0833-
92-0177

中央図書館の催し
●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生
日時　4月9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）
●としょかんお話し会
対象　乳幼児～小学生
日時　4月23日（土）10時30分～11時
30分
内容　絵本の読み聞かせや紙芝居
●朗読カフェin図書館
日時　4月23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）
●親子らいぶらり
仕切られた部屋で子どもを遊ばせ

ながら育児書や料理本、絵本などを
ゆっくり選ぶことができます。
対象　乳幼児とその保護者
日時　4月27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　4月8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　4月9日（土）14時～14時30分
内容　絵本の読み聞かせや紙芝居
定員　親子4組（受け付け順）
●あけぼの読書会
日時　4月15日（金）10時～12時
内容　図書館の本を使用した読書会
●いずれも
参加料　無料
問合せ　新南陽図書館☎0834-62-
1150

熊毛図書館の催し
●よみきかせの会
日時　4月9日（土）10時30分～11時
30分
場所　ゆめプラザ熊毛
内容　絵本の読み聞かせ
参加料　無料

問合せ　熊毛図書館☎0833-92-
0179

講座・講演
消費生活セミナー
まぎらわしい表示にだまされない！
公正取引委員会事務総局の職員を

講師に迎え、ルールを守らない広告表
示に気付けるようになり、かしこい商
品選びができるよう学びます。
日時　５月21日（土）13時～15時
場所　市役所多目的室
定員　30人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　無料
申込み　４月１１日（月）～２０日（水）
に、住所・氏名・電話番号を、電話・ファ
クス・Ｅメール（件名に消費生活セミ
ナーと記入）で、生活安全課消費生活
センター☎0834-22-8321・
0834-22-8243・ shiminsod
an@city.shunan.lg.jp

危険物取扱者試験・準備講習会
●危険物取扱者試験
期日　6月18日（土）・19日（日）
場所　受験票で指定
試験の種類　甲種・乙種各類・丙種
※試験の種類に応じて、期日と場所が
異なります。
申込期間　▼書面申請…4月8日（金）
～21日（木）▼電子申請…4月5日
（火）～18日（月）
●準備講習会（乙種第4類）
日時　①5月15日（日）8時30分～②
6月3日（金）9時～
場所　①周南地域地場産業振興セン
ター②あいぱーく光（光市）
定員　各50人（いずれも受け付け順）
※受講料は区分ごとに異なります。
申込期間　①4月8日（金）～21日
（木）②4月8日（金）～5月27日（金）
※いずれも書面申請のみです。
●いずれも
問合せ　消防本部危険物保安課☎
0834-22-8774、光地区防災協会☎
0833-74-5602
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林業即戦力短期育成塾
研修生募集
●対象／山林作業が可能な、４月１
日現在で18歳以上45歳未満の、
研修後に県内の林業認定事業体な
どへ就業できる人●期間／5月17
日（火）～10月17日（月）●場所／
県林業指導センター（山口市）など
●内容／伐木技術の習得●定員／
10人（書類審査・面接で決定）※研
修中は、月額12万5千円の給付金
を支給します。（要件有）●申込み／
4月27日（水）までに、県森林企画
課ホームページで配布する必要書
類を、県森林企画課☎083-933-
3460

山菜採りにでかけよう！ 
●日時／4月24日（日）・30日（土）
9時30分～１４時30分●場所／
十種ヶ峰青少年自然の家（山口市）
●内容／山菜採りと調理●参加
料／▼26歳以上…800円▼19歳
以上25歳以下…750円▼19歳未
満…700円▼３歳未満…300円
（施設使用料、保険料、食費など）
※３歳未満は、食事がありません。

●定員／各回40人程度（参加の可
否はメールで連絡します）●申込
み／各開催日の2週間前の12時ま
でに、十種ヶ峰青少年自然の家ホー
ムページ●問合せ／十種ヶ峰青少
年自然の家☎083-958-0033

春の蘭展
●日時／4月23日（土）・24日（日）
9時～16時●場所／学び・交流プ
ラザ●問合せ／徳山蘭友会櫻谷さ
ん☎0834-31-9659

ねんきん・労働無料相談会
●日時／4月21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

お茶してみませんか
●対象／小・中学生とその家族●
日時／毎月第1・3土曜日9時30分
～11時30分●場所／岐山市民セ
ンター●内容／お茶の点前や客の
作法●定員／10人（受け付け順）
●参加料／1回当たり600円※別
途、保険料年額800円が必要です。

●問合せ／茶道こども教室河村さ
ん☎0834-22-2777

雇用トータルサポーターに
相談してみませんか
　仕事がうまくいかない・就職活動
に不安・コミュニケーションが苦手
など、仕事の相談を雇用トータルサ
ポーターが受け付けます。相談を希
望する人は、最寄りのハローワーク
に事前に連絡の上、予約してくださ
い。●問合せ／ハローワーク徳山
☎0834-31-1950

お知らせ
　掲示板コーナーでは、市民
団体の催しや、国・県・企業な
どからの記事を掲随時募集し
ています。詳しい条件について
は、市ホームページを確認する
か、問い合わせてください。●
申込期間／掲載希望月の2カ
月前の25日まで（25日が土・
日曜日、祝日の場合は前日ま
で）●問合せ／広報戦略課☎
0834-22-8232

◎ 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

問合せ　ボートレース徳山☎0834-25-0540

◆ボートレース徳山の収益金は、新型コロナウイルス感染症対策や、市の子育て支援（乳幼児・こども医療費の助成など）に役立っています。

　　  Instagram
イケメン紀行など、
「映え」な写真をゆ
る～く更新

　　  Facebook
レース中のピット写
真・イベント情報は
こちら

　　　Youtube
注目選手や優勝メ
ンバー の インタ
ビュー動画配信中

　　　 Twitter
最新情報はこちら。
プレゼントキャン
ペーンも

公式ホームページも
情報がたくさんです

●ボートレース徳山公式ＳＮＳ●
ボートレース徳山では、ＳＮＳを使い
 さまざまな情報発信を行っています。
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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】139,095人（前月比 －183人）

［男］67,585人（前月比 －104人）
［女］71,510人（前月比 －79人）
●出生53人 ●死亡170人
●転入257人 ●転出323人

【世帯】67,939世帯（前月比 －89世帯）

人のうごき（2月28日現在）

5件（令和4年の累計9件）
火災件数（2月の発生件数）

市政情報番組   周南市市政だより
【4月の放送】
未来へつなぐ空き家対策
～補助金制度等が始まります～
令和4年度からの新たな取り組みや、解体・
リフォームに対する補助制度について詳し
く紹介します。
【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
7時10分・13時40分・20時20分、土・日
曜日7時・15時・22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

　周南市〇〇ラジオは、災害時に
自動で電源が入り迅速に緊急情
報を入手できます。
①災害　②緊急　③防災

応募方法　4月25日（月）必着で、ク
イズの答え・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　①公立

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。
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