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【いっただきまーす：市民運動会】
　晴天に恵まれた 5月 13 日，埴生小学校では市民運動会が開催されました。子どもからお年寄りまで，地
区ごとに分かれて，老いも若きも大奮闘です。徒競走にパン食い競走，長縄跳びに綱引きと内容も盛りだく
さん。いつもは仕事や家事で忙しいお父さんお母さんも，春の陽差しのもと，この日ばかりは気持ち良い汗
を流しました。
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　男女共同参画社会への認識を深めてもらおう
と，身の回りで感じる「男女平等への想い」や「男
女差別」などを詠んだ一行詩を募集したところ，
全国から2,902 点の作品が寄せられました。
　数々の力作の中から入賞作品が決まりました
ので，ご紹介します。（敬称略）

家庭と社会　支える男女の　ヤジロベー。
石川県金沢市　西森　茂夫

娘は大胆にして天真爛漫 ,息子は繊細にして気配り上手 ,どちらも光る個性です。 

兵庫県明石市　堂本　まり

食後には　妻のうしろで　皿をふく。 愛媛県今治市　長井　清孝

青空が見えるふたりでガラス拭き。 岐阜県岐阜市　後藤　順

ダメ主婦が　立派な主夫を　育てあげ。 北海道帯広市　岩見　節子

パパの背中は大きくて　保育所帰りは眠くなる。 広島県広島市　中山　邦夫

産休後　職場復帰を　あたたかく。 東京都西東京市　大竹　真由美

さり気ない優しい言葉で頑張れる。 東京都新宿区　田中　真紀

助けあい ,支えあい ,協力しあって生きていこう。 小野田中学校　江本　悠貴

ありがとう ,その言葉で世界が変わる。 栃木県宇都宮市（瑞穂野中学校）　森田　佳明

（選評）　

■と　き　6月 16日㈯　13:30 ～ 15:00
■ところ　文化会館  大ホール（入場無料）
■講　師　相

あいはら

原次
つ ぎ お

男（山口県立大学大学院国際文化学研究科長兼教授）
■演　題　「支え合う　あなたがきらり　わたしがきらり」
■問い合せ先　市民活動推進課（☎ 82-1134）

男女共同参画講演会

▼来場者には , 第 9回「女
ひと

と男
ひと

の一行詩」の冊子を配布いたします。

優秀賞

最優秀賞

入　選

特別賞

第9回

ホッとする　男子トイレに　おむつ台。
茨城県つくば市　小関　理恵

手伝いじゃないよ　自分の人生だよ　暮らしも育児も。
北海道江別市　小杉　佳緒里

何事もバランスが大切。家庭と社会 ,どちらが重いのでしょうか。
男女のあり方をヤジロベーにたとえている視点が素晴らしい。
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あなたの市県民税が大きく変わります
国の税制改正により

しかし ,5月と6月の給与明細を比べると ,市県民税は増
えていますが所得税が減っていないのは ,なぜですか？

国から地方への税源移譲により , すべての市町村で市県民税が増え , 所得税が減って
います。しかし ,市県民税と所得税を合わせた税負担総額は基本的には変わりません。

▼市県民税と所得税の人的控除額の差を基に調整額（＝調整控除）を算定し , 市県民税から減額するこ
とで , 税負担総額が変わらないようにしています。

所得税と市県民税では ,1 年の課税サイクルが異なるため , 税額が変動する時期が異
なるからです。給与所得者の場合,所得税はすでに今年の1月から減っています。なお,
給与所得者 ,年金受給者 ,事業所得者等の税額が変動する時期は以下の通りです。

所得税 市県民税
給与所得者 平成 19年 1月から減少（毎月源泉徴収）

平成 19年 6月から増額年金受給者 平成 19年 2月から減少（2か月ごとに源泉徴収）

事業所得者等 平成 20年 2～ 3月の確定申告時に減少

問税務課市民税係（☎82-1125）

【住宅ローン控除を受けている方へ】
住宅ローン控除は , 所得税だけにある控除です。今回の税源移譲により , 所得税額が減少した
結果 , 住宅ローン控除額が所得税額より大きくなり , 全額を控除できない場合があります。こ
のため , 平成 18年までの入居者に限り , 所得税から控除できなかった額を平成 20年度分以
降の市県民税の所得割額から控除する経過措置があります。

平成 20年度には , 退職者など年度間の所得が大幅に減少した方を対象に「税源移譲時の年度間の所得
の変動に係る経過措置」がとられます。詳細は後日広報でお知らせします。

●定率減税が廃止されたため
　平成 18年度では , 市県民税所得割の 7.5％（限度額 2万円）の減税がありました
　が , この減税措置が平成 19年 6月から廃止されます。
【定率減税廃止に伴う負担増の例（概算）】
給与収入 夫婦＋子ども 2人の場合 年金収入 65 歳の夫婦 2人の場合
300万円 負担増　　 700円 225万円 負担増　 1,700円
500万円 負担増　17,600円 300万円 負担増　10,600円
※所得税と市県民税を合わせての負担増額です（一定の控除等があるものとして算出しています）

●市県民税非課税措置廃止に伴う経過措置のため（65歳以上の人）
　平成 17年 1月 1日現在 65歳以上で , 合計所得が 125万円以下の人は , 平成 18
年度では市県民税所得割額の 3分の 2が減税されていましたが ,平成 19年度は
減税される額が 3分の 1になります。

税負担が増えている理由

　税源移譲に伴い ,市県民税と所得税を合わせた税額は変わりませんが ,
定率減税の廃止などにより ,多くの人は税負担が増えます。

⬇

今年は市県民税がずいぶん高くなっていますが・・・
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市長から
市民のみなさんへ

多くの市民の方の善意で
中学生海外派遣事業が実施できます

　平成 19 年度「崖っぷち予算」において，財政
難を理由に多くの事業の中止，休止，縮小を行い
ました。中でもそのあおり

4 4 4

を受けることになった
ものとして，いわゆる “３点セット”「敬老祝金の
休止」「図書購入費の削減」「中学生海外派遣事業
の隔年実施」は新聞等で報道され，すでに多くの
方がご存知のことと思います。どの事業もやむを
得ず予算削減を行ったわけですが，そのような市
の決断に “待った”をかける形で，小野田青年会
議所の呼びかけによる募金活動が行われ，その趣
旨に賛同いただいた多くの市民の方の善意により，
今年の中学生海外派遣事業が実施できるようにな
りました。浄財をお寄せいただいたみなさんに，
市長としてこの場を借りてありがとうございます
と感謝の気持ちをのべさせていただきます。
　この派遣事業は旧小野田市から続けてきたもの
で，姉妹都市レッドクリフ市に派遣された生徒は
日本では味わえない異文化の中に身を置き，国際
感覚を身に付ける貴重な体験になっています。そ
のような大切な事業の隔年実施を決断したとき
は，まさに断腸の思いでした。現在，策定してい
る行政改革大綱・アクションプランでは，無駄と
思われる事業の見直し，効率化を検討していると

50

ころですが，この事業はそれらとは違って，お金
のやりくりさえつけば実施したいと考えていた事
業です。市民のみなさんに手をさしのべていただ
き，例年どおり中学生を派遣できるようになった
ことについて，市役所と市民との協働が，言って
みれば私にとって想定外の形ですが，実現したこ
とをうれしく思います。一方で，この事業にかけ
る市民のみなさんの熱意を肌で感じ，このような
事態を再度まねかないように，財政再建を確実に
推進していかなければと決意しているところです。
　なお 5ページにありますように派遣学生の選
考，随行者の派遣を支援していただく国際交流協
会のご尽力に対しても改めて感謝申しあげます。

　敬老祝事業の取組みもスタートしました
　敬老祝金の休止に関する条例については，６月
議会で引き続き審議されることになりました。一
方で，13ページにありますように今年から新たな
敬老祝事業の取組みをスタートさせることにしま
した。85歳 ,95 歳 ,100 歳以上といった従来の敬
老祝金の支給対象の方が９月の一定期間，市内の
商店で割引などの特典を得られるというものです。
市からの申し出に商工会議所が快諾していただい
たことにより実施が実現しました。カードを提示
すれば特典をうけることができるわけですが，そ
のカードをお渡しするときには，園児の描いた絵
などを添えることができればと計画しているとこ
ろです。まさに市内の全世代をあげて，敬老の気
持ちを表す素晴らしい事業といえるのではないで
しょうか。今年は１年目ということで試行錯誤の
取組みとなりますが，今後は更に対象を拡げるこ
とができたらと期待しているところです。

対話の日※いずれの会場も19:00から　

6月14日(木) 永 安 台 公 会 堂
6月28日(木) 緑が丘自治会館
7月12日(木) 大持集落センター

▲中学生海外派遣事業　現地での一コマ
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◆問い合せ・申込先　山陽小野田市国際交流協会事務局（市民活動推進課内　☎ 82-1134）
　〒 756-8601　山陽小野田市日の出一丁目 1番 1号

　厳しい財政状況のため、今年度は休止となっていま
した「中学生海外派遣事業」ですが、小野田青年会議
所の皆様の募金活動や寄附の呼びかけに応じられた市
内外の企業や市民の皆様からの温かいご支援により，
例年どおり中学生6名を派遣することとなりました。
　つきましては、中学生海外派遣の選考会を兼ねた中
学生英語暗唱大会の参加者と引率ボランティアを下記
のとおり募集します。

　国際社会への対応と英語力の向上を目的として英語
暗唱大会を開催します。上位入賞３人と、入賞者以外
の参加者の中から抽選で選ばれる３人は豪州レッドク
リフ市でのホームステイ体験ができます。
◇とき　６月１７日（日）１０時～
◇ところ　中央図書館２階視聴覚ホール
◇参加資格　市内在住の中学２・３年生で海外在住
経験のない人（就学前の海外経験は除きます）
◇題材　教科書や小説など
◇発表時間　２～３分
◇申込期限　６月８日㈮　必着
◇申込方法　参加申込書と題材の英文原稿（A4サイ
ズ）を持参または郵送してください。なお，参加
申込書は市国際交流協会のホームページからもダ
ウンロードできます。
　(http://www.pub.cty-so.jp/kokusai/)

●中学生英語暗唱大会参加者募集

●中学生海外派遣引率ボランティア募集

●内容
•バードウォッチング【8:00 に管理棟集合】
•あじさいの苗が当たる抽選会【10:30 ～】
•バザー（薄茶席・朝市・苗木販売）
•あじさいの鉢植え・生け花の展示【管理棟会議室】
※あじさいの展示は 6月 25日㈪まで
●問い合せ先　都市計画課（☎82-1162）

●とき　6月17日日　10時～ 15時
●ところ　江汐公園管理棟・あじさい園

◇対象　市内在住・在学の英会話（日常会話程度）
のできる方で２０歳以上の人
◇期間　７月３０日㈪～８月１３日㈪
◇内容　姉妹都市豪州レッドクリフ市へ派遣する中
学生６名の引率。レッドクリフ市滞在中はホーム
ステイ。事前研修会 , 報告会に出席。
◇費用負担　旅行費は市国際交流協会が負担いたし
ますが , パスポート取得にかかる経費およびホー
ムステイ先への謝金等の個人負担（約２万円程度）
が必要です。
◇募集人員　１名
◇申込期限　６月１５日㈮　必着
◇申込方法　市国際交流協会事務局（市民活動推進
課）,総合事務所 ,南支所 ,埴生支所に備え付けの「申
込書兼履歴書」に国際交流の推進に関するご意見・
ご提言を８００字程度にまとめた作文を添えて持参
または郵送してください。なお ,「申込書兼履歴書」
は市国際交流協会のホームページからもダウンロー
ドできます。(http://www.pub.cty-so.jp/kokusai/)
◇選考方法　作文・面接
※面接の日時・会場等，詳しくはお問い合わせくだ
さい。
◇その他　提出書類は返却しません。なお，住所・
氏名は公表しますが，それ以外の個人情報につい
て公表することはありません。

■若い力で新しい祭りを創ります
「市民まつりプロジェクト委
員会」は，小野田・山陽両商
工会議所青年部，小野田青年
会議所からエネルギー溢

あふ

れる
若者たちが集まり，新たな市
民まつりを企画・運営するた
め組織されました。

【前夜祭】　10月 27日㈯　埴生漁港
【本　祭】　10月 28日㈰　江汐公園
※内容については新たに発足した「市民まつりプロジェクト
委員会」で検討し，後日，広報紙等でお知らせします。

第11回 　あじさいまつり

平成19年度 中学生海外派遣事業 について

雨天決行

市民まつりの
日程が決定しました

▲白井市長と固く握手を交わす
プロジェクト委員会の代表者
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「心の支援員」
サポーター

いじめ問題や不登校など，心に悩みを抱えた子どもた
ちへの対応は大きな問題であり，本市においても決して
例外ではありません。教育委員会でも，今年度から「心
の支援室」を設置し，現在 4名の支援員によって活動し
ていますが，加えて「子どもたちに健やかに育って欲し
い」という市民のみなさんの熱い思いとご協力が必要と
考え，一人ひとりの子どもに対してより細かな支援を進
めるために，支援員サポーターを募集します。

◆応募要件◆市内在住で，児童・生徒の健全育成に関わ
りを持たれた経験があり，これからも情熱をもって不
登校児童・生徒の家庭を心の支援員と一緒に訪問して
いただける方。（例：教員や警察を退職された方，民
生児童委員・スポーツ少年団指導者・子ども会役員・
PTA役員等の経験者など）

◆任期◆平成 20年 3月 31日まで
◆報酬◆ありません
◆活動内容◆主として家庭訪問によるコミュニケーショ
ンを中心とした支援など

◆選考方法◆面接
◆申込方法◆所定の申込用紙に記入して，心の支援室に
提出してください。用紙は教育委員会ほか，各公民館
にもあります。（市ホームページからもダウンロード
できます。）

◆応募期限◆ 6 月 29 日㈮
◆その他◆市が加入するボランティア活動保険の範囲内
での補償があります。また，提出書類は返却しません。
個人情報については，個人情報保護条例第 7条の規定
により，適正に取り扱います。

◆問い合わせ◆「心の支援室」☎ 82-1188
（kokoro@city.sanyo-onoda.lg.jp）

募 集 し ま す

◆応募要件◆市内在住の人
◆任期◆平成 20年 3月 31日まで
◆報酬◆ありません
◆活動内容◆市内小・中学校図書館での読書指導や本の
整理など

◆申込方法◆電話または E-mail でお申込みください。
◆応募期限◆ 6 月 29 日㈮
◆その他◆市が加入するボランティア活動保険の範囲内
での補償があります。また，個人情報については，個
人情報保護条例第 7条の規定により，適正に取り扱い
ます。

◆問い合わせ◆学校教育課 ☎ 82-1201
（gakkou@city.sanyo-onoda.lg.jp）

　　　　　　　教育政策室 ☎ 82-1208
（k-seisaku@city.sanyo-onoda.lg.jp)

学校図書館
ボランティア

本に親しむ読書習慣は，豊かな創造性をはじめと
する子どもの “生きる力” を生み出すとされ , 児童・
生徒にとっては生活の場として大きな部分を占めて
いる学校図書館が ,本との出会いについての重要な役
割を果たしています。
5月 1日号の広報で「学習支援ボランティア」を
募集したところですが，その中でも今回，特に学校
図書館での業務補助をしていただけるボランティア
の方を募集します。
子どもたちと素敵な本との出会いの場をお手伝い
していただける，熱意ある方の応募をお待ちしてい
ます。

募 集 し ま す

（イメージ写真）
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水 道 週 間
6月 1日金 ～ 6月 7日木

「水道が　うるおす日々の　健やかさ」
※平成19年度　第49回スローガン

考えてみませんか？　一滴の水の大切さを

（お問い合わせ　☎83-4111）水 道 局 か ら の お 知 ら せ

質な訪問販売などにご注意を！！悪
最近，「水道局の方から来ました」などと水道局職員を装ったり，水道局
から委託された業者などと偽って水質検査や浄水器の販売を行う被害が全国
的に起きています。
水道局では，お客様から要請のない水質検査を行ったり，浄水器などを
訪問販売したりすることはありません。また，水道の修理は，山陽小野田市
水道局の指定を受けた給水装置工事事業者でないとできません。「おかしい
な？」と思われたら，水道局にお問い合わせください。

簡単で便利な口座振替のお申し込み方法や取扱い金融機関については，
水道局までお問い合わせください。（☎83-4111）水道料金の口座振替をおすすめします

【山陽小野田市の水道のなりたち】
　市域の多くが埋め立ての小野田地区は，井戸を掘っても塩水が出るた
め，そのまま飲むことができないうえ，飲み水も汚かったので伝染病が
多く発生しました。また山陽地区でも，清潔な水の井戸が少なくて困っ
ていました。そのため，健康な生活ができるようにと水道の敷設工事が
はじまり，小野田地区では昭和６年から，山陽地区では昭和２７年から
水道水が使えるようになりました。最初は使用地区も限られていました
が，少しずつ範囲が拡がっていき，今ではほとんどの家庭で水道が使え
るようになりました。
　現在では，市民の健康で文化的な生活を支えるとともに，産業や都市
機能の向上に欠かせないものとなっています。

【水源涵養林】
　下流域に取水設備や浄水場のある山陽小野田市にとって，上流域の水
質悪化は大きな影響を与えます。そのため水道局では，自然の恵みであ
る水の大切さを再認識し，豊かな水源地域の自然を破壊することがない
ように「水を育む」「水を保護する」という視点で，秋芳町嘉

か ま
万に「水源

涵
かんよう
養林」を取得し，環境保全に努めるとともに，「水と森」に関する啓発

活動をすすめています。
【ペットボトル「森響水」の製作（非売品）】
　水道局では，昨年 11 月に「森響水（しんきょうすい）」という水道水
のペットボトルを製作し，主に災害時の備蓄や水道の啓発活動に利用し
ています。森林を育てる「水」，水を生み出す「森林」・・・そういった両者
の響きあい，影響しあう関係にちなんで「森響水」と名付けました。

▲秋芳町嘉万の水源涵養林付近を流れる
日峯（ひのみ）川

▲ペットボトル「森響水」。非売品ですが，
啓発活動等に一役買っています。
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●非常時に備え，保存食，貴重品，懐中電灯，携帯ラジオ，応急医薬品など非常持出品
の準備をしておきましょう。

●特にお年寄りや身体の不自由な人には地域で声をかけ早めに避難させましょう。
●ラジオ (ＦＭきらら 80.4MHz)・テレビや，市ホームページなどの気象情報に十分注
意しましょう。

●万一のために，避難予定場所への経路を確認しておきましょう。
●河川のはん濫，山崩れは瞬時にして起こりますので，早めに避難しましょう。
●家の周りの水路を掃除し，水の流れをよくしておきましょう。
●灯油やガソリン，農薬などの危険物の安全管理を確認しましょう。
●雨に弱い地盤では，災害が繰り返し起こる傾向があります。地域での過去の災害例を
確認しておきましょう。

●大雨が降り出したら，外出先からは早めに帰宅し，非常時に備えましょう。

土石流

山の斜面や谷底の石や土砂が , 集中豪
雨などによる雨や川の水とともに一気
に下流へと押し流される災害です。破
壊力が大きく , 流れるスピ－ドも速いので , 住宅や田
畑などを一瞬のうちに破壊してしまいます。

崖崩れ

地中に染み込んだ水によって抵抗力が
弱くなった斜面が , 雨や地震などで突
然崩れ落ちることをいいます。突然起
こるので , 民家近くで起こると , 逃げ遅れて被害に遭
う人が多くなります。

地すべり

地下水などの影響により , 比較的緩や
かな斜面がゆっくりとずり落ちるよう
に移動することをいいます。一度に広
範囲で発生するので , 住宅や道路 , 鉄道などに大きな
被害が出ます。

❶山鳴りがする
❷雨が降り続いているのに川の水位が下がる
❸川が濁ったり , 流木が流れ始める

❶崖に亀裂ができる
❷崖から水が湧き出ている
❸崖から小石が落ちてくる
❹崖から木の根がブチブチと切れる音がする

❶地面にひび割れができる
❷沢や井戸の水が濁る
❸斜面から水が吹き出す
❹家や壁に亀裂が入る

こんなときは注意

災害に対してのチェック項目

　梅雨入り間近となりました。
　梅雨の間は，集中豪雨や長雨による地盤のゆるみなどで，予測できない災害が発生すること
があります。いざというときに備えて，早めの準備をしておきましょう。
（次ページの避難予定場所をご確認ください）　【問い合せ先】総務課（☎ 82-1122）

もうすぐ梅雨入りです
備えは大丈夫ですか？

【梅雨前に知っておきたい豆知識】　～土砂災害には 3つの種類があります～

こんなときは注意

こんなときは注意
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●災害時の避難予定場所【自主避難時は★印の避難所を開設します。】
避難場所 所在地 電話番号

本 山

本山小学校 松浜 88-0169
★ 本山公民館 (福祉会館併設 ) 大須恵 88-2001

本山コミュニティ体育館 大須恵 88-2001
竜王山 竜王山 広域避難場所

赤 崎

赤崎小学校 松角 88-0139
★ 赤崎公民館 (福祉会館併設 ) 赤崎一丁目 88-0162

竜王中学校 松角 88-0198
山口東京理科大学 大学通一丁目 88-3500

須 恵

商工センター会議室 中央二丁目 84-4111
須恵小学校 南若山 84-5208
小野田中学校 丸河内 83-2576

★ 須恵公民館 (福祉会館併設 ) 中央四丁目 83-3360
小野田工業高等学校 中央二丁目 83-2153
須恵コミュニティ体育館 須恵一丁目 84-5156
須恵健康公園 須恵一丁目 広域避難場所

小野田

中央福祉センター 千代町一丁目 83-2050
小野田小学校 中川三丁目 83-2066

★ 市民館 (公民館併設 ) 栄町９－２５ 83-5700
市民体育館 中川五丁目 84-2430

高 泊

★ 高泊小学校 烏帽子岩 83-2118
高泊公民館 (福祉会館併設 ) 高浜 84-1500
高泊コミュニティ体育館 高浜 84-1500
農協後潟出張所 後潟下 83-2910

高千帆

高千帆公民館 日の出三丁目 83-3113
★ 高千帆福祉会館 日の出三丁目 84-6200

市役所 日の出一丁目 82-1111
小野田高等学校 楴挺山一丁目 83-2373

★ 高千帆小学校 楴挺山一丁目 83-2642
高千帆中学校 楴挺山二丁目 84-5611
サビエル高等学校 楴挺山三丁目 83-3587

有 帆

有帆小学校 新有帆町４－１ 83-2822
有帆児童館 新有帆町１－１４ 83-7473

★ 有帆公民館 (福祉会館併設 ) 新有帆町１－１ 84-4090
有帆コミュニティ体育館 新有帆町１－１ 84-4090
江汐公園管理棟 高畑 83-5378
江汐公園 高畑 広域避難場所

厚 狭

森広会館 森広 ㊒ 3-2114
川上会館 松ヶ瀬 ㊒ 3-4071
福正寺公会堂 福正寺 ㊒ 3-4205

★ 保健センター（総合事務所併設） 千町五 71-1814
★ 厚狭小学校体育館 加藤北 72-0049

厚狭高等学校南校舎体育館 貴船町東 72-0017
文化会館小ホール（主に震災時用） 末益（厚狭駅新幹線口前） 71-1000
妙徳寺 野中 72-0237

出 合
厚狭中学校体育館 山川 72-0660

★ 出合公民館 栗田 73-2069
石丸総合館 石丸 72-0335

厚 陽

鳥越福祉会館 鳥越 ㊒ 2-3705
★ 厚陽中学校体育館 渡場 74-8318

厚陽小学校体育館 古開作東 74-8101
西福寺 梶上 74-8770

埴 生

★ 津布田小学校体育館 東郷 76-0109
森本公会堂 森本 ㊒ 5-2592

★ 埴生中学校体育館 東側 76-0033
★ 埴生公民館 東側 76-0066

埴生小学校体育館 西側 76-0014
福田公会堂 下福田 ㊒ 5-3111
長生園 西糸根 76-2136
サンライフ山陽 西糸根 76-3443

▼上記の市が指定した避難場所以外にも，自主防災組織のある自治会では，独自の避難場所が決めてある場合があ
りますので各自治会にご確認ください。

▼災害によって避難所を使い分ける場合がありますのでご了承ください。

▼台風接近時等には地方ラジオ局 FMきらら（80.4MHz）で避難所情報等をお伝えします。
※時間的に余裕がある場合は，できるだけ飲み水・食べ物を持って避難してください。
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健康だより

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　
　6月  8 日㈮　13:15 ～ 14:15
◇ところ　小野田保健センター

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　
　6月 22日㈮　13:15～ 14:15

（母子健康手帳持参）
◇対象　生後 3か月～6か月の乳児
と保護者

※ 2回で 1コースです。
◇申込先　保健センター
■小野田保健センター（1回目）
○とき　6月 15日㈮　13:30～ 15:30
■保健センター（2回目）
○とき　7月 20日㈮　13:30～ 15:30

◇対象　0歳～ 1歳 3か月児の母親
◇とき　6月 21日㈭　10:00～ 11:30
◇ところ　小野田保健センター
◇内容　タオルで作る遊び着

育 児 学 級

すくすくベビーサークル

保健センター ☎ 71-1814
小野田保健センター ☎ 84-1220

す く す く 相 談
（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　6月 14 日㈭　9:00 ～ 11:00
■小野田保健センター
○とき　6月 21 日㈭　9:00 ～ 11:00
■須恵福祉会館
○とき　7月  3 日㈫　9:30 ～ 11:00

◇対象　妊婦とその夫（10 日）
　　　　妊婦（13 日・15 日・20 日）
◇とき　
　6月 10 日㈰ 　9:30 ～ 11:30
　6 月 13 日㈬ 　9:30 ～ 13:30
　6 月 15 日㈮　13:30 ～ 15:30
　6 月 20 日㈬ 　9:30 ～ 11:30
◇ところ　保健センター
　（15 日のみ小野田保健センター）
※１週間前までに保健センターに
申し込んでください。

マタニティスクール

　日ごろの介護についての悩み，疑
問など一緒に話しあってみませんか。
（送迎についてはご相談ください。）
◇とき　6月18日㈪　13：30～ 15：00
◇ところ　中央福祉センター

（☎ 83-9526）

介 護 者 の 集 い

　親子で楽しく遊びませんか？
◇対象　
　１歳から就学前までの子どもと
その保護者

◇日程　（10：00～11：30）

6月26日㈫
須　恵児童館（☎83-0960）

高　泊児童館（☎83-6591）

6月27日㈬

赤　崎児童館（☎88-2491）

小野田児童館（☎84-5321）

有　帆児童館（☎83-7473）

保健センター（☎71-1815）

出　合公民館（☎73-2069）

7月3日㈫ 厚　陽公民館（☎74-8400）

7月4日㈬
本　山児童館（☎88-3136）

高千帆児童館（☎83-0970）

7月 5日㈭ 埴　生公民館（☎76-0066）

◇内容　七夕さま
　（出合公民館はバンダナ作り）
◇問い合せ・申込先　
　各開催場所
※出合・厚陽・埴生公民館は保健
センターへ

子育て輪づくりサークル

　医療機関での基本健康診査・が
ん検診が始まります。受診の際に
は，5月中旬に郵送した受診券と健
康保険証をお持ちください。
▼胃・乳がん検診希望者は，必ず
事前に医療機関に予約してくだ
さい。

▼大腸がん検診希望者は，容器を
事前にもらう必要があるか，医
療機関に確認してください。

◇実施期間　7 月 2日～ 11 月 30 日
（乳がん・子宮がん検診について
は来年の 1月 31 日まで）

※詳しくは，4月に発行した「すこ
やか山陽小野田」または受診券
に同封の案内をご覧ください。

基本健康診査・がん検診

元気はつらつ健康体操
◇日程

6 月 13 日㈬
(9:30 ～ 11:00)

赤崎福祉会館

6月 19 日㈫
(9:45 ～ 11:30)

保健センター

6月 25 日㈪
(9:30 ～ 11:00)

津布田会館

6月 26 日㈫
(9:30 ～ 11:00)

本山福祉会館

7月 2 日㈪
(9:30 ～ 11:00)

有帆福祉会館

7月 3 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。

情報ひろば
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募集・試験

■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

 地球の平均気温は，この 100年で約 0.6 度も上昇し，

生態系への深刻な影響が心配されます。現在世界中で，

未来の子どものために温暖化抑制の話し合いが行われ，

様々な対策を実行に移しています。

■地球のためにできること
　昼間，外から帰ると少し暑くて，ついエアコンをつけ
ていませんか？もったいないですよね。窓を開ける，
日差しを遮るなどちょっとした工夫をしましょう。

地
ア ー ス

球はわが身
み

( 明
あ す

日はわが身
み

）
emergency on

planet earth

シニアのための建築CAD講習
◇対象　雇用・就業を希望する 60
歳代前半層の人

◇とき　7 月 11 日㈬～ 8月 8日㈬
※土・日・祝日を除く 9:00 ～ 16:00
◇ところ　宇部市野球場
◇内容　建築平面図の作成技術習得
◇定員　20人（応募多数の場合は抽選）
◇申込期限　6月27日㈬（消印有効）
◇申込方法　はがきに講習名・住所・
氏名（ふりがな）・性別・年齢・生
年月日・電話番号を記入のうえ郵送

◇問い合せ・申込先　
　〒 753-0074　
　山口市中央四丁目 3番 6号
　㈳山口県シルバー人材センター
連合会 ( ☎ 083-921-6070）

■「いのちと健康」（全3回）
～ようこそ，ヒーリング・癒しの世界へ～
◇とき
○第 1回　6月 30 日㈯
　「音楽と癒し」
　田村　洋　教授
○第 2回　7月 14 日㈯
　「生と死をみつめて」
　～生き生きと生き抜くために～
　田中　愛子　教授
○第 3回　7月 28 日㈯
　「生体と癒し」
　～温熱のリラクセーション効果～
　市村　孝雄　教授
※各回いずれも 9:30～ 11:30
◇ところ　市民館 1階第一講義室
◇受講料　1,000 円（資料代を含む）
◇定員　30 人程度
◇受付期限　6 月 19 日㈫
◇問い合せ・申込先　社会教育課
　(☎ 82-1203　FAX 84-8691）

山 口 県 立 大 学 主 催
山陽小野田市プレサテライト講座

人のうごき（5月 1日現在）

世帯 27,718 世帯 （＋37）
人口 67,490 人 （-120）
男 31,818 人 （-53）
女 35,672 人 （-67）

※（　）内は前月との比較

　新たな商業起業家の育成と商業の
活性化を目的に設置した施設です。
自分のお店を持ちたい人，新しく事
業を始めようとする人の申し込みを
お待ちしています。（飲食業不可）
◇応募資格　市内に住民票があり，
事業に関する具体的な計画を有
すること，市税等の滞納が無い
ことなど詳しくはお問い合わせ
ください。

◇ところ　日の出三丁目 1番 28 号
◇面積　1 区画 15.32 ㎡（全 2区画）
◇使用料　
　月額 15,750 円（消費税込み）
◇使用期間　1 年間（最長 3年）
◇問い合せ・申込先
　商工労働課 (☎ 82-1150）

商業起業家支援センター
「日の出市場」出店者募集

体育振興課からのお知らせ
◇対象　
　スポーツクラブづくりに関心の
ある人，地域にスポーツを普及
させたい指導者の人など，どな
たでも参加できます。

◇問い合せ・申込先　体育振興課
　( 市民体育館内　☎ 84-2430）
※どちらも参加は無料です。
※内容に関して，参加者には詳細
を後日送付します。

■総合型地域スポーツクラブ育成
研修会

○とき　6月 30日㈯　10:00～ 15:30
※受付は 9:30 ～。
○ところ　下関市菊川ふれあい会館
○内容　菊川スポーツクラブ現場視
察，ディスカッション，総合型地
域スポーツクラブ設立分科会等

○申込期限　6 月 20 日㈬
■平成19年度総合型地域スポーツ
クラブクラブマネージャー養成
講習会

○とき　7月 14日㈯　9:00～ 16:00
　　　　7月 15日㈰　9:00～ 17:30
※両日とも受付は 8:30 ～。
※どちらか 1日のみの参加も可
○ところ　県セミナーパーク
○内容　総合型地域スポーツクラ
ブの管理運営等を対象としたク
ラブマネージャーの養成と資質
向上，事例発表等

○申込期限　6 月 29 日㈮

幼 稚 園 で あ そ ぼ う
　子育て中のお母さん方，幼稚園
で一緒に保育を経験し，育児につ
いて情報交換しながら，楽しい時
間を過ごしてみませんか。
※前日までに申し込んでください。
◇対象　
　6 か月児～ 3歳児とその保護者
◇とき　
　毎月第 3水曜日 10:00 ～ 11:30
◇ところ　埴生幼稚園
◇問い合せ・申込先
　埴生幼稚園（☎ 76-0330）
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お知らせ

児童手当現況届の提出
　現在児童手当を受けている人は，
児童の養育状況を確認するための
現況届を必ず提出してください。現
況届の提出がないと，６月分以降
の手当を受けることができません。
◇受付場所　児童福祉課，総合事
務所市民窓口課，南支所，埴生
支所，公園通出張所

◇受付期限　６月 29 日㈮
◇問い合せ先
　児童福祉課（☎ 82-1175）

■埴生地区　7月 1 日㈰
■厚陽地区　7月 1 日㈰
■厚狭地区　7月 15 日㈰
■出合地区　7月 15 日㈰
※時間はいずれも 7：00 ～。
※雨天の場合，開催日は翌週の日
曜日に変更します。（小雨決行）

◇問い合せ先　
　各地区自治会協議会会長

山 陽 地 区
河 川 海 岸 清 掃 大 会

物品・製造等の指名競争入札
参 加 資 格 審 査 の 申 請

　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）

◇対象　市内在住の発達に特別の
配慮を要する就学前乳幼児とそ
の保護者，幼稚園・保育園の関
係者など

◇とき　
　毎週月～金曜日の 10:00 ～ 17:00
◇内容　家庭や園で生活するうえ
での心配や悩み事の相談，発達
検査や行政サービスについての
情報提供など

◇相談方法　電話・FAX・来園・訪
問（秘密は厳守します）

◇問い合せ先
　山陽小野田市発達相談室
　「スマイル」（なるみ園内）

　(☎ /FAX 83-7821）

乳 幼 児 発 達 相 談 室
【 ス マ イ ル 】 開 設

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

　平成 18年 11月 1日から住民基本台帳法の改正により住民基本台帳の閲覧
制度が変わりました。それに伴い毎年少なくとも 1回，閲覧申出者の氏名等を

公表することになりましたので，住民基本台帳法第 11条および第 11条の 2

の規定に基づき，平成 18年度の住民基本台帳の閲覧状況について公表します。

閲覧申出者

株式会社ビデオリサーチ　代表取締役社長　木村　武彦
（共同申出者）
日本たばこ産業株式会社　 たばこ事業本部お客様
コミュニケーション部長　仲井　賢治

利用目的概要 2007 年全国たばこ喫煙者率調査のため

閲覧年月日 平成 19 年 1月 24 日

閲覧に係る
住民の範囲 市内大字郡在住の 20 歳以上 90 歳未満の男女

　■問い合せ先　市民課（☎ 82-1140）

　平成 18 年度本学卒業生の就職率は，昨年度と同じく
99.1％で，4年連続で 97％以上の高い就職率を達成する
ことができました。本市周辺の企業では，ジャパンファイ
ンスチール㈱，不二輸送機工業㈱，日本化薬㈱，山口日本
電気㈱等へ就職しています。また，最近の傾向として，研
究志向の学生が増え，大学院への進学者が全体の約 4割を
占めています。
　就職が好調な要因としては，雇用環境が改善され，新卒
の採用意欲が高まったことがあげられますが，やはり学生

自身が 4年間勉学に励んだ成果が企業側に評価されたこと
が最大の理由です。更に本学では，1年次からキャリア教
育プログラムを導入し，学生一人ひとりの将来を真剣に考
えています。昨今，青少年の理科離れが深刻で，理工系の
人材は今後不足することも予想されますが，逆に日本の未
来を担う人材として，本学卒業生は社会から高く評価され
ていくことでしょう。

【平成18年度大学院進学先】本学大学院，東京理科大学大
学院，九州大学大学院，京都大学大学院 ,早稲田大学大学院

～平成18年度本学卒業生の就職内定率は99.1％～http://www.yama.tus.ac.jp
理 大 つ う し ん 26

商業統計調査のお知らせ
　6 月 1 日は，「平成 19 年商業統計
調査」の日です。全国の卸売・小
売業を営むすべての事業所が対象
になります。提出された調査票は，
統計法により厳重に秘密が守られ
統計を作成するためだけに使用さ
れますので，安心して調査にご協
力ください。調査票の回収には，
調査員証を携行した調査員が伺い
ます。
◇問い合せ先　
　企画課 (☎ 82-1130）
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イベント

◇とき　６月 9日㈯　18：30 ～
◇ところ　有帆運動広場
　　　　　有帆ホタル川公園
◇内容　ホタル観察館，バザー等
◇問い合せ先
　有帆公民館（☎ 84-4090）

第１8 回ホタルまつり
～初夏の夕べ・いこいのひととき～

◇とき　６月 24 日㈰
　昼の部　13:30 ～（開場 13:00）
　夜の部　18:00 ～（開場 17:30）
◇ところ　文化会館
◇演目　『風が吹いている～風のメ
ロディーを奏でて～』

◇前売券　1,500 円（全席自由）
※当日券は 1,800 円
※お子さんが座席を使用される場合
はチケットを購入してください。

◇前売券販売所　文化会館，市民
館，小野田サンパーク，喫茶エ
リーゼ，佐々木書店，ヤマザキ
ショップ（JR厚狭駅前店）

◇問い合せ先　ミュージカル山陽あ
りすの家事務局（☎090-8242-0343）

ミュージカル山陽ありすの家
第 12 回 定 期 公 演

　国土地理院では，基準点成果の不整
合な地域において，既存の基準点（三
角点）を測り直す測量を行います。基準
点の中には，私有地内に設置されてい
るものもありますが，この測量の趣旨
をご理解の上，ご協力をお願いします。
◇作業予定期間　6 月～ 11 月
◇問い合せ先　国土交通省国土地理
院中国地方測量部(☎082-221-2355）

基 本 測 量 に 伴 う
基準点改測作業について

◇とき　6月 8日㈮　13:30～ 15:30
◇ところ　市民館
◇内容　平成 19 年 3 月学校卒業者
の就職状況について，平成 20 年
3月新規学校卒業予定者を対象と
する求人活動について，採用選
考時における留意事項について

◇問い合せ先　ハローワーク小野田 
学卒係　(☎ 83-2149）

新卒者採用予定事業主
のための求人受理説明会

◇対象　市内在住で既婚の男女
◇とき　7 月 1 日㈰　9:00 ～
◇ところ　市民体育館
◇チーム編成　
　自治会単位とするが，チームを
編成できない場合，同一小学校
区の 3 自治会連合チームに限り
可。（男女混成は不可）

◇申込期限　6 月 25 日㈪
◇申込方法　最寄りの公民館または
市民体育館に備え付けの申込書に
記入し，市民体育館に提出。

◇代表者会議　（市民体育館にて）
○とき　6 月 27 日㈬　18:00 ～
◇問い合せ・申込先　体育振興課
　（ ☎ 84-2430　FAX 84-2318）

パパさん，ママさん
ソフトバレーボール大会

■問い合せ・申込先：山陽商工会議所（ ☎ 73-2525　FAX 73-2526）　小野田商工会議所（ ☎ 84-4111　FAX 84-4180）

　市では，長年にわたって社会の発展に貢献された高
齢者に対して，広く市民と共に感謝の意を表し，その
長寿をお祝いする敬老事業を実施します。商工会議所
では市の実施する敬老事業に協力するために，右記の
とおり参加事業所を募集します。ふるって参加いただ
きますようお願いします。

◇実施内容　対象となる高齢者に対し，貴事業所で
扱っている商品の割引や，施設の無料開放など高齢
者に喜んでもらえるサービスを提供できる事業所を
募集します。（市内の事業所に限る）

※市の実施する敬老事業にふさわしいサービス内容で
あること。

※サービス内容によってはお断りする場合もあります。
◇申込期限　6 月 30 日㈯
◇申込方法　各商工会議所に備え付けの申込用紙に記
入のうえ提出。郵送または FAXでも可。

山陽小野田市

敬老祝　参加事業所募集

　　期間　7 月 1日㈰～ 8月 31日㈮
　　定休日　毎週水曜日，8月 14日㈫（盆休み）
　　利用時間　9:00 ～ 12:00，13:00 ～ 16:00，17:00 ～ 19:00
　　入場料　4歳未満／無料，4歳～中学生／50円，高校生以上／100円
　　問い合せ先　体育振興課（市民体育館内 ☎ 84-2430）

市民プール オープン
プール開きだよ，全員集合！！

監視人の募集
□対象　18 歳以上
□期間　7 月 1日㈰～ 8月 31日㈮
※毎週水曜日と 8月 14日㈫は休み
□定員　13 名
□申込期限　6 月 22日㈮
□問い合せ・申込先　山陽小野田市
施設管理公社（☎ 84-5156）
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●宿泊・研修施設のご利用案内
　いつもきらら交流館で宿泊研修
をされているご家族からいただい
た感想文を紹介します。

「私たちは，このきらら交流館を
度々利用しています。その数回の
中でも最も心に残っているのは，
やはりお風呂と夕焼けです。星空
を眺めながら夜風に当たる心地よ
さは，露天風呂でしか味わうこと
ができません。そして，日の沈む
頃に海岸を散歩すると，波の音と
景色が一体となって何とも言えな
い気持ちになります。また，和室
の居心地はまるで我が家にいるの
も同然で，素晴らしいひとときを
過ごせます。」　　　　　（高校2年）

▲

6 月 26日㈫は休館日です。

▲

ふれあい・交流，研修にきらら
　交流館をぜひご利用ください。

▲

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/    

kouryu/mnj_kouryu.htm）

　ゴールデンウィーク中，ガラス
体験に来場されたみなさん，あり
がとうございました。
● 5月 3日「特別体験教室」

　エナメル絵付けでお皿に「お母
さんありがとう」のメッセージを
入れたり，おばあちゃんの誕生日
と名前をサンドブラストで彫って
プレゼントを作りました。
● 5月 5日「子どもの日

スペシャル」
　小・中学生が，自由にデザインし
て吹きガラスの作品を作りました。

【休館日】毎週月・火曜日

きららガラス未来館
☎88-0064

【休館日】毎週月曜日・6/26 ㈫

きらら交流館
☎88-0200

竜王山公園オートキャンプ場
☎89-0055  

●オートキャンプ場付近で
ヒメボタル乱舞中

　オートキャンプ場の周辺および
竜王山中腹で 6 月中旬まで「ヒメ
ボタル」が観察できます。この時
季しか見られない幻想的な世界を
体感してみませんか。
◇観測にあたっての注意点
•ヒメボタルは捕まえずに，その光を

楽しみましょう。

•メスは飛べないため，オスに見つか

りやすいよう地表や刈り取った草む

らにいます。舗装されたところ以外

は歩かないようにしましょう。

•懐中電灯は，危ない時に足元を照ら

す程度にし，静かに鑑賞しましょう。

とき ところ 学習テーマ 講師
 6 月 28 日㈭
 9:30 ～ 11:30 市民館

「地域の自立，
協働のまちづくり」

山大エクステンションセン
ター長　長畑　実さん

 7 月 19 日㈭
10:00 ～ 11:30 市民館

「病院の現実と
病気の予防」

市病院事業管理者
河合　伸也

 8 月 20 日㈪
10:00 ～ 11:30 市民館 「閑話休題」 山陽小野田市長

白井　博文
 9 月 14 日㈮
 8:30 ～ 17:00 市外 館外学習（北九州市スーパーごみ発電システ

ムの施設・九州国立博物館見学等）
10 月 11 日㈭
 9:30 ～ 11:30 市民館

「高齢化に伴う
生命保険の問題点」

社会保険労務士
池田　祥子さん

女
ひと

と男
ひと

のいきいきカレッジ
受講生募集のお知らせ

◇募集人数　市内在住の人　100 人
◇申込期限　６月 26 日㈫（必着）
◇申込方法　はがきに住所・氏名・性別・
電話番号を記入し郵送してください。

◇問い合せ・申込先　〒 756-8601
　山陽小野田市日の出一丁目 1番 1号
　社会教育課（ ☎ 82-1203）

※全講座受講が望ましいが，1講座のみの受講も可能
※ 9月の館外学習については参加料（バス代・食事代等）が必要

「かわいいグラスができて嬉しいで
す。底をつけるところが面白かっ
たです。」

今後も様々なイベントを企画しま
すので，楽しみにお待ちください。▲

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)
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消防こちら

119

　今日，石油類をはじめとした危険物が，日常生活
のありとあらゆる分野に浸透し，社会生活の向上に
大きく貢献しています。しかし，そんな便利な危険
物ですが，ひとたびその取り扱いを誤ると，火災や
爆発などの災害を引き起こす大変危険な性質を持っ
ていることを忘れてはいけません。
　市民のみなさんも危険物の性質を理解し，より安
全な取り扱いを心がけましょう。

6月 3日㈰から6月 9日㈯は危険物安全週間です

消防本部（☎83-0119）

❼ ｢ 自治基本条例をつくる会 ｣活動報告

　いよいよ本格的な策定作

業に入った「自治基本条例」。

その条例案策定の具体的協

議を行う「自治基本条例を

つくる会」の第 1回目の会

議が 4 月 23 日に行われま

した。今回は，その時のようすをご報告します。

　当日の参加者は15名。自己紹介では「自己啓発のため」「本

市になかった情報共有への期待」など，様々な参加動機が述

べられましたが，共通しているのは自分たちの手でこのまち

をつくっていこうというあふれんばかりの熱意。これから約

２年をかけて制定される「自治基本条例」がいよいよ動きは

じめたという予感を感じさせるものでした。

　この日は日程，会議の運営方法の決定といった事務的な打

ち合わせが主でしたが，参加者からは早速「総合計画との整

合性」「条例の制定の気運の醸成」についての質問があがる

など，活発な意見交換も行われました。今後の議論の展開が

本当に楽しみな「つくる会」の会議概要は，随時ホームペー

ジでお知らせしますので，ぜひともご覧ください。

　「自治基本条例をつくる会」には定員はありません。また，

途中参加，退会は自由です。たくさんの方の参加をお待ちし

ています。

行政改革課（☎ 82-1135）

こ こ ろ

学校・家庭・地域の教育力

　ご承知のとおり，本市では昨年度から「生活改善・学力向
上プロジェクト」を立ち上げ，小学校においてモジュール授
業に取り組んできました。「速く計算できるようになったよ。」
「漢字をたくさん覚えたよ。」など，多くの子どもたちから喜
びの声を聞くことができ，学力の向上という点においては，
徐々にその成果が現れてきたように感じています。
　今年度からプロジェクトは，小学校に続き，いよいよ中学
校でもスタートしました。すでに，すべての中学校で実施さ
れていますので，現在，市内の全小・中学校が取り組んでい
ることになります。中学校では，毎朝，２０分間のモジュー
ル授業を実施し，生活にメリハリをつけると同時に，文章を
読んだり，漢字や熟語を書いたり，四則計算をしたりと，各
教科の学習をする上での基礎を培っています。
　「学力向上」については，各小・中学校での取組みを中心
に実践していますが，「生活改善」については，学校以外の
家庭や地域での取組みが重要です。早寝早起き，朝夕の食事
など，規則正しい生活習慣を身につけるには「家庭の教育力」
が，また，人としての社会性を身につけていくためには子ど
もを温かく見守る「地域の教育力」が，それぞれ欠かせない
のは言うまでもありません。
　2年目となる今年は，学校，家庭，地域が一体となって，
それぞれがもつ「教育力」を活かしながら，プロジェクトを
推進していきたいと考えています。

（学校教育課）

きょういく掲示板

平成 19年度危険物安全週間推進標語

「危険物　目指せ無事故の　ＭＶＰ」
危険物と上手につきあう３つのポイント

❶火気の周囲では，危険物の取り扱いは絶対にや
めましょう。

❷スタンド等の給油取扱所でガソリンや灯油を購
入するときは，決められた運搬容器に入れましょ
う。

❸危険物を貯蔵するときは，子どもや部外者が容
易に触れないように管理しましょう。

「危険物」とは，消防法で定められているもので，
一般的に次のような性質を持っています。

▼火災発生の危険性が大きい

▼火災拡大の危険性が大きい

▼消火の困難性が高い
例えば私たちの身近なものでは・・・
　ガソリン・灯油・油性塗料などがあります。

危険物ってどんなもの？

▲第1回目の「つくる会」のようす
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休日応急医

6月の各種相談

広報広聴課 ☎82-1133 市民活動推進課 ☎82-1134 山陽総合福祉センター ☎72-1813 埴生公民館 ☎76-0066
中央福祉センター ☎83-2050 赤崎公民館 ☎88-0162 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 25日㈪ 13：00～16：00
※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 20日㈬ 10：00～12：00

▲

人権・
　登記相談

市民活動推進課 12日㈫   9：30～12：00

▲

行政・　

人権相談

山陽総合
福祉センター 13日㈬   9：30～12：00

埴生公民館 20日㈬   9:30～12:00

▲

人権相談
中央
福祉センター 19日㈫   9：30～12：00

▲
心配ごと

相談

赤崎公民館
高千帆福祉会館

  5日㈫・25日㈪ 
　　　　 9：00～12：00

山陽総合
福祉センター

  6日㈬・13日㈬・27日㈬
　　　　 9：00～12：00

埴生公民館 20日㈬   9:00～12:00

▲

年金相談
市役所1階
第 4会議室 20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

▲

税の相談
山陽総合
福祉センター   4日㈪  10：00～12：00

ところ とき

▲

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

21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

14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

21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

  5日㈫13:30～15:30
19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

▲

  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

▲

  6/10㈰
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 吉武内科クリニック

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 加藤上　☎73-0095

▲

  6/17㈰
山口労災病院 山口労災病院 伯野耳鼻咽喉科医院

南中川町　☎83-2881 南中川町　☎83-2881 常盤町　☎73-0059

▲

  6/24㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 中野医院

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 宇部市船木下田　☎67-0381

▲

  7/  1㈰
小野田ライフケアクリニック 山口労災病院 田中としろう眼科

高栄一丁目　☎81-0188 南中川町　☎83-2881 加藤上　☎71-1046

▲

  7/  8㈰
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 伊藤医院

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 千町四　☎72-0033
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66月のカレンダー

：山陽オート開催日 ：場外発売外

1 金
2 土 寝太郎の里ほたる祭り　15:00 ～ 20:00／ゆめ広場 外

3 日 かんきょうフェスタ2007
10:00 ～ 16:00／小野田サンパーク 外

4 月 外

5 火 外

6 水 外

7 木 希望の森植樹祭　10:30 ～ 12:00／糸根公園 外

8 金 外

9 土 有帆ホタルまつり　18:30 ～／有帆運動広場 外

10 日 駅前フリーマーケット　8:00 ～ 12:00／小野田駅前
オーケストラ練習会　13:30 ～ 16:00／文化会館

外

11 月
12 火 第3回「健康講座」　14:00 ～ 15:15／山陽市民病院 外

13 水 外

14 木
松竹特別公演「怪談 牡丹燈籠」

18:30 ～（開場：18:00）／文化会館
対話の日　19:00 ～／永安台公会堂

外

15 金 外

16 土 男女共同参画講演会　13:30～15:00／文化会館

17 日 あじさいまつり　10:00 ～ 15:00／江汐公園
中学生英語暗唱大会　10:00 ～／中央図書館

18 月
19 火
20 水 外

21 木
22 金
23 土 外

24 日 外

25 月 外

26 火 外

27 水 外

28 木 対話の日　19:00 ～／緑が丘自治会館

29 金 外

30 土 山陽小野田市プレサテライト講座（第 1回）
9:30 ～ 11:30／市民館 外

7/1 日 市民プールオープン 外

2 月 外

献血 20日 ㈬ 9:00 ～ 11:30 市役所
13:30 ～ 16:00 小野田市民病院

27日 ㈬ 9:00 ～ 10:00 水道局
11:00 ～ 12:00 富士商㈱
14:30 ～ 16:30 戸田工業㈱

　市立図書館と山口東京理科大学図書館の相互利用が 5月
1日から始まり，科学の専門書を中心とした理大図書館の豊富な図書資源（和書のみ）をご利用いただけるようにな
りました。図書の貸し出しや返却は市立図書館でも行えますので，この新たなサービスをぜひご活用ください。（詳
しくは，教育政策室（☎82-1208）まで）【写真：相互利用サービス開始当日に理大図書館を訪れた江澤教育長（右）】

【市立図書館と理大図書館の相互利用スタート】

６月市議会定例会の日程のお知らせ
●一般質問は6月 14日㈭・15日㈮・18日㈪・19日㈫・20日㈬の予定です。

6月13日㈬～6月29日㈮
問市議会事務局（☎82-1182）
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▲松井製陶所内に設置された製油装
置と菜種

菜の花の小さな花びらに
託した大きな想い

「菜の花プロジェクト」を推進する
障がい者支援NPO法人芙蓉会代表

末
すえなが

永　浩
ひろし

 さん

　小野田駅東の不二輸送機工業㈱の裏手
に広がる，約 1ヘクタールの菜の花畑は，
昨年，市内の障がい者支援 NPO 法人芙
蓉会の呼びかけによりスタートした，「菜
の花プロジェクト」活動の賜物です。障
がい者とボランティアの人達で蒔

ま

いた種
は，冬の寒さにも負けることなく，たく
さんの可愛らしい花を咲かせました。
　「菜の花プロジェクト」とは，この菜
の花から菜種油を精製・販売し，障がい者の自立を支援しようという試みで，使用
済の廃油は回収し，ディーゼルエンジン用の燃料として再利用する予定です。「障
がいを持つ人が，労働を通じて賃金を得るだけでなく，社会にも貢献できること。
それが真の自立への第一歩だと思うんです。」と話す芙蓉会代表の末永さんは，自
身も畑に立ち，菜の花の育成に尽力されました。障がいを持っていても，適材適所
を心がけることで，その人の能力が必ず発揮できるはずとの考えのもと，油を入れ
るビンやラベルのデザインにいたるまで，製品完成までの全工程を障がい者と共に
手がけていきます。「畑の土地も不二輸送機さんから無償で貸していただいており，
地元企業やボランティアの人の好意に助けられています。」との言葉どおり，資金
面でもぎりぎりの中，6月下旬～ 7月初旬に完成予定の製品をどこで販売するのか
等，早急に解決すべき問題もありますが，「将来的には，市内の休耕田を菜の花畑
に変えて，菜種油を市の名産品にしていけたらいいですね。」と，笑顔で夢を語っ
てくれました。
　末永さんが蒔いた「菜の花プロジェクト」という名の種も，実際の菜の花に負け
ないくらい素敵な花を咲かせてくれそうです。

さんようおのだ　まるごとウォッチング

▲毎年恒例となった茶摘みの風景。今年も美味しいお茶
ができました。

高泊小学校 茶摘み
　春の陽気に包まれた 5月 7 日，今年も高泊小学校で
茶摘みが行われました。茶畑では，法

はっ ぴ

被と絣
かすり

の衣装を
身にまとった 6年生が，初めて茶摘みを体験する 1年
生に優しく教えてあげる場面も見られました。自分た
ちの手で摘み取ったお茶。きっと，何よりも美味しい
一杯になることでしょうね。

▲金本さん（中央）はうれしい初優勝，是木さん（右）
は貫録の6大会連続優勝です。

優勝おめでとうございます
5 月 12 日，山口県維新百年記念公園陸上競技場で第

40 回山口県アイリンピック大会が開催されました。本
市みつば園の是

これ き

木末
すえひこ

彦さんとまつば園の金
かねもと

本清
き よ み

美さん
が，ロードレース競技において男子の部・女子の部でそ
れぞれ優勝の栄誉に輝き，うれしい報告となりました。
次の大会も，優勝の報告を期待して待ってますよ！
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市 政 Ｑ Ａ＆

えがお が いちばん!!
編集室の
ひとりごと

　先日ふと立ち寄ったお店できれいなあじさいをみつけま
した。あじさいといえば梅雨の雨がしとしとと降るなかに
咲く花で ,どことなく寂しげな姿が思い浮かぶのですが ,先
日みかけたものは ,赤 , ピンク ,紫 , そしてふちのみが桃色
にふちどられたものなど , いつの間にこんなに種類が増え
たのだろうと思うほど多種多様。隣に置かれたカーネーシ
ョンや色鮮やかな切り花にも負けないほど色とりどりなあ
じさいを見ていると ,こんなにきれいなら試しに一鉢買って
みようと白の花びらに桃色のふちどりが入ったものを買っ
て帰りました。その後我が家でひとまわり大きな鉢に植え
替えられたあじさいは ,地味な鉢植えの中でもひときわ目立
ち ,その場の雰囲気をパッと明るくしてしまうような存在感
を放っています。そして市内であじさいといえば ,江汐公園
のあじさい園。34種類 , 約 4000 本のあじさいが 6月中
旬には見頃を迎えるのにあわせて ,6月 17日にはあじさい
まつりも開催されます。土壌 ,湿度などさまざまな要因によ
り色を変えるという特性をもつあじさい。～ちょっぴり不
思議で神秘的な世界を堪能されてみませんか。（じゃり）

桂
かつら

　隆
りゅうたろう

太朗くん（3歳）
　　　　しほりちゃん（6か月）

妹思いの優しいお兄ちゃんと，そんなお兄ちゃん
が大好きな妹です。（中川六丁目）

質 問 お答えします

担当課　健康増進課国保資格給付係（☎82-1179）

「国民健康保険の高額療養費について」

　これまで70歳未満の国保加入者は，入院時の
高額な医療費について，一旦その費用を病院の窓
口で支払わなければなりませんでしたが，4月か
らは，入院時の病院窓口での負担が「限度額」ま
でで済むようになったと聞きました。このサービ
スを利用する場合にはどのような手続きが必要で
しょうか。
　また，その「限度額」は 4回目以降の支給に
ついてはさらに下がるそうですが，医療機関の窓
口での支払いはどうなりますか。

（６５歳　男性）

これまで 70歳以上の人に限って，医療機関の

窓口で医療費を支払うときには高額療養費の自己

負担限度額が適用されていましたが，平成 19年

4月からは，70 歳未満の国保被保険者について

も，医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提

示すれば高額療養費の自己負担限度額までの支払

いで済むことになりました。

認定証については，健康増進課窓口に印判と

保険証をお持ちのうえ申請していただくと，その

場で発行します。（ただし，保険料に滞納がある

場合は発行できません。）

また，自己負担限度額は 4回目以降（※）は

さらに減額されますが，医療機関窓口では回数に

ついては把握できません。従って，4回目以降の

場合でも，病院では一旦通常の
4 4 4

自己負担限度額を

支払っていただき，差額については，従来通り高

額療養費として後日払い戻しますので，健康増進

課窓口で高額療養費の申請手続きを行ってくださ

い。

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

（※）高額療養費の自己負担限度額について

1 年間に，同じ世帯で高額療養費の支給が
４回以上あった場合，４回目以降の自己負
担限度額は減額されます。なお，限度額は
世帯の所得状況によっても異なりますので，
詳しくは，お問い合わせください。



☎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

今月のおすすめ料理
材料（４人分）「きゅうりのじゃこソース」

～豆腐などにトッピングしてもおいしいです～

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（厚狭校区担当）

【1人分栄養価】エネルギー 44kcal ／たんぱく質 3.3g ／脂質 1.0g ／塩分 0.4g

作り方
❶きゅうりは長めの乱切りにし , パプリカは
5ミリくらいの千切りにする。しょうが ,
にんにくはみじん切りにし , たかのつめは
種を除いて輪切りにする。
❷フライパンにごま油を熱し , しょうがとに
んにくを香りが出るまで炒める。きゅうり
とパプリカを加えて炒め , さらにちりめん
じゃこを入れる。
❸②を Aの調味料で調味し , たかの爪を加
え ,煮汁がなくなるまで炒める。
❹器に盛りつけ ,ごまをふる。

きゅうり 240ｇ
パプリカ（赤） 40ｇ
ちりめんじゃこ 12ｇ
にんにく 1かけ
しょうが 10ｇ
たかの爪 ⅓本
　酒 大さじ1
　酢 大さじ1
　しょうゆ 小さじ1
　砂糖 小さじ1.5
ごま油 大さじ1
白ごま 小さじ2

A

放送大学で学んでみませんか？
　放送大学は，無試験で入学でき，学びたい科目を１科目から，自宅に居ながらテ
レビで学べる通信制の大学です。放送大学では次のとおり平成 19年 10 月入学生
を募集しています。この機会に学んでみませんか。

●大学院（年齢制限は平成１9年４月１日現在）

修士選科生 １年間在学し，希望する科目を１科目から履修する学生

修士科目生
１学期（６か月）間在学し，希望する科目を１科目から
履修する学生

満 18 歳以上であればだれでも無試験で入学でき，約 60 科目の中から好き
な科目を１科目から学べます。

※修士全科生（平成 20 年度）については，お問い合わせください。

●教養学部（年齢制限は平成１9年４月１日現在）

全科履修生 ４年以上在学し，「学士（教養）」の学位取得を目指す学生

満 18 歳以上で，高等学校卒業以上であればだれでも無試験で入学できま
す。短期大学，専門学校などからの編入学制度もあります。

選科履修生 １年間在学し，希望する科目を１科目から履修する学生

科目履修生
１学期（６か月）間在学し，希望する科目を１科目から
履修する学生

満 15 歳以上であればだれでも無試験で入学でき，幅広い分野の科目（約
300 科目）の中から好きな科目を１科目から学べます。

※ 18 年度から，科目群履修認証制度を導入し，教養学部の科目をより
体系的に学べます。

平成19年 10月入学生募集

○出願受付期間
　６月15日㈮～８月15日㈬（必着）
○資料請求・問い合せ先
〒 756-0884
山陽小野田市大学通り一丁目 1-1 
（山口東京理科大学構内）
放送大学山口学習センター
（☎88-3020   http:/www.u-air.ac.jp/）


