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10月9日・10日の2日間にわたり、周南緑地で行われた第7回JBCFしゅうなんクリテリウム。
全国各地域で開催される自転車レースの年間大会の1つで、日本全国から集ったレーサーたちの熱戦が繰り広げられました。

大迫力の自転車レース

しゅうなんクリテリウム
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　近年、全国各地で大地震や従来の想定を超える集中豪
雨など、大きな自然災害が頻発しています。大規模災害時
には、行政が機能するまで相当な時間を要し、すぐには全
被災地域へ支援ができないことが想定されます。
　そこで、行政の防災対策の充実を図るとともに、自分
の生命・財産は自分で守り、自分たちの地域は自分たち
で守るという防災意識の高揚や、自主防災の活動を促進
し、自助・共助と公助が連携して地域防災力を向上させ
ていく必要があります。
　市では、さまざまな防災訓練を実施し、地域防災力の向
上に努めています。

　各地区自主防災組織の代表者で組織される市自主防災
組織ネットワークとの協議により、毎年11月の第3日曜日
を周南市防災訓練の日と決め、開催地区の自主防災組織
と協働して実施しています。

　地区住民・自主防災組織・大学・福祉施設・その他関係
機関と連携し、下記の災害が起こったことを想定した防災
訓練を実施します。本年度は、桜木・久米地区と協働して、
周南公立大学とともに開催します。

防災訓練で
地域地域防災力を高めよう

　県の主催により、山口県石油コンビナート等防災計画に
基づいて、特別防災区域内での災害を想定した訓練を行
います。災害が発生した際の、防災関係機関との連携によ
る防災活動の習熟、密接な協力体制の強化を図ります。
　また、南海トラフの巨大地震発生による災害を想定し
た、陸上・海上訓練と住民避難訓練を行います。

期日　11月17日（木）
時間と内容　▼9時50分～10時50分…住民避難訓練
▼13時30分～15時30分…陸上・海上訓練
※9時50分ごろ、古市開作
公園の防災行政無線から
訓練放送を実施します。
場所　東ソー南陽事業所

周南市・市民総合防災訓練2022

山口県石油コンビナート総合防災訓練

防災危機管理課☎0834-22-8208問合せ

周南市防災訓練の日

11月20日日
 9時～12時

日時 周南公立大学場所

　　  災害想定
9時、四国沖を震源とする地震が発生
し、市内で最大震度5強を観測。この地震により、家
屋・ブロック塀などが一部倒壊。また、建物の延焼火
災発生。道路損壊で交通障害が生じ、電気・ガス・水
道などにも甚大な被害が多数発生。

訓練内容　▼避難訓練▼避難所運営訓練▼給水訓
練▼家具転倒防止器具設置訓練▼救急救命講習▼
救援物資運搬引き渡し訓練
主要参加機関（予定）　市、周南公立大学、桜木地区
自主防災協議会、久米地区自主防災協議会、市消防
本部、市上下水道局、周南警察署、こもれび苑、ジュ
ンテンドー、フジ

前回（令和元年度）の様子

■全市シェイクアウト訓練
　市内全域に、サイレン一斉吹鳴などを行います。
時間　10時15分～
内容　地震の発生を想定した、サイレン一斉吹鳴時（約1分
間）に、「姿勢を低くする」、「頭・体を守る」、「揺れが収まるま
でじっとする」の命を守る3つの動作を聞こえた場所で行う



 

問合せ　消防本部指令課☎0834-22-8765

 

2022.11  広報しゅうなん 3

道路を大切にし
正しく利用しましょう

朗らかに 『お先にどうぞ』が
言えた朝

　道路は、通勤・通学、買い物や散歩など、生活に欠かせない
大切な財産です。また、災害時には避難路や緊急輸送路など
の役割を果たす重要な施設でもあります。ルールを守って適切
に利用しましょう。

■安全・安心・快適に道路を使用するために
●道路に物を置かない…渋滞や事故の原因になります。
●点字ブロックをふさがない…目の不自由な人にとって、
移動先を示す大切な命綱です。
●木の枝や生け垣などを道路にはみ出させない…通行の
妨げになります。適正に管理してください。
●道路占用時は許可を取る…工作物などを設けて継続使
用しようとする場合は、許可が必要です。

■市道の危険箇所や異常を連絡しましょう

問合せ

■ 徳山・新南陽地域…道路課☎0834-22-8272
■ 熊毛地域…熊毛総合支所産業土木課☎0833-92-0023
■ 鹿野地域…鹿野総合支所産業土木課☎0834-68-2334

市道について
■ 国道２号…国土交通省山口河川国道事務所
　 ☎0835-22-1785
■ 国道２号以外の国道・県道…県周南土木建築事務所
　 ☎0834-33-6471

市道以外について

令和４年度
「道路ふれあい月間」推進標語

Playストア App Store

ダウンロードはこちらから▼

11月９日㊌は「119番の日」
　119番の日は、消防に対する正しい理解と認識を深めるとともに、防災意識を高める
ことを目的として昭和62年に設けられました。実際に119番通報をする際は、慌てず
正確に通報してください。

急な病気やけがなどで救急車を呼ぶか、
病院に行くか、迷ったとき

●大人（おおむね15歳以上）　#7119
相談時間　毎日24時間、利用できない場合は
☎083-921-7119
●子ども（15歳未満）
　#8000
相談時間　毎日19時～
翌朝8時、利用できない場
合は☎083-921-2755

通信・通話障害が発生し、携帯電話などから
119番通報がつながりにくい場合

●公衆電話を利用する
●近隣の人やお店に119番通報を依頼する
●最寄りの消防署に直接駆け込む

救急医療電話相談

公衆電話からの119番通報のかけ方
1受話器を上げ、赤いボタン（緊急通報ボタン）を押す
2発信音が聞こえたら119番をダイヤルする
※お金やテレホンカードは不要です。
※赤いボタンがない公衆電話は、発信音が聞こえたら
119番をダイヤルしてください。



問合せ　こども支援課☎0834-22-8455
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■対象
　保護者が家庭で保育することが困難なため、令和5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5年3月上旬ごろ
※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（金）～12月16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。
※求職活動での申し込みは、2次（令和５年1月16日（月）
～2月9日（木））での受け付けとなります。

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
しゅうよう保育園 周陽 0834-33-8819 105
(仮称)m

メ モ リ ー

emory
t
ツ リ ー

ree周南保育園※１新宿通 090-9947-6514 66

(仮称)アイグラン
保育園岐山通※１ 岐山通 082-554-4870 80

市
立

櫛浜保育園 栗屋 0834-25-0202 120

  7:00～
19:00

須々万保育園 須々万奥 0834-88-0042 90
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第二保育園※2 岡田町 0834-22-8870 ̶

尚白保育園※2 新宿通 0834-22-8871 ̶

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）
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）
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

ニチイキッズ
毛利町保育園 毛利町 0834-33-6700 19

  7:00～
19:00ヤクルト保育園

プティット周南 今宿町 0834-32-2210 24

※１

※２

（仮称）memorytree周南保育園、(仮称)アイグラン保育園岐
山通は、第二保育園・尚白保育園の再編整備に
伴い、令和５年４月に新設されます。
第二保育園・尚白保育園は再編整備の対象施設
のため、今後、定員を縮小し、公立新施設への移
転・統合を予定しています。入園を希望する人
は、こども支援課まで問い合わせてください。

再編整備
について▲

令
和
5
年
度

入
所
に
つ
い
て

▲

令和
５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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申込書の配布　11月7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。
※入会希望者の状況により、希望期間に入会できない場合や待機となる可能性があります。

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5年4月1日～
7月20日

11月21日（月）～
12月20日（火）

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5年7月21日～
令和6年3月27日

11月21日（月）～
令和5年5月15日（月）

3月上旬頃
以降随時

6月下旬頃

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。

●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・冬休みに限り、それぞれ全期間入会する場
合は申し込みできます。
●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

●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

　入会要件

　保育時間

児童クラブの入会
申し込みが始まります！

令和
5年度



問
合
せ

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

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

接種の予約（電話かWEB）、変更・キャンセル（電話のみ）など

市ワクチン接種予約センター
（9時～17時） ☎0834-32-0

ゼ ロ コ ロ ナ

567・ 0834-22-8266
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　認知症の予防には、自分の歯の数を保つことが大切とい
われています。
　歯には、かむことの刺激を感知するセンサーである歯根
膜があり、かむことで脳は刺激され、口周りの筋肉を使うこ
とで血流も良くなり、脳に酸素や栄養が行き届きます。
　歯が20本以上ある人に比べ、歯がほとんどなく入れ歯を

装着していない人は認知症のリスク
が約1.9倍といわれています。歯を失っ
ても、入れ歯でかむ力を補うことで、脳に
刺激を与え、認知症の予防や改善につながります。
　自分の歯を残すように予防をしながら、歯を失ったところ
は入れ歯を使って、歯の健康と認知症の予防をしましょう。

※10月18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。新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチン接種ワクチン接種
オミクロン株対応ワクチンが接種できます

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5年3月31日まで 令和5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!!

好評につき今年
度も

受診時に歯みが
き

セットをプレゼ
ント！

もらえる！

●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。

11月8日は「いい歯の日」

歯や入れ歯でしっかりかむことが認知症予防に！

年に1度お口
くち

のチェック
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●歯数と認知症の関係

資料：Yamamoto et al.Psychosomatic 
Medicine.2012より改変

実施医療機関一覧はこちら

▲

発送予定日 発送対象者
11月  2日 令和4年7月末までに2～4回目を接種した人

11月11日 令和4年8月末までに2～4回目を接種した人

11月18日 令和4年9月末までに2～4回目を接種した人

●1・2回目接種を完了している必要があります
　オミクロン株対応ワクチンは追加接種としての臨床実
験で有効性・安全性を確認しているため、１・２回目接種
を完了した人が対象になります。１・２回目接種用のワク
チンは、国からの供給が年内で終了する予定です。早め
の接種を検討してください。
●11月の接種券発送スケジュール
対象　2～4回目接種が完了した、12歳以上の人

※未使用の接種券がある人には、発送しません。手持ち
の接種券で、予約・接種ができます。
※9月30日までに4回目接種が完了した65歳以上の人
で、市が接種日と会場を指定した人には、11月2日お
よび11日に接種券を発送予定です。
※配達完了まで1週間程度かかります。
●予約方法
■65歳以上の人…市が接種日と会場を指定しています
ので、予約は必要ありません。
※日程や会場の変更、キャンセルする場合は、予約セン
ターへ連絡してください。
■65歳未満の人…予約が必要です。接種券が届き次第、
市の予約センターで予約してください。

　11月に発送予定です。詳しくは、市ホームページを確
認してください。

生後6カ月～4歳の人に接種券を発送します



問合せ　人権推進課男女共同参画室☎0834-22-8205
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暴力は性別を問わず、決して許されるものではありません。特に女性に対する配
偶者などからの暴力・性犯罪・セクシュアルハラスメント・ストーカー行為などは、
女性の人権を著しく侵害するもので、解決しなければならない重要な課題です。
パートナーや交際相手との関係がつらい、何かおかしいと感じたら、1人で

悩まず相談してください。またあなたの周りで悩んでいる人がいたら、相談す
るよう勧めてください。

11月18日（金）～24日（木）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

令和４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

11月は「児童虐待防止推進月間」です

女性に対する暴力相談窓口

●DV相談+（プラス）
　☎0120-279-889

●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

●  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）

●警察レディース・サポート110
　 0120-378387（24時間対応・
緊急時は110番）

●  性暴力に関するSNS相談
　「C

キュア

ure t
タイム

ime」

●  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）☎0834-22-8200

児
童
虐
待
と
は
？

殴る、蹴る、叩く、激しく揺
さぶる、やけどを負わせる、
家の外に閉め出すなど

子どもへの性的行為、性的
行為をみせる、ポルノグラ
フィの被写体にするなど

性的
虐待

家に閉じ込める、食事を与
えない、ひどく不潔なまま
にする、車の中に放置など

言葉により脅かす、無視す
る、子どもの前で家族に対
して暴力をふるうなど

平日8時30分～17時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
面接相談も可能です。（事前予約制）

子ども・子育ての相談は

24時間・365日対応、通話料無料

虐待かもと思ったら

児童相談所虐待
対応ダイヤル ☎1

いち

8
はや

9
く

こども・子育て
相談専用ダイヤル ☎0834-2

にこ

2
にこ

-0
お

8
や

5
こ

0
あんしん子育て室 こども・子育て相談センター

身体的
虐待

ネグレ
クト

心理的
虐待

相談者のプライバシーは守られます

子ども虐待防止オレンジリボン運動 市では、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、
子ども虐待をなくすことを呼びかける運動に取り組んでいます。

■帆船日本丸・海王丸同時寄港イベント
●日時╱11月5日（土）10時～15時　●会場╱晴海埠

ふ

頭
とう

●内容╱ポスター展示、キットパスアート体験（対象：3歳以上）など
■市内小学校4年生児童のメッセージカード常用展示
●場所╱ゆめタウン徳山店、ゆめプラザ熊毛、
　　　　ゆめタウン新南陽店、鹿野図書館

啓発
イベントの
紹介

「もしかして？」
ためらわないで！ 1

いちはやく

89

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

１１月１２日～２５日は
女性に対する暴力をなくす運動期間

みんなが笑顔になれる男女共同参画の実現をめざして
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市営住宅の入居者を募集します

※家賃に駐車場使用料は含まれません。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。

■ 一般世帯向け住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）
高尾 徳山10757 1 30,700～60,200

○ 西卯の手 住吉町3-7 1 19,400～38,100
○ 周南第4 城ヶ丘3-10、11 5 13,400～32,700
○ 南開 花園町8-1 1 15,600～30,600
椎木開作 野村3-11-1 1 16,400～32,300
角の口 新堤町3-5 1 16,400～32,200

○ 西桝 西桝町4-1、2 2 15,800～34,100
○ 風呂尻 新地町10-43 1 17,500～34,500
○ 三丘 安田10001-24 1 13,700～27,000
勝間 大河内10778-14 1 16,300～32,100

○ 第2勝間 呼坂1170-1 1 16,300～32,000
藤木 鹿野上2703-1 1 13,400～26,400

■ 高齢者世帯向け住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）
〇 高田 久米1087-1 1 10,700～21,100
〇 周南第1 瀬戸見町12-2 1 24,600～48,400

■ 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）
今宿 西卯の手 住吉町3-7 1 27,800～54,600
櫛浜 櫛浜 櫛ヶ浜242-94 1 27,400～53,800

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

入居資格　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
●次の住宅は、追加の入居要件があります
●高齢者世帯向け住宅…申込者または同居者
の中に60歳以上の人がいる
●子育て世帯対象募集住宅…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
●若年単身世帯対象募集住宅…一定の要件を
満たす18歳以上60歳未満の人が対象

入居時期　1月中旬以降（予定）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴うガ
ス給湯器の納品遅延により、入居までに日数
がかかる可能性があります。
抽選日時　12月9日（金）10時～
申込み　11月30日
（水）までに、入居申
込書を、窓口・郵送
（消印有効）で、住宅
課・総合支所

■ 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 若山 若山1-3-31 1 16,200～31,900

令和5年1月8日（日）日時 文化会館場所

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

対象　平成14年４月２日～平成15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月中旬に発送します。 問合せ　生涯学習課☎0834-22-8697

詳しくはこちらから ▼

市外転出者の出席について

　市外に転出した人で、出席を希望する人は、申
し込みが必要です。
申込み
12月23日（金）までに、
窓口・電話・市ホーム
ページで、生涯学習課

４



問合せ　消防本部予防課☎0834-22-8773

問合せ　生活安全課市民相談センター☎0834-22-8320
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11月９日 　～
15日 　

水
火

秋季
全国火災
予防運動

　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。
　全国一斉に秋季火災予防運動が行われるこの機会に、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。

４つの習慣 ６つの対策

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

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

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

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

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

火
置
確

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

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

STOP

お出かけは マスク 戸締り 火の用心

住 宅 防 火 いのちを守る1010のポイント

　犯罪被害者などが、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人ひとりが犯罪被害者などの置か
れている立場を理解し、配慮することが大切
です。

回収の対象　ISBNコードが付いている、平成23年以降に出版
された本、または規格品番が付いたCD・DVD・ゲーム

生活安全課市民相談センターに回収箱を設置

　全国被害者支援ネットワークが実施する寄付金募集活動のこと
です。皆さんから寄贈された本を売却し、その代金が全国被害者支
援ネットワークに加盟する各都道府県の犯罪被害者支援センター
に寄付され、犯罪被害者の支援活動に役立てられます。
　あなたの読み終わった本で、支援の輪を広げましょう。

ホンデリング・プロジェクトを知っていますか

ISBNコード

本の裏表紙

犯罪被害者
週間

11月25日（金）～
12月  1日（木）



問合せ　周南公立大学入試課☎0834-28-5302

周南公立大学では、1年生の必修科目として、アー
リーエクスポージャー（早期社会体験）型インターン
シップを実施しています。この授業は、社会で求められ
る力を早期に実感し、大学で学ぶべき方向性を明確に
すること、単なる就業体験ではなく、働く人の思いを直
接聞き、大学での学びが実社会とどう関連しているか
を実感することを目的としています。この体験を糧に、
それぞれが自分の将来の目標に向け、大学生活の中で
どう行動し、何を身に付けていくべきかを考えます。
今回は、60社を超える地域企業（周南市・下松市・光
市）に約330人の学生を受け入れてもらいました。イン
ターンシップを終え
た学生たちは、疲れ
を見せながらも、と
ても充実した５日間
となったようでした。

インターンシップ終了後の講義インターンシップ終了後の講義

広報しゅうなん  2022.1110

ハローワーク徳山には、聴覚に障害が
ある人が職業相談を行うとき、職員と円滑に意思疎通
できるよう、手話協力員が配置されています。
配置時間　毎週水曜日10時～11時30分
※ハローワーク徳山☎0834-31-1950・ 0834-
22-3765に予約が必要です。

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

「仕事」今月の手話

はばたけはははははははははははははばばばばばばばばばばばばたたたたたたたたたたたたけけけけけけけけけけけけ

周南公立大学
1年生がインターンシップに参加

両手のひらを上に向けて、左右から中央に２回近付
けます。これは、書類を束ねる動きが語源となっていま
す。仕事の他、働くや職業という表現にも使われます。

2回近付ける
（書類を束ねる
しぐさ）

定期購入の二段階契約トラブル

1 2

　世界糖尿病デーである11月14日を含む1週間は全
国糖尿病週間です。全国で講演会や健康相談、広報活
動などが実施されます。

 TOSOH PARK 永源山の風車をライトアップ
　世界糖尿病デーのテーマカラーであるブルーにライ
トアップします。
期間　11月11日（金）～18日（金）
 糖尿病週間の催し
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新南陽市
民病院内で開催します。
●糖尿病関連のパネル展示…11月4日（金）～18日（金）
●糖尿病食の展示…11月7日（月）～14日（月）
●血糖測定※・栄養士による栄養相談…11月11日（金）・
14日（月）14時～15時

※新南陽市民病院に糖尿病で通院していない人に限ります。

病院管理室☎0834-61-3092
新南陽市民病院☎0834-61-2500問合せ

※来場時はマスクを着用してください。
※感染の状況によって、中止する場合があります。

11月13日～19日は糖尿病週間
ブルーサークルイベント

新南陽市民病院
糖尿病週間の催し

間

　化粧品販売サイトで「回数縛りがなくいつでも解約
可能な定期コース」だと確認して注文ボタンを押すと
「今なら1箱プレゼント、毎月30％オフ」と表示が出た
ので購入ボタンを押した。商品到着後、次回の定期購入
解約のため業者に電話すると「注文後、特典付きの回
数縛り契約に変更しているので、4回商品を受け取らな
いと解約できない」と言われた。購入決定時にそのよう
な条件はどこにも記載されていなかったと思う。

　最近、化粧品やダイエットサプリなど、お試し商品の
定期購入で急増している相談です。ネット通販で注文完
了直後に「さらなる特典」などと追加や変更の申し込み
を勧められても、注文確定前に、契約が変更されていな
いか、高額な解約金を課されないかを最終確認画面で
確認し、可能ならスクリーンショットを撮影しましょう。

生活安全課消費生活センター☎0834-22-8321
消費者ホットライン☎188問合せ

定期購入
4回

商品受取が
必須

相談内容

アドバイス

ト ウ ソ ー パ ー ク
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■求人と求職のアンバランス
　本市の有効求人倍率は、事務職では１倍を大
きく下回り、就職が難しい状態である一方、本市
の経済活動の中心となる周南コンビナートを支
える製造業などは１倍を大きく上回り、人手不足
の状態です。
　アンバランスが生じる原因の１つとして、人手
不足の職業は、仕事や職場の様子を目にする機
会が少なく、求職者がどのような仕事かイメージ
しにくいことが考えられます。

■動画でミスマッチを解消
　市では、ハローワークの求人票などでは伝わりにくい、仕事内容や職場の雰囲気などを分かりやすく
伝える動画を作成し、求職と求人のミスマッチを解消する取り組みを行っています。

問合せ　商工振興課☎0834-22-8373

周南シゴト動画

バランスシート

285
400
300
200
100
0

（人）

308

98112

事務職（0.39倍）生産工程職（3.14倍）
※（ ） 有効求人倍率

■ 有効求人数　■ 有効求職者数
（出典：令和４年6月　ハローワーク徳山）

 問合せ 　文化スポーツ課
　　　　  ☎0834-22-8622

　今年度の周南市美術展の開
催にあたり、4部門283点の出
品があり、9月18日（日）に、各
部門2人、計8人の審査員によ
り、各賞が選ばれました。

賞名 部門 作品名 受賞者名
市美展大賞 立体 慈愛 木本　多津子さん
市美展
準大賞

平面 記憶の森―星夜 徳原　貴美子さん
立体 迷い 川中　和好さん
書 甲斐の空 有田　博子さん
写真 S スペクトラムpectrum 福原　一輝さん

市美展賞 平面・立体・書・写真 各部門5点
奨励賞 平面・立体・書・写真 計55点
※展覧会は10月9日（日）で終了しました。
※市ホームページで、市美展大賞・準大賞の作品を紹介しています。

市美術展2022大賞・準大賞作品の決定第20回

市美展大賞
「慈愛」 木本　多津子さん

働きたいを応援します

動画で知る「シゴトの魅力」

■事業者向けのコンテンツも充実
　求人票の書き方や女性も働きやすい環境が整備されて
いるなどの情報掲載、事業者が撮影した動画の投稿などが
可能です。

■求職者向け動画が盛りだくさん
　製造業でも性別を問わず活躍できる仕事や、経験・資格が
なくても働きながら資格が取得できる企業もあります。本市
で求職するときは、ぜひこの動画サイトを活用してください。



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。

美術博物館☎0834-22-8880

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119
企画展「林忠彦写真展 東海道を撮る」
尾崎正章常設展「燈台のある風景」

●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／12月4日（日）まで

●期間／11月27日（日）まで

●生誕100年　宮崎進展　終わりなき旅
▼期間／11月2日（水）～12月18日（日）
▼観覧料／一般1,100（1,000）円、大学生800（700）円
（　　）内は前売りおよび20人以上の団体
※18歳以下無料　※本展を鑑賞の際は、常設展も無料
▼講演会「私の出会った宮崎進先生」
　日時／11月27日（日）14時～15時
　場所／シビック交流センター
　講師／山根基世さん（元NHKアナウンス室長）
※詳しくは、美術博物館ホームページを確認してください。

宮崎進「冬」1968年

　まどさんは「落下」と
いう絵を何枚も描いた

そうです。これはその中のひとつ。空から
モノが落ちてくるように見えませんか。不
安な気持ちになりますが、いかがですか。
まどさんはまったく違う見方です。落下は
引力があるから起こるもの、そして引力
はあらゆるものを地球の中心へと引き
つけていると。するとこの絵は地球であ
ることが分かりますね。まどさんの絵に
はモノの原理も描かれているのです。

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

1961（昭和36）年
11月16日
水彩、ボールペン、ペン、紙

落 下※施設改修工事のため、令和5年1月4日（水）～3月31日（金）は、臨時休館します。

●林忠彦記念室 写真集発刊65周年記念「小説のふるさと」
●まど・みちおコーナー
●徳山の歴史特設コーナー「周南市文化会館今昔」

いずれも
▼期間／12月28日（水）まで

常設
展示
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すまいる
周南市で

活躍してい
る人を

紹介します

伝えたい思いを
作品にのせて 木

き

本
も と

 多
た

津
つ

子
こ

 さん第20回 周南市美術展2022 大賞受賞

「作品と向き合っている時間が至福のときです。自分の
中でイメージしているものを具現化することは非常に難し
く苦労しますが、それが楽しさでもあります」と語るのは、
３年ぶりに開催された市美術展で大賞を受賞した、市内在

住の木本多津子さんです。
陶芸歴25年以上の木本さんは、こ

れまで、陶芸教室や自宅での制作活
動を通して、自然の美しさや心惹かれ
るものを表現した作品を手掛けてき
ました。今回大賞を受賞した「慈愛」
は、今年6月に奈良県の唐招提寺を訪
れた際に見て感動した仏像をイメージ

したもので、7月から約1カ月をかけて、夜遅くまで制作に
励んで作られたものです。
「表面は、魔除けや赤ん坊の成長への願いが込められて
いる麻の葉文様をあしらえ、後ろは、仏像を表現するため
に滑らかな動きを作り出しました。仏像のやさしさ、凛とし
た強さ、あたたかさを表現しました」こうした細やかな表現
技法や、デザイン、柔らかなフォーム、肌合いが評価されて、
全283点の応募作品の中から見事大賞に選ばれました。
「大賞が目標であり夢だったのでとても嬉しかったです。
この経験を糧に、作品作りだけでなく、楽しみながらさま
ざまなことに精進していきたいと思います」と受賞した気
持ちと今後の思いを優しい笑顔で語る木本さんでした。

仏像の着衣をイメージした
作品の装飾
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　立冬が近づく頃、庭では紫色の小
さな実を付けた低木がひときわ映える

ようになります。昔の人は「源氏物語」の作者になぞらえ
て、この木をムラサキシキブと名付けました。

　「源氏物語」は54帖
じょう

におよぶ長編、登場人物はそれぞ
れにモデルが実在したといわれ、紫式部は宮中での体験

を物語に仕上げ世界に類のな
い文学作品を残しました。

　室町になると「浦島太郎」や
「一寸法師」などの御

お

伽
とぎ

草
ぞう

子
し

が
流行り、人々の間では続編も
語られるようになりました。

　玉手箱を開けてしまった浦島太郎
は鶴になって飛び立ち、乙姫様は亀
になって蓬

ほう

莱
らい

島に渡り二人仲良く暮
らしたとか、お姫様と結婚した一寸
法師はお爺さんお婆さんを都に呼び寄せ、出自も公家と
わかり、帝の信任を得て中納言にまで出世したなどとい
う話です。

　私はデジタル社会では、ヒトのもつ発想力や創造力が
一層大切な能力になると思います。幼い頃からそれを養
うには、たとえば子どもたちに読み聞かせをした後、その
つづきの「創り話」を優しく聞いてあげるのはどうでしょ
うか。読書感想文と同様にこれからは「読後創作文」もい
いのかもしれません。

おとぎ話のつづき 周南市長　藤井  律子

de

• フ
ォト de 周南 •

Photo 　shuna n

日本財団「海と日本P
プロジェクト
ROJECT」の

助成を受け、周南地域の小学生が、
社会見学で大島干潟やコンビナー
ト企業などを訪れました。

周南地域小学生の社会見学
大島干潟 他

灯ろう流し
清流通り

ＪＲ岩徳線声優トークイベント 萌え列車の旅
徳山駅前賑わい交流施設

鹿野地域で、住民がさまざまな願い
を込めて手作りした灯ろうが、清流
通りの水路に流されました。

3年ぶりの開催。憩いの広場には消防車が展示され、小さな消防士
たちの決めポーズを写真に収める姿が見られました。

永源山公園ゆめ風車まつり
T
ト ウ ソ ー

OSOH P
パ ー ク

ARK 永源山
ＪＲ岩徳線声優トークイベント 萌え列車の旅

10/8
[土]

10/9
[日]

　立冬が近づく頃、庭では紫色の小
さな実を付けた低木がひときわ映える

市長コラム

サブカルチャーイベント萌えサミット仕様に装飾した萌え列車が
運行し、本市出身の声優、竹本英史さんが1日駅長を務めました。

9/20
[火]

10/1
[土]
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夜市産ごぼう

エネルギー260kcal　たんぱく質14.4g
脂質17.4g　カルシウム31mg　食塩相当量0.5g

1人分の
栄養価

ごぼうと鶏の旨煮
しゅうなんブランド“夜市産ごぼう”を使用した

地元産の食材を使っておいしく料理
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）
鶏もも肉 …… 150g
ゴボウ ………… 80g
片栗粉…… 大さじ1
ニンジン ……… 20g
油……… 大さじ1/2
サヤインゲン … 10g

作り方
① 　鶏もも肉に塩・こしょうをふり、一口大に
切り、片栗粉をまぶす。ゴボウを斜め切り、
ニンジンは乱切りにする。サヤインゲンは
さっとゆでて斜め切りにする。
② 　フライパンに油を熱し、鶏肉の皮面から
押し付けるように焼き付け、きつね色に
なったらひっくり返し、ゴボウ、ニンジンを
加えて炒める。 
③ 　Aを加え、ふたをして蒸し煮する。
④ 　汁気が少なくなったら、サヤインゲンを
入れ、最後に酢を加えて仕上げる。

しゅうなんブランド“夜市産ごぼう”を使用した

ぜひ作って
みてください!

　夜市産ごぼうは、柔
らかく、香りが良いの
が特徴です。夜市地区
の畑作団地の通気性
の良さ、低い気温、粘土
質の赤土が、柔らかい
ホクホクの根物野菜
を生み出しています。

　根物野菜は、収穫までに雨が長期間
続けて降ると腐りやすいのですが、今
年は梅雨が短かったこともあって出来
栄えに期待しています。煮物も美味し
いですが、香りを楽しめるごぼうサラ
ダやきんぴらごぼうもお薦めです。

生産者の声

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

【主な販売先】　菜さい来んさい、道の駅ソレーネ周南

JA周南夜市園芸組合（大字夜市2331）
☎0834-62-6706

使用した
しゅうなんブランド

はこちら

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。

　だし汁 ……… 1/2カップ
　しょうゆ ……大さじ1/4
　砂糖…………大さじ1/2

A

～周南を楽しむ旬のおすすめコースをご紹介～

→
　徒
歩
で
約
２
分

→
　車
で
約
７
分

　紅葉散策の後は、温泉でゆっ
くり。湯野温泉の泉質は疲労回
復の効果も認められています。無
料で気軽に楽しめる足湯もお薦
めです。

②湯野温泉
　湯野公園の一角には薬師如
来が祭られています。薬師像や
赤い橋を彩る紅葉がきれいに色
づきます。近くにも紅葉スポット
があります。

①湯野温泉薬師 ③道の駅ソレーネ周南
　湯野地区からほど近い、人気
の道の駅です。地元の食材を
使ったレストランで食事をした
り、周南の特産品を購入したり
することができます。

vol.4 「秋の湯野
周辺まったりコース」
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

ＪＡ夜市園芸組合
組合長　椎木さん

塩…………少々
こしょう … 少々
酢… 小さじ1/2



問合せ

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

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

■ 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。

11月 当番医 電話番号
3日（祝）川口デンタルクリニック（政所）0834-61-3888
6日（日）あずま歯科医院（大神）0834-62-6641
13日（日）酒井歯科医院（本陣町）0834-62-2718
20日（日）たけや歯科医院（速玉町）0834-21-5566
23日（祝）ワハハキッズデンタルランド＆おとな歯科（久米）0834-36-3311
27日（日）佐々木歯科医院（戸田）0834-83-4114
12月 当番医 電話番号
4日（日）かねおか歯科クリニック（千代田町）0834-22-0300

11月 当番医 電話番号
3日（祝）松村医院（本町） 0833-91-0303
6日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020
13日（日）小川クリニック（勝間原）0833-91-5777
20日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100
23日（祝）松永医院（夢ヶ丘入口）0833-91-3006
27日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
12月 当番医 電話番号
4日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020

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
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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
12月 13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
12月 1日（木）12：50～13：20 ゆめプラザ熊毛

22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　12月7日（水）10時～11時
内容　離乳食、虫歯予防について
申込み　11月28日（月）までに、あんしん子育て室

▲詳しくは
こちら

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）
日時　11月19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　11月17日（木）までに、市ホームページ

▲詳しくは
こちら
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遺骨の埋蔵と改葬
●遺骨の埋蔵は経営許可のある墓地で
自宅の庭や所有する土地などに埋

蔵すると、法律違反になります。必ず地
域の共同墓地や市営墓地、寺の墓地・
納骨堂などを利用してください。
●改葬には許可が必要です
改葬を行う際は、環境政策課・総合

支所に申請してください。後日、改葬許
可証を郵送しますので、遺骨と一緒
に、改葬先に渡してください。
持ち物　改葬許可申請書（納骨中の墓
地・納骨堂管理者の埋蔵証明記載済の
もの）
手数料　無料
※申請様式や提出書類は、自治体ごと
に異なる場合があります。詳しくは、
現在の墓地などがある自治体に問
い合わせてください。
問合せ　環境政策課☎0834-22-
8322

県地価調査に係る図書の閲覧
令和4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　市役所本庁舎情報閲覧コー
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

県民手帳の販売
販売期間　11月中旬～令和5年1月
31日（火）
販売場所　スマートシティ推進課・総
合支所地域政策課・支所
価格　600円（税込み）　
問合せ　スマートシティ推進課☎0834-
22-8263

定員　▼市内会場…30分ごとに各5人
▼市外会場…1日5人まで
※いずれも受け付け順です。
受診料　無料
持ち物　健康保険証・健診受診券・問
診票など
申込み　健診日の3週間前までに、氏
名・生年月日・電話番号・希望会場日時
を、電話・市ホームページ
で、保険年金課☎0834-
22-8309

ナベヅル保護のための交通規制
ナベヅルの渡来期間中（初渡来日～

３月下旬）は、ツルの縄張りなど生息状
況に応じて、八代地区内の市道と農道
の交通規制を行います。
問合せ　鶴いこいの里交流センター
☎0833-92-0003

お知らせ
国民健康保険の特定健診
（1～3月集団健診）
対象　市国民健康保険に加入してい
る40歳以上の人で、令和４年度の特
定健診および人間ドックのいずれも受
診していない人
場所と日時　▼キリンビバレッジ周南
総合スポーツセンター…12月23日
（金）、令和5年2月25日（土）、令和5年
3月6日(月)9時30分～12時30分
▼新南陽ふれあいセンター…令和5年
1月18日（水）、令和5年2月3日（金）
9時30分～12時30分▼スターピア
くだまつ（下松市）…12月19日（月）、
令和5年2月14日（火）、令和5年3月
12日（日）10時～13時▼あいぱーく
光（光市）…12月26日（月）、令和5年
1月24日（火）9時～12時

2022.11

▼市役所への郵送は、記載ある場合を除き〒745-8655岐山通1-1周南市
役所○○課で届きます。▼各記事の詳細はホームページで確認してください。

マイナポイント第2弾の申し込み対象となるマイナンバーカードの申
請期限が、12月末まで延長となりました。
※マイナポイント第2弾の申込期限は令和5年2月末までです。詳しくは、
マイナポイントホームページを確認してください。
問合せ　マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178、市民課
☎0834-22-8339

マイナンバーカード申請期限の延長

お知らせ

申し込みはこちらから

▼
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問合せ　文化スポーツ課☎0834-
22-8622

お詫びして訂正します
市広報10月号7ページに掲載した

高齢者のインフルエンザ予防接種実
施医療機関一覧に誤りがありました。
おおしろ小児科は高齢者のインフルエ
ンザ予防接種を実施していません。
問合せ　健康づくり推進課☎0834-
22-8553

相　談
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
について保健師や管理栄養士、歯科衛
生士が相談に応じます。
あなたの健康な毎日のために、今か

らできることを一緒に考えましょう。た
ばこや歯の健康についても相談を受
け付けています。
対象　市内に在住する40歳以上の人
場所と日時　▼徳山保健センター…
11月28日（月）9時～12時、13時30分
～16時15分、12月5日（月）9時～
12時、13時30分～16時15分▼熊毛
総合支所…11月30日（水）9時30分
～12時▼コアプラザかの…12月14日
（水）13時30分～16時15分
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、
住所・氏名・電話番号を、電話で、健康
づくり推進課☎0834-22-8553

あたまの健康相談
対象　もの忘れが気になるなど認知
機能が心配な人（認知症の診断を受け
た人や専門医受診中の人を除く）
期日と場所　▼11月28日（月）…市
役所共用会議室▼11月29日（火）…
ゆめプラザ熊毛
内容　認知機能の確認テストと相談
定員　各6人（受け付け順）
申込み　各日程の2日前までに、電話
で、地域福祉課☎0834-22-8462

大田原自然の家40年のあゆみ展
昭和57年に開所してから現在まで

の40年間の写真・活動内容などを紹
介します。
場所と日時　▼大田原自然の家…
12月25日（日）までの9時～17時（月
曜日休所）▼シビック交流センター…
11月2日（水）～29日（火）8時30分
～22時▼中須支所…11月2日（水）～
29日（火）8時30分～22時▼学び・交
流プラザ…12月1日（木）～25日（日）
9時～22時
問合せ　生涯学習課☎0834-22-
8697、大田原自然の家☎0834-89-
0461

ワンワン銀行
生後3週間～3カ月の、子犬の譲渡

会です。子犬を譲り渡したい人は、11月
15日（火）12時までに、市へ登録してく
ださい。

日時　11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
場合は中止）
場所　大迫田共同墓地前
※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

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13日（日）8時30分～16時
30分

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
11月  8日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛

A
または
B

 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（祝）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

学び・交流プラザ
13時～15時

●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
11月  8日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛 C

 9日（水）9時～12時
コアプラザかの D
人権推進課 E

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

A生活安全課市民相談センター☎0834-22-8320　B山口行政監視行政
相談センター☎083-922-1591　C熊毛総合支所地域政策課☎0833-
92-0008　D鹿野総合支所地域政策課☎0834-68-2331　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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建築士による住宅等無料相談会
住まい全般に対するさまざまな問

題などについて、建築士が相談に応じ
ます。
日時　11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

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
日時　11月16日（水）9時30分、11時、
13時30分、15時（要予約）
場所　市役所共用会議室
内容　売り上げ拡大・創業・事業承継
など、経営に関する相談
申込み　相談内容・日時を、電話・E
メールで、県よろず支援拠点☎083-
902-5959・ info@yorozu-
yamaguchi.go.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

弁護士による離婚・
養育費に関する無料専門相談
個別に時間を調整し、相談の場を設

けます。
対象　子どもを養育しているひとり親ま
たは子どもがいて離婚を考えている人
内容　弁護士による離婚・養育費の専
門相談（1人1時間程度）
定員　30人（受け付け順）
申込み　住所・氏名・電話番号・Eメー
ルアドレス・相談内容を、窓口・電話・E
メールで、次世代政策課☎0834-22-
8827・ jisedai@city.shunan.
lg.jp

福　祉
遺児福祉手当
対象　本市に住所がある、両親または
父親・母親を亡くした義務教育終了前

0834-22-8396・ fukushi@
city.shunan.lg.jp

自衛官などの採用試験
対象　▼陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）…15歳以上17歳未満の男性
（学校長の推薦などの条件あり）▼陸
上自衛隊高等工科学校生徒（一般）…
15歳以上17歳未満の男性▼自衛官
候補生…18歳以上33歳未満の人
※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

7097 講座・講演
プラごみを減らすヒントと
プラごみでアクセサリー作り
対象　市内在住の人
日時　12月3日（土）10時～11時30分
場所　環境館
講師　貞明明子さん（市温暖化対策地
域協議会監事）
定員　10人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加費　500円
申込み　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

イラスト講座
スケジュール帳に、かわいいイラス

トを描いてみませんか。
日時　12月11日（日）10時～11時
30分
場所　新南陽ふれあいセンター
定員　20人（受け付け順）
持ち物　色付きボールペン・サインペン
申込み　11月8日（火）9時～12月9日
（金）17時までに、住所・氏名・電話番
号を、窓口・電話で、新南陽ふれあいセ
ンター☎0834-63-5000

今日からあなたも
一眼レフカメラマン!!
日時　11月19日（土）9時30分～
15時30分

の人を養育する、本市に3カ月以上在
住している人
手当額　児童1人につき3万円（9月
末までに受給資格を失った人や、10月
～令和5年3月に申請した人は1万
5,000円）
※児童扶養手当法に準じた所得制限
があります。
問合せ　次世代政策課☎0834-22-
8460

募　集
テレマティクス・コンテスト
最先端の通信技術であるテレマティ

クス技術を活用した交通安全コンテス
トです。自動車への専用タグの取り付
けとスマートフォンのアプリにより自動
車の運転を点数化しチームで競いま
す。成績上位チームには副賞が贈呈さ
れます。
対象　自動車を日常的に運転する人
※4人1組で申し込んでください。
※スマートフォンのアプリを使用します。
日時　令和5年1月1日（祝）～31日
（火）
定員　200人（50チーム・受け付け順）
申込み　11月30日（水）までに、チー
ム名・代表者氏名・住所・電話番号・代
表者以外の氏名を、窓口・郵送（必
着）・ファクス・Ｅメールで、生活安全課
☎0834-22-8240・ 0834-22-
8243・ seian@city.shunan.
lg.jp

「人生会議」の出前トーク
もしものときに備え、がんの告知や

延命治療の希望、介護をお願いしたい
人などについて自分で考え、家族など
に伝える「人生会議」について、オリジ
ナル動画やガイドブックを使った出前
トークを行います。
対象　市内に在住、または在勤・通学
する、おおむね10人以上が参加予定
の団体
申込み　開催希望日の３週間前まで
に、申込書を、電話・ファクス・Eメール
で、地域福祉課☎0834-22-8462・
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場所　学び・交流プラザ、山﨑八幡宮
内容　一眼レフカメラ操作技術の座
学、屋外で写真撮影
定員　20人（受け付け順）
持ち物　一眼レフカメラ・カメラの説
明書・昼食
申込み　11月4日（金）から定員に達
するまでの10時～17時15分に、電話
で、学び・交流プラザ☎0834-63-
1188

徳山駅前図書館の講座講演
● ハンドメイドワークショップ
　クリスマスリース作り
日時　11月15日（火）10時30分～
11時30分
内容　長く楽しめる花を使ったクリス
マスリース作り

定員　5人（受け付け順）
参加料　2,500円
申込開始日　11月1日（火）9時30分
（窓口のみ）
※図書館カードの登録が必要です。
● 写佛・写経のススメ
　～佛と親しむ穏やかなひと時～
日時　11月22日（火）14時～15時
30分
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
講師　原田宗隆さん（僧侶）
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）
持ち物　図書館カード（当日登録可）、
ペンや色鉛筆（ある人のみ）

申込開始日　11月8日（火）9時30分
（窓口のみ）
●シニアスマホ講座
日時　12月14日（水）▼10時～11時
…スマホ入門編▼11時～12時…基本
編（カメラで撮ろう）
※どちらか一方の参加も可能です。
定員　各15人（受け付け順）
持ち物　スマートフォン（なくても可）
申込開始日　11月30日（水）9時45分
（電話は10時30分）
●いずれも
申し込み開始日から、徳山駅前図書

館で配布する整理券（各回1人1枚）
を、窓口で、徳山駅前図書館☎0834-
34-0834

催　し

●国登録指定の六庭園と漢陽寺の紅葉
平成の日本の名水百選に選ばれた

清流通りや二所山田神社を巡り、曲
水の庭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11日（金）9時45分～12時
集合場所　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）
申込期限　11月9日（水）
●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　11月13日（日）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　11月11日（金）
●まど・みちお 生誕の地を歩く
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　11月16日（水）9時20分～12時

集合場所　文化会館
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（保険代）
申込期限　11月13日（日）
● 岐山地区 野上氏、杉氏、毛利氏を
訪ねる
杉氏の菩提寺、興元寺のある岐山

地区。毛利氏に至るまでの時代に思
いをはせます。
日時　11月19日（土）9時20分～
11時30分
集合場所　文化会館
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（資料代・保険代）
申込期限　11月16日（水）
● 新南陽エリアの永源山周りをウォー
キング
新南陽エリアの永源山の周辺に点

在する社寺を巡り、紅葉の秋を味わ
います。
日時　11月19日（土）9時～12時
集合場所　JR新南陽駅
定員　15人（受け付け順）

参加料　100円（保険代）
申込期限　11月16日（水）
● 堅田家ゆかりの地紅葉の湯野を
歩く
堅田家の里と江戸中期の武家屋敷

山田家本屋および湯野温泉地区を散
策します。
日時　11月19日（土）8時50分～
12時30分
集合・解散　湯野支所
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（資料代・保険代）
申込期限　11月16日（水）
●いずれも
申込み　窓口・郵送・電話・ファクス・
Eメールで、〒745-0033みなみ銀
座1-26まちのポート☎0834-22-
8691・ 0834-33-8425・ inf
o s h u n a n@
ccsnet.ne.jp
問合せ　観光交
流課☎0834-
22-8372

ウオークイベント
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プラスチックフリーを学ぶ
クリスマスコンサート
対象　市内在住の親子
日時　11月27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によ
る弦楽器の演奏、廃材で楽器作り、プラ
スチックモンスターをやっつけよう
定員　10組（申し込み多数の場合は、
抽選）
申込み　11月13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
日時　12月10日（土）9時45分～11時
45分
場所　学び・交流プラザ
内容　コンサート、絵本の読み聞か
せ、マジックショー、工作
定員　親子20組（受け付け順）
参加料　300円（材料費）
申込み　11月10日（木）から定員に
達するまでの10時～17時15分に、

やまぐち女性活躍応援団
地域シンポジウムｉｎ周南
日時　11月11日（金）13時30分～
15時30分
場所　学び・交流プラザ
内容　女性活躍に関する講演、地元企
業の事例紹介、パネルディスカッション
定員　100人
参加料　無料
申込期限　11月8日（火）
問合せ　人権推進課
☎0834-22-8205

催　し
秋のリユース品抽選会
廃棄された物品の中から使用可能な

家具、おもちゃなど約30点を譲ります。
対象　市内在住の人
日時　11月4日(金)～13日(日)9時
～17時（7日(月)は休館）
応募方法　環境館窓口で応募

※抽選結果は、11月18日(金)に、市
ホームページで発表します。
問合せ　環境館☎0834-61-0302

西徳山いけいけ大収穫祭
日時　11月20日（日）9時～15時
場所　道の駅ソレーネ周南
内容　地元の幼稚園・小学生の出演や
三作神楽などのステージイベント、明
治安田生命徳山営業所の健康測定会、
しゅうなんブランド認定品の紹介、屋
台村、もちつき実演販売、無料で楽し
める湯野温泉の足湯など
問合せ　道の駅ソレーネ周南☎0834-
83-3303、農林課☎0834-22-8369

周南さかなまつり
地元で取れたおいしい魚の即売な

どを行います。
※少雨決行です。（荒天中止）
※駐車場はないため、公共交通機関な
どを利用してください。
日時　11月23日（祝）10時～14時
（売り切れ次第終了）
場所　市水産物市場
問合せ　周南さかなまつり実行委員
会☎0834-22-8660

対象　家屋の新増築・解体や、未登記家屋の所有者変
更・地目変更をした人
●家屋を新築・増築したとき
令和5年度から固定資産税が課税されます。届け出を

行ってください。
持ち物　家屋の間取りや寸法が分かる平面図など
※現況調査を行います。
●家屋を解体したとき
令和5年度から、家屋の固定資産税が課税されなくな

ります。
※今年中に取り壊しても、今年度の固定資産税の還付
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の所有者の変更が

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なた

め、届け出てください。
●いずれも
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

固定資産税の課税に関し、市では1月2日～令和5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。

家屋の新増築・解体や地目変更の際には届け出が必要です

お知らせ

申し込みはこちらのフォームから

▼
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●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生
日時　11月12日（土）13時～14時
定員　30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　11月16日（水）10時～11時
●ブックリサイクル
日時　11月19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）
●朗読カフェin図書館
日時　11月26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
問合せ　中央図書館☎0834-22-
8682

新南陽図書館の催し
●古文書を始める会
日時　11月9日（水）10時～11時30分
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　11月11日（金）10時～12時
●おはなし会
日時　11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　11月18日（金）10時～12時
●いずれも
問合せ　新南陽図書館☎0834-62-
1150

電話で、学び・交流プラザ☎0834-
63-1188

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3日（土）9時30分～15時
内容　自然の中での素材集め・リース
作り・焼きいも
定員　10家族（申し込み多数の場合
は、抽選）
参加料　▼小学生以上…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21日（月）
必要事項　住所・参加する家族全員の
氏名・年齢・電話番号・参加希望の動機
●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11日（日）13時～16時
内容　コンニャク芋からコンニャクを
家族で手作り
定員　10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21日（月）
必要事項　住所・参加する家族全員の
氏名・年齢・電話番号・参加希望の動機
●50㎞を歩く学び・交流の旅
学び・交流プラザから八代のツル飛

来地まで約50㎞を歩きます。（2泊3
日）

対象　小学校4年生～中学生
日時　12月25日（日）～27日（火）
9時30分～15時
集合場所　学び・交流プラザ
定員　20人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　6,000円
申込期限　11月28日（月）
必要事項　郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・性別・学校・学年・電話番号・保
護者氏名・希望するコース・参加希望の
動機
●いずれも
申込み　申込期限までに、郵送（必着）・
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

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

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12日（土）10時30分～
11時30分

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。

ボートレース徳山公式ＳＮＳ

公式
ホームページ Instagram Facebook Twitter Youtube

120期のボートレーサーとして、平成29年にデビュー。
同期の佐々木完太選手と共に、山口支部の将来のエース候補として期待される逸材です。
令和2年にはデビュー初の優勝戦出場を果たし、A級にも昇格！ボートレーサーとして

グングン成長している最中です。デビュー初優勝をめざし、これからますます活躍が期待
される井本選手を、皆さんぜひ応援してください！

井本 昌也選手（25）

山口支部若手選手紹介
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市内にある県営住宅の募集
住宅名 住所 家賃（月額:円）
大迫田 五月町14-5 20,000～39,200
金剛山 徳山8406-1 20,700～40,700
旭ケ丘 久米931-99 23,400～45,900
ひばりケ丘 久米ひばりケ丘324-51 14,900～29,200
湯野 湯野3868-4 25,100～49,300
第二金剛山 徳山6804-1 25,800～50,600
周陽 周陽２-7-2 25,600～50,200
西桝 西桝町4-4 16,600～32,600
福川南 室尾1-4-3 23,800～46,700
新堤 新堤町7-47 25,700～50,400
○周南A 扇町2 18,800～36,900
○周南B 扇町3 16,700～32,800
○慶万 慶万町10 13,100～25,800
○若山 上迫町12-2 16,400～32,200

※○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（日）～
30日（水）消印有効●抽選会／12月
8日（木）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

環境影響評価方法書の縦覧など
　長穂地区で計画している太陽光
発電事業の環境影響評価方法書に
ついて、次のとおり実施します。
●縦覧
●縦覧期間と場所／11月1日（火）
～12月1日（木）8時30分～17時
15分…環境政策課、長
穂支所※インターネット
上でも縦覧できます。
●環境保全の見地から意見がある
人の意見書受け付け
●申込み／11月1日（火）～12月
16日（金）に、住所・氏名・意見（理由
を含む）を、環境政策課または長穂
支所窓口・〒106-0032東京都港
区六本木3-2-1六本木グランドタ
ワー33Fパシフィコ・エナジー徳山
へ郵送（当日消印有効）
●説明会
●日時と場所／11月10日（木）

18時30分～20時（1時間30分程
度）…長穂支所
●いずれも
●問合せ／パシフィコ・エナジー徳山
丹
にゅうのや

生谷さん、久
くぼた

保田さん☎03-
4540-7825

コスタリカ料理教室
　ガジョピントなど、珍しい中米の
家庭料理教室です。●日時／11月
3日（祝）10時～13時●場所／中
央地区市民センター●定員／12人
（受け付け順）●参加費／1,500円
●申込み／周南ラテン文化クラブ
三木さん☎090-1681-8647

やまぐちファーマーズマーケット
●日時／11月6日（日）9時～13時
●場所／御幸通（メガネのタナカ
前）●内容／県内産の農産品・加工
品などの販売●問合せ／やまぐち
ファーマーズマーケット実行委員会
☎0834-26-0303
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椒を作ろう！
●日時／11月19日（土）15時～
17時●場所／学び・交流プラザ
●内容／須金産のトウガラシを
使った柚子胡椒作り●定員／15人
●参加料／2,000円●持ち物／エ
プロン・三角巾・手拭きタオル●申込
み／11月1日（火）～15日（火）に、窓
口・電話で、まちのポート☎0834-
22-8691

ニューシティウインズ
12thコンサート
　市内出身でクラリネット奏者の
野村友輝さんを特別ゲストに迎え
た、スペシャルな吹奏楽演奏会で
す。●日時／11月
19日（土）18時30分
（18時開場）●場
所／文化会館●定
員／1,800人●参
加料／500円（中学

生以下無料）●問合せ／辻本さん
☎090-4892-2884

行政書士による無料相談会
●日時／11月25日（金）9時～12時
（1相談20分間まで）●場所／学
び・交流プラザ●内容／建設業許
可等、農地転用、遺言、相続など（要
予約）●問合せ／県行政書士会周
南支部☎0834-63-0781

ウサギのミニポーチを作りましょう！
　来年の干支にちなんで、両面にウ
サギのアップリケのついたミニ
ポーチを作ります。●対象／市内在
住のおおむね60歳以上の人●日
時／11月26日（土）13時～15時
●場所／新南陽老人福祉センター
●講師／石丸真由美さん（パッチ
ワークキルト講師）●定員／10人
●参加料／700円（材料費）●持ち
物／針・待ち針10本以上・糸切りは
さみ・スティックのり●申込み／11月
1日（火）から、氏名・電話番号を、
電話で、新南陽老人福祉センター
☎0834-62-1935

秋月囲碁大会
●日時／12月4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20日
（日）までに、枡田さん☎0834-28-
1750

茶花を楽しむ会
～茶花はいいね　楽しいね～
　庭先や野に咲いている身近な花
を生けてみませんか。
●日時／第3金曜日の11時～15時
●場所／学び・交流プラザ●講師／
重永博子さん（江戸千家茶道教授）
●月謝／2,200円
●問合せ／宇

うだ

多さん
☎0834-63-9986

◎ 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
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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】138,504人（前月比 －70人）

［男］67,392人（前月比 －37人）
［女］71,112人（前月比 －33人）
●出生71人 ●死亡146人
●転入271人 ●転出266人

【世帯】68,257世帯（前月比 ＋24世帯）

人のうごき（9月30日現在）

0件（令和4年の累計38件）
火災件数（9月の発生件数）

市政情報番組   周南市市政だより
【11月の放送】
カッコいいぞ、介護！
「介護の仕事って大変そう…」と思ってい
るあなた。働いている人の声や実際の仕
事の様子を、ちょっと覗いてみませんか。そ
んなイメージが変わるかもしれません。
【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　スマートシティ推進課☎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

　11月8日は〇〇〇の日。しっ
かり噛むことは認知症予防にも
なります！
①むし歯　②入れ歯　③いい歯

応募方法　11月25日（金）必着で、ク
イズの答え・市広報や、テレビのdボ
タン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　③個性

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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