
【「生活改善・学力向上プロジェクト」市内中学校でも取組みがはじまる】
　昨年，市内全小学校において，全国に先駆けてはじまった「生活改善・学力向上プロジェクト」。2年目の
今年は，中学校における学力向上で有名な小

おごう

河 勝
まさる

先生の指導のもとで市内中学校にも導入し，さらに子ども
たちを伸ばす取組みとしてスタートしました。（関連記事 3ページ）（写真は高千帆中学校でのようす）
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生活改善・学力向上プロジェクト生活改善・学力向上プロジェクト

　学力検査から常識を覆
くつがえ

す結果が出ました
「心と体と脳の土台づくり」「意欲と自信を持つ子」を
育てるため，山陽小野田市では，昨年度から市内全小学校
で，「早寝・早起き・朝ごはん，テレビも消して家族団ら
ん」といった生活習慣の改善，「読み・書き・計算」など
の基礎基本の徹底反復をモジュール授業として行う「生活
改善・学力向上プロジェクト」に取り組みました。
　一方で，この１年間の客観的な評価のため，昨年５月と
今年2月に全児童を対象に，全国標準学力検査，知能検査
および生活習慣調査を行いました。その中で，全体として
は次のような成果が得られました。

●学力（国語と算数の平均）は，偏差値で49.9 から
52.1 に上昇し，全体でも2ポイント以上という大き
な伸びを示した。
●知能指数は，102から 111に上昇し，全体でも9
ポイントという驚異的な伸びを示した。

　「多くの児童が一定期間で，これだけ学力が上がっ
たことは過去に前例がない」とこの結果に驚いているの
は，総合指導をいただいている陰漲山英男氏。また，「知
能指数が平均で１１０を超えるのは，常識を覆す結果
だ」とも言われています。予想を超える大きな成果が学
力検査のデータから証明されました。

【学力の伸び】
63％の子どもが伸びました。（黒塗りの部分）

【知能指数の伸び】
84％の子どもが伸びました。（黒塗りの部分）

1年間で大きな成果が
あらわれています

▲有帆小学校で百ます計算の指導を行う隂山英男氏（平成 18年 6月 5日）
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2年目の挑戦 中学校 
での取組みがはじまりました

徹底反復による基礎基本の定着を目指します
　昨年度の小学校での取組みに続いて，今年度から
市内全中学校においても，このプロジェクトを進め
ていきます。
　具体的な取組みは小学校と同様で，学校において
は，毎日20分程度のモジュール授業の実施，家庭で
は生活習慣の改善です。
　中学校における学力低下は，基礎基本の定着不
足が大きな原因といわれています。このため，学習
内容の進み具合についていけず，自己不信感を募ら
せ，“無気力”や“荒れる”といった問題行動につなが
ることも考えられます。
 　今回の取組みは，子どもたちが自分自身への自信
や意欲を向上させることとあわせて，徹底反復によ
る基礎基本の定着によって，学力の向上にもつなが
ると期待しています。
　中学校への導入は，小学校よりもさらに難しいと

結びつけるかです。先生たちの挑戦は続きます。
　義務教育改革の本丸は，中学校と考えています。中学
校を終えた後，周りの環境がどうであろうと，自分で人
生の荒波に出ていける，そんな子どもを育てたいと思っ
ています。それを目指して，市内全中学校に今年度より
本プロジェクトを導入します。特別な学校をつくるので
はなく，全校一斉導入という全国初の試みは，本市にお
いて義務教育では格差を作らないという思いからです。
　もちろん，この試みが実を結ぶためには，子どもの頑
張り，先生の頑張り，保護者の頑張り，と同時に地域の
方々，市民全員のご理解とご協力が不可欠です。特に学
力調査・生活実態調査からは，生活習慣が学業に極めて
大きな影響を与えると同時に，その改善がとても難しい
ことがわかりました。生活改善は子どもだけではできま
せん。まず，保護者の方々，それを取り巻く市民全員の
ご協力が必要です。
　今年度は，さらに広げて全市を挙げて「早寝・早起き・
朝ごはん，テレビも消して家族団らん」に取り組みたい
と思っています。どうぞ，よろしくお願いします。
　みんなですばらしい子どもを育てましょう。

　本プロジェクトも１年目が終わり，
予想を超える成果に驚いています。
子どもたちはとても頑張りました。
保護者の方々も生活改善でご協力い

ただきました。そして，先生方も新しい試みに全力で取
り組まれました。まず，これらの方々に感謝申し上げます。
この成果や取組みは，政府の教育再生会議でも再三にわ
たり取り上げられ，注目を集めているところです。
　近年，授業が始まっても席につかない子どもが増え，
全国的に大きな問題になっています。このように授業に
入る前の土台ができていない子どもが増えているのが現
実です。この土台づくりのためにモジュール授業を導入
し，生活改善をお願いしました。その成果は，知能指数
の大幅な上昇という形で表れました。２年目の今年は，
この知能指数の上昇をどう授業で活かし，本当の学力に

「早寝・早起き・朝ごはん，
テレビも消して家族団らん !!」

教育長　江澤　正思

【問い合せ先】教育政策室（☎82-1208）　E-mail:k-seisaku@city.sanyo-onoda.lg.jp

されており，全国初の試みに先生方も果敢に取り組
んでいます。
　保護者の皆様のご理解をいただき，家庭での取組
みについても，ご協力くださいますよう，お願いい
たします。

▲四則計算の徹底反復を時間をはかりながら行い
ます。（写真は一例）
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教育委員会内に

「心の支援室」
を設置しました。

平成 19 年度の機構改革で，教育委員会内
に「心の支援室」が設置されました。
昨年度までは，「教育相談員」が様々な学校
問題に対応してきましたが，「心の支援室」設
置に伴い，今年度は新たに「心の支援員」が
いじめ問題や不登校児童・生徒の対応を中心
に活動していきます。
子どもの健全な成長のために，学校・家庭
とも連携しながら，様々な支援を進めていき
ます。
また，下記にありますように「ヤングテレ
ホンさんようおのだ」「教育相談の日」もお気
軽にご利用ください。

《活動内容》
◆いじめ問題・不登校の児童・生徒や
保護者への支援（家庭訪問，ふれあ
い活動，教育相談など）

◆保健室登校・相談室登校児童・生徒
への支援

◆学校訪問による情報交換
◆下校時の安全指導
◆長期休業中の校外補導

いじめ問題の解決，不登校児童・生徒の支援に取り組みます

【「心の支援室」にお気軽にご相談ください　秘密は厳守します】
☎82-1188   fax84-8691   E-mail : kokoro@city.sanyo-onoda.lg.jp

ヤングテレホン さんようおのだ
　学校や友だち，家庭，性のことなどの人に言えない
悩みの相談，また保護者からの青少年に関わる相談を
専門の相談員が受けています。
　相談内容については秘密を厳守していますので，ど
うぞお気軽にご相談ください。
【開設時間】8:30～17:00（月曜日から金曜日）

☎84-2000
【E-mail】youngtel@city.sanyo-onoda.lg.jp

「教育相談の日」をはじめます
　いじめ問題・不登校児童生徒や保護者，家庭を対象
に，様々な悩みごとの相談に応じます。
　事前に「心の支援室」で電話予約を受け付けていま
すが，当日，直接来られても構いません。秘密は厳守
します。
【日時】毎週月曜日　14:00～16:00
【場所】ふれあい相談室（小野田児童館２階）
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●5月 12日は
　民生委員･児童委員の日
　大正 6年 5月 12 日，岡山県で現在の
民生委員制度の前身である済世顧問制度

の設置規定が交付されたことにより，毎

年 5月 12日を「民生委員･児童委員の日」

として定められたものです。済世顧問制

度設置規定が交付されてから今年で 90周

年を迎えます。

民生委員・児童委員
5月 12日は民生委員・児童委員の日です

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員のはたらき

●秘密の厳守

　民生委員･児童委員には，法律により守
秘義務があり，他者へプライバシーを漏

らすことはありませんので，お気軽にご

相談ください。

民生委員は，民生委員法に基づいて厚生労働大臣が委嘱

し，地域に配置されています。また，児童福祉法の規定によっ

て児童委員も委嘱されています。

　現在，山陽小野田市では，149名の民生委員・児童委員

と児童福祉に関する事項を専門的に担当する９名の主任児

童委員がおり，本市を 4つの地区に分けてそれぞれの地域

で活動を続けています。

　生活に困っている人や，高齢者，障がいのある人，児童･

母子などの相談に応じたり助言をしています。また，福祉

サービスを適切に利用するために必要な情報提供やその他

の援助をしています。

■社会調査活動
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握し
ます。

■相談活動
地域住民が抱える問題について，相手の立場に立ち，親
身になって相談にのります。

■情報提供活動
社会福祉の制度やサービスについて，その内容や情報を
住民に的確に提供します。

■連絡通報活動
住民が，個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが受け
られるよう関係行政機関，施設･団体等に連絡し，必要
な対応を促すパイプの役割をつとめます。

■調整活動
住民の福祉需要に対応し，適切なサービスが図られるよ
う支援します。

■生活支援活動
住民の求める生活支援活動を自ら行い，支援体制を作っ
ていきます。

■意見具申活動
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ，
必要に応じて民生児童委員協議会を通して関係機関など
に意見を提起します。

●どのように選ばれるの

　民生委員･児童委員は，市に設置された
民生委員推薦会により選考が行われ，県

に推薦されます。県知事は，推薦された

候補者について県に設置された地方社会

福祉審議会の意見を聴いた後に，厚生労

働大臣に推薦し，厚生労働大臣が委嘱し

ます。任期は 3年で，今年の 11月 30日

で任期が終了し，改選が行われます。

　民生委員･児童委員さんは，それぞ
れ担当地区があります。地区の民生委
員･児童委員さんがわからない場合等
は，お問い合わせください。
【問い合せ先】
社会福祉課地域福祉係（☎ 82-1194）

地 域 福 祉に お け る の 担 い 手

●民生委員のマーク

　幸せの芽生えを示す四
つ葉のクローバーをバッ

クに，民生委員の「み」

の文字と児童委員を示す双

葉を組み合わせ，平和のシンボルの鳩を

かたどって，愛情と奉仕をあらわしてい

ます。（昭和 35年に公募により決定）
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▼今後さらに内容を充実させるため，市民活動等の
情報の提供をお願いします。

公金収納業務の
取り扱いを始めます

5 月 11日㈮ ▼ 20 日㈰

春の全国交通安全運動
住みよい山口　いつも心に　交通安全

▼重点目標
•子どもと高齢者の交通事故防止
•飲酒運転の根絶
•自転車の安全利用の推進
•後部座席を含むシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底

市民活動ガイドブックを作成しました
　市内の市民活動団体の情報を市民のみなさんに提供
し，活動内容等を知っていただくため，「市民活動ガイ
ドブック」を作成しました。下記施設で閲覧できます。

○閲覧場所
市民活動推進課，社会教育課，総合事務所地域行政課，
各支所・出張所，各公民館，図書館ほか

○問い合せ先　市民活動推進課（☎ 82-1134）

5 月からは，毎週水曜日の窓口延長時間に公金の納付もできます。

市民課・税務課に続き，

毎週水曜日　19:00 まで

出納室【市役所1階 4番窓口】

▼納付書または督促状を必ずお持ちください。

▼お支払いができる公金は，現年度分のみです。

▼市税については，従来通り税務課窓口にて納付できます。

とき

窓口

納付できる
公　金

介護保険料
下水道使用料
公営住宅使用料

国民健康保険料
下水道受益者負担金
農業集落排水使用料

　市では，昨年 10月から毎週水曜日に市民課・税務課の窓口業務時間を 19:00 まで延長していま
すが，市民サービスの一層の向上を図るため，5月からは取扱業務を拡大し，公金（現年度分）の
収納業務も行います。　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合せ先】行政改革課（☎ 82-1135）

ご注意ください

延間夜 で口窓長
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市長から
市民のみなさんへ

市内観光してみませんか
　月に２回，小野田地区と山陽地区の自治会に交互
にお邪魔し，市民のみなさんと市政について語り合
う「対話の日」。お陰さまで，各会場とも，多くの
方にご来場いただき，市役所の中にいては決して知
りえなかったであろう市民のみなさんの “生の声”
をおうかがいする貴重な場となっています。
　しかし，最近，その会場でみなさんとお話ししな
がら，少し気になっていることがあります。それは，
小野田地区，山陽地区の方とも，互いがどのような
まち
4 4

なのかあまりご存知ないということです。合併
してすでに 2年が経過し，各種団体等の統合はかな
りすすんでいますが，肝心の市民同士の交流がまだ
まだ不足しているのではないかと感じるのです。
　市内には平安時代の歌人，和泉式部の墓や幕末の
志士，来嶋又兵衛生誕の地など史跡も数多くありま
す。これから気候も良くなってきますので，遠出を
予定されている方もいらっしゃることでしょうが，
まずはふるさと探訪，“山陽小野田再発見の旅” に
お出かけになってみてはいかがでしょうか。
　なお，市でも市民活動推進課（☎ 82-1134）で，“市
内施設めぐり” という事業を行っています。市のマ
イクロバスを利用し，名所や公共施設見学などご要
望に応じて市内を巡ります。ぜひ，自治会や団体単
位でお申し込みいただき，市民交流を深めるきっか

48

けにしていただければと思います。
　高齢者・障がい者に優しい取組みを

　これも対話の日に関係しての話ですが，先日，あ
る会場で膝が悪いお年寄りの方が公共施設の和式ト
イレでご苦労されているというお話をおうかがいし
ました。
　「財政難のため，申し訳ありませんが，洋式トイ
レへの改修を行う費用はご用意できません」とお話
したところ，その方から「和式トイレの上に設置し，
膝を曲げなくても使用できる簡易トイレなら安価
で代用がきくのでは」と教えていただきました。障
がいをお持ちの児童の親御さんからも，同様の要望
をいただいているところでしたので，この件に関し
ては前向きに検討し，すべての施設について改善を
図っていきたいと考えております。
　一人暮らしのお年寄りの方から，「施設に入所す
るので空き家になるわが家をどうしたらいいのか知
恵を貸してもらいたい」という切実なお話もおうか
がいしました。私が思っている以上に高齢化社会が
すすみ，数々の問題が起こっています。財政難では
ありますが，市としてできる手を打っていかなけれ
ばと意識しているところです。
　
　終わりになりましたが，5月 27日に文化会館で，
NHK衛星放送の番組「行くよ！後輩　ほいきた！
先輩」の公開録画が行われます。新番組なので，詳
しい内容はまだ存じていませんが，ステージ上では
職場の先輩後輩の微笑ましい，また抱腹絶倒のやり
とりが行われることでしょう。まだ若干，入場整理
券（無料）に余裕があるようですので，ぜひともご
家族連れでご来場していただければと思います。（問
い合せは社会教育課☎ 82-1204 まで）

対話の日※いずれの会場も19:00から　

5月10日(木) 梶沖開作自治会館
5月24日(木) 刈 屋 自 治 会 館
6月14日(木) 永 安 台 公 会 堂

▲市内施設めぐりのようす（消防署にて）
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情報ひろば

健康だより

３ 歳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・問診票持参）
■保健センター
○とき　6月 6日㈬　13：15～14：15
■小野田保健センター
○とき　5月25日㈮　13：15～14：15

◇対象
0 歳～ 1歳 3か月児の母親

■保健センター
○とき
　5 月 10 日㈭　10:00 ～ 11:30
○内容
かぶとづくり

■小野田保健センター
○とき
　5 月 17 日㈭　10:00 ～ 11:30
○内容
紙ひこうきづくり

（母子健康手帳持参）
◇対象　乳幼児
◇内容
乳幼児の身体計測，育児相談・
栄養相談

■保健センター
○とき　5 月10 日㈭　9:00 ～11:00
■小野田保健センター
○とき　5 月17 日㈭　9:00 ～11:00
■須恵福祉会館
○とき　6月 5日㈫　9:30 ～11:00

すくすくベビーサークル

す く す く 相 談

元 気 は つ ら つ 健 康 体 操
◇日程

5 月 9 日㈬
(9:30 ～ 11:00)

赤崎福祉会館

5月 15 日㈫
(9:45 ～ 11:30)

保健センター

5月 22 日㈫
(9:30 ～ 11:00)

本山福祉会館

5月 28 日㈪
(9:30 ～ 11:00)

津布田会館

6月 4 日㈪
(9:30 ～ 11:00)

有帆福祉会館

6月 5 日㈫
(9:45 ～ 11:30)

小野田
保健センター

◇内容　筋力アップ体操，ストレッ
チ，リズム体操ほか

※健康手帳，運動可能な服装をご
用意ください。

　日ごろの介護についての悩み，
疑問などを一緒に話し合ってみま
せんか。（介護を受ける方ご本人の
参加・送迎希望の場合は，事前に
ご連絡ください）
◇とき　5月 15日㈫　13:30～ 15:30
◇ところ・問い合せ先
　山陽総合福祉センター
　（☎ 72-1813）

認知症老人を支える家族の集い

保健センター ☎ 71-1814
小野田保健センター ☎ 84-1220

療 育 相 談
　言葉が遅れていたり，歩かない
など，お子さんの発達で気がかり
なことはありませんか。お気軽に
ご相談ください。（電話での予約が
必要です。）
◇対象　乳幼児とその保護者
◇とき　5 月 15 日㈫　13:00 ～
◇ところ
小野田保健センター

◇申込先　保健センター

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせは広報広聴課（☎ 82-1133）まで。お得な割引制度もあります。

訂正とお詫び
　4月初旬に配布した「すこやか
山陽小野田」の 4ページ，「医療
機関での健康診査」で肝炎ウイ
ルス検診の対象者が間違ってい
ました。下記のとおり，訂正し
お詫びします。
誤）「40～ 70 歳で過去に肝炎
ウイルス検診を受けてな
い方」

↓
正）「40 ～ 75 歳で過去に肝
炎ウイルス検診を受けて
ない方」

乳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・乳児健康診査票持参）
◇対象　生後１・３・７か月児
※各医療機関にお問い合わせのう
え，受診してください。

１歳６か月児健康診査
（母子健康手帳・問診票持参）
◇とき　5月11日㈮　13：15～14：15
◇ところ　小野田保健センター
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募集・試験

自 衛 官 募 集

■行政事務，税務，土木，林業
　昭和 61 年 4月 2日～

平成 2年 4月 1日生まれの人
◇受付期間
　6 月 26 日㈫～ 7月 3日㈫
◇試験日
　第１次　 9月 9日㈰
　第２次　10 月 18 日㈭～ 25 日㈭
※詳しくはお問い合わせください。
◇問い合せ先
　人事院中国事務局（☎ 082-228-1183）

国家公務員Ⅲ種採用試験

◇対象　市内在住の人
◇内容　市内の小学校，松原分校
小学部での算数科の指導（計算），
家庭科の指導（裁縫，調理），書
写の指導（硬筆，毛筆），学校図
書館業務の補助，特別支援教育
の生活補助など

◇申込期限　5 月 18 日㈮（必着）
◇申込先　教育委員会・市内各小
学校・各公民館に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入し提出

◇問い合せ先
　学校教育課（☎ 82-1201）
教育政策室（☎ 82-1208）

学習支援ボランティア募集
■2等陸・海・空士
＜平成19年 7月採用＞
◇対象　昭和 55 年 7月 2日～
平成元年 7月 1日生まれの男子

◇試験日　6 月 3 日㈰（一次募集）
6月 23 日㈯（二次募集）

◇受付期間
○一次募集　5月31日㈭まで（必着）
○二次募集
6月 1日㈮～ 6月 20 日㈬（必着）

■海上自衛隊技術幹部および海曹
◇採用予定人数
○技術幹部　約 5名
○技術海曹
国家免許資格等を有する人：約
35 名，工科系の短大・高専卒業
以上の学歴を有する人：若干名

◇受験資格　自衛隊宇部地域事務
所にお問い合わせください。

◇受付期間
5 月 7 日㈪～ 25 日㈮（必着）

◇試験日　技術海曹：7月 2日㈪　
　　　　技術幹部：7月 3日㈫

◇問い合せ・申込先
　自衛隊宇部地域事務所
　（☎ 31-4355）

◇とき　7 月 9日㈪　10:00 ～ 12:00
※受付時間は 9:00 ～ 9:30 です
◇ところ　県セミナーパーク
◇受付期間
5 月 1 日㈫～ 5月 22 日㈫（必着）

◇問い合せ・申込先
下水道課普及収納係
（☎ 82-1164）

下 水 道 排 水 設 備 工 事
責 任 技 術 者 試 験

◇対象　40 ～ 65 歳の市内在住の
国民健康保険被保険者で，原則
として全ての回に参加できる人。
（過去に参加した人は除く）
◇とき
　5 月 21 日㈪～ 7月 20 日㈮
　毎週月・金曜日　9:30 ～ 10:30
※ 5 月 21 日㈪は，13:30 から市民
館第 1・2 会議室にて開講式を行
います。

◇ところ　小野田スイミングクラ
ブおよびスポーツコアアルファ

◇内容　健康チェック，水中運動，
ヨガ風ストレッチ，筋力アップ
体操ほか

◇費用　1,000 円（送迎希望者は 1
か月につき別途 500 円必要）

◇定員　両教室合わせて 40 人
※応募多数の場合は抽選
◇申込期限　5 月 16 日㈬（必着）
◇申込方法　はがき，FAX または
E-mail で，郵便番号・住所・氏名・
生年月日・電話番号（確実に連
絡がとれるところ），「水中運動
教室」または「体操教室」のど
ちらか一方を明記のうえ，申し
込んでください。

◇問い合せ・申込先　保健センター
（☎ 71-1816　FAX 71-0673）
E-mail：hokenc@city.sanyo-onoda.lg.jp

いきいき水中運動教室・
若返り体操教室受講生募集

● 瑞宝双光章

● 瑞宝単光章

受章おめでとうございます
危険業務従事者叙勲（敬称略，順不同）

泉谷　茂　　　（警察功労・元警視正）

杉野　一郎　　（警察功労・元県警視）

長澤　勲          （消防功労・元小野田市消防司令長）

県営住宅入居者募集
◇募集戸数等
団地名 一般枠 優先枠 間取り
平原 1戸 ― ３ＤＫ
叶松 2戸 1戸 ３ＬＤＫ
本山 1戸 ― ３ＤＫ
桜山 1戸 ― ３ＤＫ
第二古開作 1戸 1戸 ３LＤＫ
杣尻 1戸 ― ３ＬＤＫ
※優先枠は，高齢者，障がい者，
母子世帯等の人で，一定の要件を
満たす人が対象です。
◇家賃　月額 13,300 円～ 43,400 円
◇駐車場使用料
　月額 500 円～ 800 円
◇入居申込書の受付期間
　5月20日㈰～31日㈭（消印有効）
◇問い合せ・入居申込書の送付先
　〒 755-0033
　宇部市琴芝町一丁目 1-50
　（県宇部総合庁舎 2階）
　山口県住宅供給公社宇部支所
　　　　　　　　　　（☎ 37-0878）

お詫びと訂正 軽自動車税納税通知書兼領収書の納付場所の一部に誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤）山口県信用金庫 → 正）山口県信用組合 問税務課市民税係（☎ 82-1125）
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人のうごき（4月 1日現在）

世帯 27,681 世帯 （-7）
人口 67,610 人 （-177）
男 31,871 人 （-97）
女 35,739 人 （-80）

※（　）内は前月との比較

お知らせ

くらしの相談員が決まりました
　平成 19 年度山口県くらしの相談
員は次の方々です。消費者からの
苦情・相談の窓口として活動され
ます。
■くらしの相談員
　白石　貴美子さん（浜　☎ 83-6202）
　茶屋　由子さん（梅田　☎ 83-5837）
◇問い合せ先
商工労働課 (☎ 82-1150）

請求件数 公開 部分公開 非公開 不存在 取り下げ
市長部局 16 3 10 0 2 1
その他 10 2 5 0 3 0
合計 26 5 15 0 5 1

請求件数 開示 部分開示 非開示 不存在 取り下げ
市長部局 2 2 0 0 0 0
その他 3 2 1 0 0 0
合計 5 4 1 0 0 0

個人情報保護制度の実施状況（平成18年 4月 1日～平成19年 3月 31日）

情報公開制度の実施状況（平成18年 4月 1日～平成19年 3月 31日）

　平成 19 年 10 月 1 日から平成 20
年 9 月 30 日の間に，市が発注する
物品・製造等（印刷製本，資源ゴ
ミ売払い，建物の清掃，警備，浄
化槽の管理）の指名競争入札参加
資格審査の申請を受け付けます。
参加希望者は，受付期間中に申請
書を提出してください。
◇受付期間
　7 月 2 日㈪～ 31 日㈫（必着）
◇問い合せ・申込先
監理室（☎ 82-1180）

物品・製造等の指名競争入札
参 加 資 格 審 査 の 申 請 　やむを得ない事情で飼えなく

なった犬・猫については，市が引
き取っています。このたび，山口
県条例により，今年の 10 月 1 日か
ら，飼い主からの引き取りには手
数料が必要となります。
◇引き取り手数料
○生後 90 日を越える犬・猫
1頭（匹）につき 2,000 円

○生後 90 日以内の犬・猫
1頭（匹）につき 400 円

◇問い合せ先
　環境課環境衛生係（☎ 82-1143）

飼犬・飼猫の引き取り有料化

■問い合せ先　総務課（☎ 82-1121）

◇とき　10:00 ～ 15:00
第 1 回　5月 19 日㈯
第 2回　6月 23 日㈯
第 3回　7月 14 日㈯

※全 3回を通して学習します。
◇ところ　山口東京理科大学 5 号
館 1階ワークステーション教室

◇内容
文書の作り方，電子メールの送受
信，インターネットの楽しみ方等

◇費用　1,500 円（資料代含む）
◇定員　70人 (定員になり次第締切 )
◇申込期限　5 月 18 日㈮
◇問い合せ・申込先
山口東京理科大学　庶務課
（☎ 88-4504　FAX 88-3400）

市 民 の た め の
パソコン教室（入門編）

■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

 現在 ,地球の平均気温は毎年上昇しています。これ
は ,「地球温暖化」と呼ばれる現象によるものです。
今回の広報から ,身近なところから地球温暖化を抑え
る方法を提案していきます。
■「もったいない」が地球を救う
○スーパー等でもらうレジ袋。知らない間にたまって ,
燃えるゴミになっていませんか？もったいないですよ
ね。まずは買い物袋を持って買い物にでかけましょう。

地
ア ー ス

球はわが身
み

（明
あ す

日はわが身
み

）
emergency on

planet earth

　5 月 12 日は，ナイチンゲールの
誕生日を記念した看護の日です。
この日にちなんで，看護師等によ
る健康チェックを無料で行います。
◇とき
5 月 12 日㈯　9:30 ～ 12:00

◇ところ　丸久厚狭店内
◇内容
　血圧測定，体脂肪測定，日常生
活上の相談，栄養相談等

◇問い合せ先
　山陽市民病院看護部
　（☎ 72-1121　担当：山本）

看 護 の 日 健 康 相 談

　5 月 21 日～ 27 日は春の行政相談
週間です。官公庁の仕事について
相談ごとをお持ちの人は，行政相
談委員にご相談ください。
■行政相談委員
木村　憲次さん，田中　昌子さん，
藤本　英子さん

◇問い合せ先　山口行政評価事務所
　(☎ 083-922-1591）

春 の 行 政 相 談 週 間
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　3Ｒ
～　秋の花壇コンクール参加者募集　～

■参加資格　花壇面積が 6.6 ㎡以上で市内在住の
個人および団体

■申込期限　5 月 24 日㈭（必着）
■申込先
　社会教育課，総合事務所地域行政課，各公民館
■問い合せ先　社会教育課（☎ 82-1203）
※申込者には，6月中旬に厚陽公民館でサルビア
とマリーゴールドの花の苗をお渡しします。

花いっぱい運動
一般廃棄物処理基本計画を作成しました

　循環型社会の形成に向けた，廃棄物行政のあり方を示
す「一般廃棄物処理基本計画」を作成しました。市民，
事業者，行政の協働による 3R（リデュース：発生抑制，
リユース：再使用，リサイクル：再生利用）を推進し，
効率的・効果的なごみ処理を進めていきます。

○閲覧場所　環境課，総合事務所地域行政課
　市ホームページ（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）
○問い合せ先　環境課（☎ 82-1143）

【休館日】毎週月・火曜日・5/2㈬・5/13㈰

きららガラス未来館
☎88-0064

●吹きガラス体験教室
■対象　小学生以上
　（大人も体験できます）
■とき　5 月 20 日㈰・6月 3日㈰・
6月 10 日㈰

○午前　 9:00 ～ 12:00
○午後　13:30 ～ 16:30
※作品のお渡しには 1 週間程度か
かります。
◇父の日に手作りガラスをプレ
ゼントしませんか

　焼酎グラス，ビールジョッキ，
灰皿等自分でデザインもできます。
○特典　ラッピング，メッセージ
カード (6月 10日体験者のみ）

■料金　2,550 ～ 3,550 円
■定員　午前・午後各 5人
■申込方法
　電話で申し込んでください。

●特別体験教室
■対象　4 歳以上
　（大人も体験できます）
■とき
　5 月 27 日㈰
○午前　 9:00 ～ 11:00
○午後　13:30 ～ 15:30
◇サンドブラスト体験

■料金　1,050 円
◇エナメル絵付け体験

■料金　1,250 円
■定員　なし
　（当日先着順で受け付けます）
※ 10 人以上のグループで参加され
る場合は事前にご連絡ください。▲

詳しくは，電話またはホームペー
ジをご覧ください。

(http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
glass/mnj_glass.htm)

●管理人募集のお知らせ
　きらら交流館では，施設管理の委
託業務を引き受けてくれる人を募集

しています。

■対象
　市内在住の 20 歳以上の人
■募集人数
　男性 2人，女性 2人
■業務内容
　施設運営管理および受付
　（月～日曜日の8:30～17:15まで）
※ 2班構成で隔週交代勤務

■委託金額
　5,200 円（日額）
※本業務は，委託業務になります
ので社会保険，交通費，業務上
の事故の補償等はありません

■申込期限　5 月 31 日㈭（必着）
■申込方法
　履歴書（要写真）をきらら交流
館に持参してください。

■選考方法
　面接による
※日程，会場等の詳細は申込者に
後日連絡します。

【休館日】毎週月曜日

き ら ら 交 流 館
☎88-0200

父の日
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休日応急医

5月の各種相談

広報広聴課 ☎82-1133 埴生公民館 ☎76-0066 中央福祉センター ☎83-2050 赤崎公民館 ☎88-0162
厚陽公民館 ☎74-8400 山陽総合福祉センター ☎72-1813 高千帆福祉会館 ☎84-6200 健康増進課（年金相談） ☎82-1179
児童家庭係 ☎82-1175 小野田警察署 ☎84-0110 総合事務所（市民・消費相談）☎71-1602 商工労働課 ☎82-1150
保健センター ☎71-1814 小野田保健センター ☎84-1220 きらら交流館 ☎88-0200 宇部健康福祉センター ☎31-3200

ところ とき

▲

法律相談 広報広聴課 28日㈪ 13：00～16：30
※12：30から受付（8人：定員を超える場合は抽選）

▲

行政相談
広報広聴課 16日㈬ 10：00～12：00

埴生公民館 16日㈬   9：30～12：00

▲

人権相談

広報広聴課   8日㈫   9：30～12：00

中央
福祉センター 15日㈫   9：30～12：00

赤崎公民館 22日㈫   9：30～12：00

▲

行政・　

人権相談
厚陽公民館 30日㈬   9：30～12：00

▲
行政・人権・　
登記相談

山陽総合
福祉センター   9日㈬   9：30～12：00

▲

心配ごと
相談

赤崎公民館
高千帆福祉会館   7日㈪・25日㈮   9：00～12：00

山陽総合
福祉センター   2日㈬・9日㈬・23日㈬   9：00～12：00

埴生公民館 16日㈬   9:00～12:00

厚陽公民館 30日㈬   9:00～12:00

▲

年金相談
市役所1階
第 4会議室 16日㈬   9：30～15：00

▲

児童問題
の相談

児童福祉課
児童家庭係

毎週月～金曜   8：30～17：15
※平日夜間・土・日・祝日は中央児童相談
　所（☎083-922-7511）で受付

▲

交通事故相談 小野田警察署 毎週月～金曜   8：30～17：00

ところ とき

▲

税の相談
山陽総合
福祉センター   7日㈪  10：00～12：00

▲

市民相談
広報広聴課

毎週月～金曜   8：30～17：15
（祝日を除く）

総合事務所
地域行政課

▲

消費相談
商工労働課

総合事務所
地域行政課

▲

福祉相談

中央
福祉センター
山陽総合
福祉センター

▲

健康相談

保健センター

17日㈭   9：00～11：30 ※尿検査あり
保健指導・栄養指導
※希望者には血圧・体脂肪測定，塩分濃度測定（み
そ汁またはスープを盃１杯程度お持ちください）

小野田
保健センター

10日㈭   9：00～11：30 ※尿検査あり
保健指導・栄養指導
※希望者には血圧・体脂肪測定，塩分濃度測定（み
そ汁またはスープを盃１杯程度お持ちください）

きらら交流館

17日㈭ 13：30～15：00 
保健指導・栄養指導
※希望者には血圧・体脂肪測定，塩分濃度測定（み
そ汁またはスープを盃１杯程度お持ちください）

▲

エイズ検査
宇部健康
福祉センター

  8日㈫13:30～15:30
15日㈫13:30～14:30，17:00～19:00
※予約が必要です

※各種相談は，お住まいの地区にかかわらず，どの会場でも受けられます。

▲

休日に体の具合が悪くなったら，下記記載の病院で受診できます。

▲

休日にお子さん
4 4 4 4

の体の具合が悪くなったら，小児科休日急患診療所へ（小野田保健センター内 9:00 ～12:00，13:00～17:00　☎84-3632）

小野田市医師会 厚狭郡医師会
内科 外科

▲

  5/  3㈷
中島医院 山口労災病院 あさひクリニック
日の出三丁目　☎83-3910 南中川町　☎83-2881 殿町三　☎71-0148

▲

  5/  4㈷
村重医院 森田病院 かわむら内科

須恵一丁目　☎83-3706 赤崎二丁目　☎88-0137 渡場　☎78-1433

▲

  5/  5㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 くどうクリニック

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 宇部市万倉芦河内　☎67-0903

▲

  5/  6㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 てらい内科クリニック

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 末益　☎71-0022

▲

  5/13㈰
しおん内科外科クリニック しおん内科外科クリニック 原田外科医院
日の出三丁目　☎83-1331 日の出三丁目　☎83-1331 森本　☎ 76-3121

▲

  5/20㈰
山口労災病院 山口労災病院 松井医院

南中川町　☎83-2881 南中川町　☎83-2881 東側　☎76-0029

▲

  5/27㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 吉武医院

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 千町一　☎72-1110

▲

  6/  3㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 久保整形外科医院

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 常盤町　☎ 72-1711
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55月のカレンダー

【御
ごんぜん

前まつり】 　縁結びの神，子授けの神，安産の神として知られる子持御前社で，4月 19日に例祭，「御前まつり」
が行われ，市内外から多くの人がお参りに訪れました。子宝を授かったことへのお礼参りに足を運ぶ人も多いこの神社。
めでたく子宝に恵まれたお母さんが，幸せそうに我が子を抱いてお参りする和やかな光景もみられました。

：山陽オート開催日 ：場外発売外

1 火 山口東京理科大学図書館との相互利用開始

2 水 外

3 祝 外

4 祝 外

5 祝 外

6 日 外

7 月
8 火
9 水 外

10 木 対話の日　19:00 ～／梶沖開作自治会館 外

11 金 外

12 土 看護の日健康相談　9:30 ～／丸久厚狭店 外

13 日 市民運動会　9:00 ～／厚狭・出合・埴生・厚陽小学校
有帆市まつり　10:00 ～／有帆公民館

外

14 月 外

15 火 外

16 水 外

17 木
18 金

19 土 外

20 日 外

21 月 市政説明会　18:30 ～／市役所3階大会議室 外

22 火 市政説明会　18:30 ～／保健センター 外

23 水 市政説明会　18:30 ～／市民館

24 木 対話の日　19:00 ～／刈屋自治会館

25 金
26 土

27 日 NHK公開録画「行くよ！後輩　ほいきた！先輩」　
15:30 ～／文化会館

28 月 市政説明会　18:30 ～／埴生公民館

29 火 市政説明会　18:30 ～／赤崎福祉会館

30 水 市政説明会　18:30 ～／厚陽公民館

31 木
6/1 金

2 土 寝太郎の里ほたる祭り
15:00 ～／寝太郎公園ゆめ広場

3 日 かんきょうフェスタ　10:00 ～／小野田サンパーク 外

献血 28日 ㈪ 9:00 ～ 11:30 太平洋セメント㈱
13:30 ～ 16:00 長州産業㈱
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さんようおのだ　まるごとウォッチング

▲あつあつのカニ汁や貝汁が無料で振る舞われ，冷えた
体もポカポカになりました。

日曜朝市  3 周年記念イベント
　4月 15 日，梶漁港の日曜朝市 3周年を記念したイベ
ントが同漁港で行われ，早朝にもかかわらず多くの人で
にぎわいました。会場にはその日揚がったばかりの魚，
カニ，ワカメなど朝市ならではの新鮮な海の幸が並べ
られましたが，あっという間に売り切れました。梶漁
港の朝市は毎週日曜日 7:30 から開催されています。み
なさんも一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

▲全国大会出場を果たした「クレフィオ FC山口」の選
手たち。

クレフィオ FC 山口
山陽小野田市，宇部市を拠点として活動する中学生

サッカーチーム「クレフィオ FC山口」が，各地域の予
選を勝ち抜いた 12 チームが揃う「JFA プレミアカップ
2007」全国大会への初出場の切符を手にしました。地
区大会，県大会，中国地域大会と持ち前の団結力で勝ち
上がったメンバーは，大会初日の 5月 3 日，関西地域
代表の強豪「ガンバ大阪ジュニアユース」と対戦します。

▲3月公演での七福神舞踊の様子
「お年寄りが喜んでくれる顔が

何よりも励みです」

「ふあふあクラブ」を設立した
山陽商工会議所女性会会長

小
こまつ

松　文
ふみこ

子 さん

　山陽商工会議所女性会が，活動の一
環として演芸団体「ふあふあクラブ」
を立ち上げたのは , 昨年 12 月のこと。
メンバーは同会会長である小松文子さ
んをはじめとする女性会の有志 20 人。
今年の 3月から市内山川の老人保健施
設「あさ紫苑」で交流活動を開始しま

した。「観るだけでなく , 参加して楽しめること」をテーマに臨んだ初公演
では ,七福神の仮装舞踊 ,おかめ・ひょっとこ踊り ,ひげダンスにコーラスと，
バラエティに富んだ演目を披露し，客席のお年寄りも飛び入りで参加するな
ど , 笑顔が絶えることなく盛況のうちにイベントは幕を閉じました。
　この公演で使った衣装や小物類 , 化粧などは , 全て自分たちの手によるも
の。それもそのはず , 化粧品屋さんからピアノの先生 , 美容師さんまで，会
員のみなさんは，普段は地元で事業を営まれる女性経営者の面々。とは言え ,
それぞれの仕事を抱えながらの活動は大変なことが多いのではとの質問に ,
「団結力が私たちの力。それにお年寄りが喜んでくれる顔が何よりも励みです」
と , 微笑みながらも力強い会長の言葉。「女性会としての他の活動もあるし ,
もちろん自分たちの仕事もある。練習も必要なので , 年に数回が限度かもし
れないが , できる範囲でリクエストに応えていきたい」と語ってくれました。
　定例での開催は年１回・３月とのことですが , 今から来年の 3月を心待ち
にしているお年寄りの方も多いことでしょう。
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　4月 17日，竜王中学校で新一年生を
対象に部活紹介が行われ，中学校生活を
スタートさせたばかりの新一年生 88人
が先輩の部活紹介に熱心に耳を傾けまし
た。竜王中学校で現在活動しているのは，
運動部7つ，文化部2つの合わせて9つ
のクラブ。部員たちが活動内容や練習の
ようすなどをユニフォーム姿で紹介する
と，これから3年間取り組む部活動への
期待が少しずつふくらんできたのか , 最
初は緊張ぎみだった新一年生からも，思
わず笑顔がこぼれる場面がみられました。
　今日の部活紹介で，各クラブの活動内
容やその魅力を知った一年生。興味を持っ
た部活の見学，体験入部を経て，5月に
は立派な新人部員として先輩たちと一緒
に頑張る姿がみられることでしょう。

▲緊張もほぐれ，新しく取り組む部活動に期待がふくらむ新一年生。

竜王中学校　部活紹介

▲ユニフォーム姿での紹介や実際の演奏などで，新一年生にアピールしました。

　私たち「あけぼの会」は，障がい者の社会的自立

をサポートするため，「工房おれんじ」と「あさレ

インボー」の２か所の福祉作業所を設立し，その運

営を行いながら障がいをもつ人（特に精神障がい者）

とその家族を支援する活動に取り組んでいます。

　障がいをもつ人が安心して日常生活を送れるよう，

現在，市の委託を受けて，相談支援事業，地域活動

支援センター支援事業，（自立支援，就労移行または

継続支援）を行っています。今後は，これまで以上

に地域に根付いた活動を展開し地域社会における福

祉の増進に寄与する事業に取り組んでまいります。

　「あけぼの会」にはどなたでもご入会いただけます

ので，私たちの活動に興味をお持ちの方は，ぜひ一

度お問い合わせください。

特定非営利活動法人　あけぼの会

ボランティア通信 10

山陽小野田市で活動されているＮＰＯ・ボラ
ンティア団体等を紹介するコーナーです。

▲作業所の利用者とスタッフが参加する「料理教室」を毎
月開催しています。これは自立支援事業の一環で，栄養
士の方の指導を受けながら，料理の作り方を楽しく学ん
でいます。

●問い合せ先

•工房おれんじ（☎ 83-8803）

　山陽小野田市千代町一丁目 2-8

•あさレインボー（☎ 72-3071）

　山陽小野田市大字厚狭 415-1（貴船町）
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消防こちら

119

　春を迎え，行楽シーズンが到来すると，キャンプ
やレクリエーションで山に入る機会が増えます。こ
の時期は，降水量が少なく，空気が乾燥し，強風が
吹くなど，ちょっとしたことで山火事が発生しやす
くなります。
　近年は，喫煙マナーなどについて喫煙場所指定・
ポイ捨て禁止など厳しい規制がされていますが，い
まだ喫煙のマナーが守られていないのも実情です。
「たばこのポイ捨てくらいで火災なんて」と安易に
考えてしまいますが，実はポイ捨てされたたばこの
温度は 700 度にまで達することがあり，火災の原

たばこのポイ捨てによる火災を防止しよう

こ こ ろ

ワーク・ライフ・バランス (仕事と生活の調和 )

　「ワーク・ライフ・バランス」とは，仕事と家庭等
の両立ができるように，仕事と生活のバランスを整え
ることです。男女共同参画の取組みとして，仕事と生
活の調和がとれるよう，「働き方の見直し」が進めら
れています。そうなると，男性も家事や育児を行った
り，地域活動に参加したり，自分の時間をもつことが
可能となります。
　男女共同参画は，何も女性のためだけではありませ
ん。少子化の対策として，男性が育児に積極的に取り
組む必要があることが指摘されていますが，そのため
には，「ワーク・ライフ・バランス」を進めることが
必要です。
　少し前までは，多くの人が「仕
事人間」「企業戦士」として，家
庭生活を犠牲にしても会社のた
めに活躍することが期待されて
いました。しかし，これでは人
生を豊かなものにすることはできません。しっかり仕
事をしながらも，休養もしっかり取る，というサイク
ルを作る必要があります。それが「ワーク・ライフ・
バランス」です。
　「ワーク・ライフ・バランス」を推進し，男性も女性も，
それぞれの希望に沿った生き方ができるような社会の
あり方が今求められています。

市民活動推進課（☎ 82-1134）

の２１世紀女
ひと

男
ひと

と

消防本部予防課
（☎83-3556）

因になります。
　あなたの無責任なポイ捨てが，他人の生命･財産
を奪うこととなります。一人ひとりが投げ捨てをし
ないきれいな街づくりをすれば，火災はおのずから
減っていきます。

春の行楽期を火災のない
楽しいものにするために

•たばこは灰皿のあるところで吸うか，携帯灰皿
を携行し吸殻を必ず消して持ち帰ってください。

•車からのポイ捨てもよく
見かけますが，環境にも良
くありません。投げ捨てな
どは絶対にしないで吸殻は
ちゃんと灰皿の中に入れて
ください。

　「市民が主役のまちづくり」をテーマに，市が取り組
もうとしている施策とその背景，市民のみなさんと市役
所の間を遠ざけているものの一つである難解な行政用語
などをわかりやすく解説するコーナーです。

❻ 自治基本条例と市民の役割

　市役所や市議会は市民に代わって自治運営を行って

いますが，本来，まちづくりの主役は市民のみなさん

です。自治基本条例は，この「市民が主役」というま

ちづくりの大原則を宣言し，市民の市政参加の権利を

明らかにしたうえで，その意思と責任に基づいたまち

づくりを進めることを目的としています。

　現在，自治基本条例の制定を目指す本市では，これ

までも「まちづくり市民会議」の開催や「市民意見公

募制度」の導入など，市民参加に向けた様々な取組み

を行ってきました。しかし，こうした取組み自体は自

治基本条例が目指す「市民が主役のまちづくり」を実

現するための単なる手段であり，仕組み
4 4 4

に過ぎません。

これら個々の仕組み
4 4 4

に命を吹き込み，仕組み
4 4 4

を本来の

目的に向けて動かすためには，市民一人ひとりの積極

的な市政参加が欠かせないのです。

　自治基本条例は，市政参加を市民の権利として定め

ながら，同時に，その権利を市民自らの行動で守り育

てていくことを求めています。

行政改革課（☎ 82-1135）
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えがお が いちばん!!
編集室の
ひとりごと

和
い ず み

泉　愛
あ い り

理ちゃん（11か月）
『笑顔がかわいい愛理ちゃん！これからもその笑顔
を大切に。』（あさひが丘）

お子さんの写真 募集中 !!
詳しくは広報広聴課まで（☎ 82-1133）

市 政 Ｑ Ａ＆

質 問 お答えします

担当課　健康増進課年金老人医療係（☎82-1178）

「国民年金の扶養について」

❶ 先月結婚退職しました。これまで毎月給料から厚
生年金保険料がひかれていましたが，サラリーマ
ンの妻は夫の扶養になると，国民年金の保険料は
払わなくてもいいのでしょうか？また，その手続
きはどのようにすればいいのでしょうか？

（２８歳　女性）

❷ 先月離婚しました。これまでは，サラリーマンの
夫の扶養で国民年金保険料は納めていませんでし
た。扶養から外れると自分で保険料を払わないと
いけないと聞きましたが，本当でしょうか？また，
手続きはどこですればいいのでしょうか？

（３９歳　女性）

　厚生年金や共済組合に加入している方に扶養さ

れている２０歳以上６０歳未満の配偶者は，国民

年金に加入していますが，保険料は，配偶者の加

入している年金制度が負担しますので，ご質問❶
の場合，扶養されている間は自分で保険料を納め

る必要はありません。その手続きは，配偶者の勤

務先で行うことになります。

また，ご質問❷の場合のように，扶養されてい
る人の収入増や離婚などで配偶者の扶養から外れ

たとき，または配偶者が退職したり，６５歳にな

って厚生年金や共済年金の資格がなくなったとき

は，住所地の市町村役場で手続きが必要になり，

自分で保険料を納めることになります。年金の届

出を忘れていると年金が受給できなくなることが

ありますので，年金手帳を持って必ず手続きをし

ましょう。

なお，保険料納付が困難な場合は，免除の制度

もありますので，窓口でご相談ください。

　市政に対するご質問などを郵便，FAX，E-mail で受け付けています。また，
市内各公民館などに「提言箱」を設置していますので，そちらもご利用ください。
なお，直接回答が必要な場合は，住所，氏名，連絡先を必ず明記してください。
■申込先　〒756-8601山陽小野田市役所　広報広聴課
　　　　　FAX : 83-9336   E-mail : mail@city.sanyo-onoda.lg.jp

　どうにかこうにか今号の完成にも目途が立ち ,
心地よい春眠に身を任せていた日曜日の朝8時。
「パパ , 起きて。始まるよ。」と , 息子の声。あわ
ててテレビのリモコンに手を伸ばし ,スイッチオ
ン。良かった , 間に合った。そう , 我が家では幼
稚園に通う子供の影響？で ,特撮ヒーローものの
番組を観る機会が多いのです。何十年ぶりでしょ
う ,初めの頃こそ画面狭しと飛び回るヒーローに
自分の子供時代を思い出し ,「へ～ ,今でもやって
るんだ」と昔を懐かしんで観ていたのですが ,CG
を始めとする最近の映像技術の凄いことといった
ら！背中のチャックもピアノ線も見当たりません。
今となっては ,子供そっちのけで私のほうが楽し
んでいる始末。改めて技術の進歩に感心。あの技
術をどうにか広報作成にも生かして ,ボタン一つ
で紙面を「見やすく , 分かりやすく , それでいて
最高にお洒

し ゃ れ

落」なんて具合に作り変えてくれる機
能があればなぁって ,そんな都合のいいものは無
いですよねぇ。・・・はい ,精進します。　（ハル）

【問い合せ先】　宇部社会保険事務所（☎33-7111）

　社会保険事務所の職員を装い，電話で個人情報を聞き出
すなどの事件が全国的に発生しています。不審に思われる
訪問や電話等があった場合は，相手の所属・氏名を確認し，
お近くの社会保険事務所等へお問い合わせください。

社会保険事務所の職員等を装った不審者による
電話や訪問，不審な郵便物にご注意ください



「財政問題」「自治基本条例」をテーマに開催します

市政説明会市政説明会
　市の財政の健全化を示す実質公債費比率の数値が県内
最悪と予断を許さない状況の中で，編成された平成 19
年度予算では，今まで "聖域 " と言われたところにまで踏
み込み，経費削減に努めた結果，多方面にわたって市民
のみなさんにご迷惑をおかけすることとなりました。
　一方で，新聞報道などで予算の内容をお知りになった
方々から，「説明が足りないのではないか」というご批判
の声を多数いただきました。そこで，市の財政問題につ
いて「なぜこのような事態になったのか？」「これから先
の展望はどのようになっているか？」といった点につい
て，市民のみなさんにお伝えする必要があると考え，左
記日程で説明会を開催することにしました。市民の目線
でわかりやすい説明に努めますので，ぜひとも，みなさ
まお誘いあわせのうえ，ご参加ください。
　なお，今年度より本格的取組みをはじめた「自治基本
条例」についても，「なぜ今，自治基本条例が必要なのか？」
という観点から，この説明会の時間を借りて若干お話を
させていただく予定にしています。

【問い合せ先】広報広聴課（☎82-1133）

5 月 21 日㈪ 市役所
（3階大会議室）

22 日㈫ 総合事務所
（保健センター）

23 日㈬ 市民館

28 日㈪ 埴生公民館

29 日㈫ 赤崎福祉会館

30 日㈬ 厚陽公民館

※　各会場とも18:30 から

今月のおすすめ料理
材料（４人分）「ひじきのごまサラダ」

～ヨーグルトの風味あえが食欲をそそります～

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（埴生校区担当）

【1人分栄養価】エネルギー 148kcal ／たんぱく質 4.6g ／脂質 11.0g ／塩分 1.1g

作り方
❶ひじきは水で戻し，水気をきって，しょ
うゆとみりんをまぶす。
❷きゅうりは 3センチの千切り，人参も 3
センチの千切りにしてさっと茹

ゆ

でる。
❸油揚げはフライパンで素焼きし，長さ 3
センチの千切りにする。
❹白ごまは炒り，すっておく。
❺プレーンヨーグルト，マヨネーズ，しょ
うゆ，④をあわせてあえ衣をつくる。
❻①②③と⑤をあえて，こしょうで味をと
とのえる。
❼器にサラダ菜をしき，⑥を盛り付ける。

　芽ひじき（乾燥） 20ｇ
　しょうゆ 小さじ2
　みりん 小さじ2
きゅうり 100ｇ
人参 60ｇ
油あげ 20ｇ
白ごま 大さじ3
プレーンヨーグルト 100ｇ
マヨネーズ 大さじ2
しょうゆ 小さじ2
こしょう 少々
サラダ菜 40ｇ

☎８４－２０００ youngtel@city.sanyo-onoda.lg.jp

ひとりで悩まずに，気軽に相談してください（いじめ，不登校，友人関係，家族関係，性の悩み，異性問題，子育て等）
受付日時　毎週㈪～㈮8：30～ 17：00（土・日・祝日は留守番電話対応）

ヤングテレホン
さんようおのだ


