
厚狭ツイスティングクラブスポーツ少年団

小野田高校ソフトテニス部

【熱い夏を最高の舞台で：全国大会出場決定】
　厚狭ツイスティングクラブスポーツ少年団（写真上段）と，小野田高校ソフトテニス部（写真下段）が，
全国大会への出場を決めました。折しも時節は梅雨ですが，連日のじめじめした空模様を吹き飛ばしてくれ
る爽快なお知らせです。さあ，夏はもうすぐそこに。両クラブの熱い戦いが始まります。（関連記事 4ページ）
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７月29日日は参議院議員通常選挙の投票日です
●問い合せ先　選挙管理委員会（☎82-1183）

場　所 日　時

市役所１階ロビー
保健センター１階
（総合事務所裏）

７月１３日㈮～７月２８日㈯
８: ３０～２０: ００

埴生支所
７月１３日㈮～７月２７日㈮

８: ３０～１７: ００
※土・日曜日および祝日を除く

※７月２９日には２０歳を迎えるが ,投票しようとする日において ,まだ１９歳の方は ,一
部 , 投票の手続きが異なります。

公示日

投票日

投票時間

開票

７時～２０時　市内２７投票所
７時～１８時　市内　４投票所

（松ヶ瀬 ,森広 ,湯の峠 ,福田投票所）

７月１２日㈭

７月２９日㈰

７月２９日㈰　２１時３０分～
市民館体育ホール

期日前投票 次のどの場所でも期日前投票ができます。

投票用紙の種類

参議院選挙には , 選挙区と比例代

表の2種類の投票用紙があります。

●選挙区

選挙区で立候補した候補者の名

前を書きます。

●比例代表

参議院名簿登載者の氏名または

参議院名簿届出政党等の名称を

書きます。

伝えよう　自分の思い　国政に

新たに 2か所の公共施設について , 下記団体による運営が始まります

指定管理者が決まりました

労働会館
【指定管理者】日本労働組合総連合会

山口県連合会山陽小野田地域協議会

竜王山公園オートキャンプ場
【指定管理者】株式会社　晃栄

【問い合せ先】

行政改革課（☎82-1135）

　市では ,公の施設の管理に民間の能力を活用し ,サービスの向上や経費の節減等を図り ,効果的・効率
的な運用をするため ,「指定管理者制度」を導入しています。新たに 2か所の公共施設について募集した
ところ ,それぞれ 2団体から応募がありました。選考委員会による選定作業 ,6月議会での議決を経て ,次
のとおり決定しましたのでお知らせします。今後協定を締結し ,10月から指定管理となります。
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市長から
市民のみなさんへ

敬老祝金支給条例を廃止しました
　下記にありますように，３月議会から懸案事項で

あった「敬老祝金」を廃止する条例が６月議会で可決

されました。急速に進展する高齢化社会へのきめ細か

い対応が叫ばれる一方で，地方財政は年々厳しさを増

しています。山陽小野田市も “崖っぷち” 予算の中で，

現行の福祉サービスの水準を可能な限り維持していく

ためには，思い切った “選択と集中” を行うしかあり

ませんでした。結果，福祉事業の “本丸” と言える部

分については，何とか踏みとどまることができたので

はないかと思っているところです。

　敬老祝金の制度は今年度から廃止になりますが，新

たな試みの一つとして両商工会議所のご協力を得て，

「敬老祝事業」を進めているところです。今回の件に

ついて，様々なご意見があるでしょうが，市民のみな

さんのご理解をいただけることを願っています。

山陽地区の「対話の日」に
河合病院事業管理者も同席します

　2007 年度末の決算で約 9億円の不良債務が予想

されている山陽市民病院ですが，健全化計画が終了

する 20年度末を前に，存続，民営化，縮小，廃止な

ど，一定の結論を出す時期が迫っています。そこで，

病院の現状説明を行い，それに対する地域のみなさん

53

の声をこれからの方向性を検討するうえでの参考にし

たいという，河合病院事業管理者自らの申し出により，

月に２回行っている「対話の日」の山陽地区開催分に

ついて，河合管理者が同席することになりました。

　山陽市民病院の問題は，目下の山陽小野田市の抱え

る最大の難題の一つです。多くの方に参加していただ

き，現状を理解された上で，ご意見をお寄せいただけ

る場となることを期待します。

 " 山陽小野田っ子 "大活躍 !!
　表紙でご紹介のとおり，小野田高校男子ソフトテニ

ス部と少年野球の厚狭ツイスティングが全国大会出場

を決めました。このような明るいニュースを市民のみ

なさんにご報告できることを市長としてたいへんうれ

しく思います。最高の舞台で，持っている力を最大限

に発揮されますよう健闘をお祈り申しあげます。

　他にも，昨年の本山小学校の 30人 31 脚の全国大

会での上位入賞，先日広報でお知らせした「ちびっこ

相撲」の全国大会出場，そしてスポーツではありませ

んが，アメリカで行われる国際学生科学フェアに参加

する厚狭高校生物部など，市内の児童・生徒の “快挙”

が続いていますが，これらの要因の一つに昨年導入し

た「生活改善・学力向上プロジェクト」が多少なりと

も影響しているような気が致します。科学的な裏付け

があるわけではありませんが，音読，百ます計算など

をクラス全員で取り組むことにより，知らず知らずの

うちに規律，規範を身につけ，また目標に向かって努

力する “心の強さ” も生み出しているのではないかと，

ひそかに分析している次第です。

　今後も市内のすべての児童・生徒の心身が健全に成

長し，明るいニュースがたくさん飛び込んでくること

を期待しています。

対話の日【いずれの会場も19:00から】

7月26日(木) 下木屋自治会館
8月　9日(木) 平沼田自治会館
8月23日(木) 浜河内自治会館
※山陽地区は河合病院事業管理者が同席します。

敬老祝金支給条例が
廃止されました

　９月の敬老の日を祝し，市から満 85 歳・95 歳・
100 歳以上の高齢者の方に支給していた敬老祝金の
制度を今年度から廃止することにしました。
　皆様のご理解，ご協力をお願いいたします。

【問い合せ先】高齢障害課☎ 82-1171
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祝！全国大会出場おめでとう
● 厚狭ツイスティング ●

● 小野田高校ソフトテニス部 ●

▲個人戦にも出場する白井（左）・野村（右）ペア。白井君は，キャ
プテンとしてチームをまとめます。

▲バッテリーを組むピッチャーの長井君（右）とキャッチャーの
久保田君（左）がチームの生命線。

　全国大会で，団体戦・個人戦の双方に出場するのは，
白
し ら い

井孔
こ う や

耶君と野
の む ら

村秀
ひ で お

雄君のペア。同部のキャプテンを務
める白井君は，「プレッシャー
もあり精神的に大変ですが，
とにかく一回戦を勝ち抜くこ
とを目標に，後はいけるとこ
ろまで行きたいです。」と大会
への熱い想いを話してくれま
した。

　6 月 2 日，3日の両日，宇部市で開催された山口県
高等学校総合体育大会において，小野田高校ソフト
テニス部（男子）が，28 年ぶり 4回目となる優勝を
収め「平成 19 年度全国高等学校総合体育大会ソフト
テニス競技大会（インターハイ）」への出場を決めま
した。同大会は，7 月 29 日～ 31 日にかけて佐賀県
嬉野市みゆきテニスコートにて行われ，小野田高校
は団体戦と個人戦に出場します。全国大会でも健闘
が期待されます。

◆「ベスト8以上が目標ですね」
　放課後のテニスコートで部員達を指導するのは，
顧問の清

きよかわ

川雅
まさひこ

彦先生と，コーチを務める山
やました

下悦
えつろう

郎さ
ん。「全国大会での目標は
ベスト 8以上です。そこに
辿
たど

り着けるだけの力がある
と信じています。」と力強
く語る山下コーチの熱い檄

げき

が，今日もコートに響き渡
ります。

　「ウチは守りの野球」と話す長田監督のチーム作りにお
いて，軸となるのがピッチャーの長

な が い

井優
ゆ う き

希君とキャプテ
ンを務めるキャッチャーの
久
く ぼ た

保田康
やすたか

敬君。小学校最後の
夏に向けて「悔いのないよう
に頑張って，優勝を目指しま
す。」と，頼もしい一言を聞
かせてくれました。

　5 月 19 日，美祢市民球場で開催された第 28 回山口
県学童選手権大会決勝大会において，厚狭ツイスティ
ングクラブスポーツ少年団が優勝の栄誉に輝き，「第
29 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会」への出
場を決めました。ツイスティングにとって通算 4回
目の出場となる同大会は，8月 7 日～ 10 日にかけて
北海道札幌市で行われます。全国から集まった強豪
が待ち受けますが，チーム一丸となって悲願の全国
優勝を狙います。

◆「“日本一”を狙
ねら

っていきます」
　今年で創立 30 周年となる厚狭ツイスティング。ク
ラブ設立から変わらずチームを率いるのは，監督の
長
な が た

田司
し の ぶ

乃夫さんです。「全
国大会での目標は優勝。日
本一を狙っていきます。」
節目の年に迎えた全国大
会。監督活動 30 年の集大
成として，遙かな頂点を目
指します。

▲コーチの山下さん（左）と
顧問の清川先生（右）

▲大会に向けて，練習にも熱
が入ります。

▲ノック練習でバットを握る
長田監督。

▲見事なグラブさばきから，
一塁へ送球！
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募集・試験

■海上保安大学校学生
■気象大学校学生
◇対象　昭和 62 年 4 月 2 日以降生
まれで，高校を卒業した人（平
成 20 年 3 月までに卒業見込みの
人を含む）など

◇受付期間　8月30日㈭～9月11日㈫
◇第１次試験日　
　11 月 3 日㈷・4日㈰
◇問い合せ先　人事院中国事務局
　（☎ 082-228-1183）

国家公務員採用試験

◇対象　野球が好きな人（野球の
経験は問いません）

◇活動内容　高校野球の甲子園予選
など各種大会，練習試合の審判員

※初心者向き講習会を実施します。
◇問い合せ・申込先　体育振興課
　（市民体育館内　☎ 84-2430）

高校野球審判員募集

◇対象　小学生以上の人
◇とき　
　毎月第 3土曜日（9:30 ～ 11:30） 
※第 1回目は 9月 15 日㈯
◇ところ　須恵福祉会館
※会場は都合により変更になる場合
があります

◇指導内容　競技かるた
◇指導者　元かるたクィーン 
　今村（旧姓：沖）美智子ほか
◇受講料　2,100 円
　( 平成 20 年 3月までの 7回分 )
◇定員　30 人（先着順）
◇申込期限　8 月 31 日㈮
◇申込方法　
　はがき，FAX または E-mail に，
住所，氏名，電話番号，学校名・
学年（学生のみ）を記入のうえ
申し込み

◇問い合せ・申込先　〒 756-0067
　山陽小野田市柿の木坂三丁目 3-6
　小野田かるた協会　会長　小田広行
　（FAX　84-4917）
　E-mail : atolasu@chive.ocn.ne.jp

小倉百人一首かるた教室

　本年度から，環境省は「一村一品・
知恵の環

わ

づくり」と称して，地球温
暖化対策の国民的運動をスタートさせ
ます。「温暖化トメリンピック2007 in 
やまぐち」では，県内で温暖化対策に
取り組んでいる団体を募集し，県の代
表を選抜して全国品評会に展示しま
す。応募のあった県内団体の活動につ
いては，広く情報発信していきます。
◇応募資格・内容　
　県内で活動している団体で，平
成 18・19 年度に実施，または実
施予定の「省エネルギーにつな
がる」活動

◇申込期限　8月 31 日㈮
※申込方法等はお問い合わせください
◇問い合せ・申込先　〒 753-0811
　山口市吉敷 3243 番地 1
　㈶山口県地球温暖化防止活動推
進センター

　(☎083-933-0018　FAX 083-924-9458）
　E-mail : tome2007@yobou.or.jp
　http://www.yobou.or.jp/yccca

温暖化トメリンピック
2007 in や ま ぐ ち

○募集人数　4 人（委員 15人中）
○応募要件　20 歳以上の市民
　　　　　※国・地方公共団体の議員・職員は除く
○任期　平成 19年 9月 1日から 2年間
　　　※会議は各年度 2回程度開催予定
○提出期限　8 月 15 日㈬（消印有効）
○選考結果　直接本人に通知
○応募方法　市民活動推進課，総合事務所地域行政課，

南支所，埴生支所，公園通出張所，厚陽出
張所に備え付けの応募用紙に必要事項を記
入し，作文（男女共同参画に関する意見・
提言を 800 字程度にまとめたもの）を添え
て提出してください。郵便，FAX，E-mail
でも構いません。応募用紙は，市ホームペー
ジからもダウンロードできます。（提出書
類は返却しません）

○問い合せ・申込先　
　市民活動推進課（☎ 82-1134　FAX 83-9336）
　　　   E-mail : katsudou@city.sanyo-onoda.lg.jp

　◇◆◇ 市ホームページはこちら ◇◆◇　http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp

市 すを公 集委 募 まの し募 員

○募集人数　4 人（委員 14人中）
○応募要件　20 歳以上の市国民健康保険加入者
　　　　　※国・地方公共団体の議員・職員は除く
○任期　平成 19年 8月 1日から 2年間
　　　※会議は各年度 2回程度開催予定
○提出期限　7 月 20 日㈮（消印有効）
○選考結果　直接本人に通知
○応募方法　健康増進課，総合事務所市民窓口課，南

支所，埴生支所，公園通出張所，厚陽出張
所に備え付けの応募用紙に必要事項を記入
し，作文（国民健康保険に関する意見・提
言を 800 字程度にまとめたもの）を添え
て提出してください。郵便，FAX，E-mail
でも構いません。応募用紙は，市ホームペー
ジからもダウンロードできます。（提出書
類は返却しません）

○問い合せ・申込先　
　健康増進課（☎ 82-1177　FAX 82-1210）
                 E-mail : kenkou@city.sanyo-onoda.lg.jp

国民健康保険
運営協議会

国民健康保険事業の運営について
協議する，市長の諮問機関です。

男女共同参画
審 議 会

男女共同参画の推進に関する計画の
策定や，施策等の事項について調査・
審議する，市長の諮問機関です。

情報ひろば
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情報ひろば

お知らせ◇対象　小学生とその保護者
◇とき　
　８月 5日㈰   13:00 ～ 16:00
◇ところ　
　きらら交流館大研修室
◇内容　ペットボトルでつくろう！
～風車など～

◇持参する物　
500ml ペットボトル（ふた付き）
2本，油性カラーペン（彩色用），
ハサミ，カッターナイフ，ペンチ
◇定員　40 人（先着順）
◇費用　100 円
◇申込期限　７月 27 日㈮
◇問い合せ・申込先
　市民活動推進課（☎ 82-1134）

夏 休 み 造 形 教 室

　厚狭川上流で水生生物を採取，
分類して水がきれいかどうかを判
定します。（参加無料）
◇対象　小学生（３年生以上）とそ
の保護者（弟や妹が一緒でも可）

◇とき　
　8 月 8 日㈬  ９:00 ～ 12:30
※雨天の場合 8 月 27 日㈪
◇水生生物採取場所　ゆめ広場
◇集合・分類場所　文化会館研修室
◇定員　20 組（先着順）
◇持参するもの　
　ビーチサンダル，帽子，タオル，
筆記用具，水筒

◇申込期間　
　7 月 20 日㈮～ 8月 3日㈮
◇問い合せ・申込先
　環境調査センター（☎ 83-3808）

親と子の水辺の教室

児 童 扶 養 手 当・ 特 別
児童扶養手当の現況届

　現況届は，受給者からの届出に基
づき，所得および受給資格について
審査するための手続きです。期間内
に届出をしないと８月分以降の手当
は停止されます。（また，時効によ
り受給資格を失うこともあります。）
現況届に証書および必要書類を添え
て，必ずご本人が提出してください。 
◇届出期間
○児童扶養手当
　８月１日㈬～ 31 日㈮
○特別児童扶養手当
　８月 13 日㈪～９月 10 日㈪
◇問い合せ先
　児童福祉課（☎ 82-1175）

◇対象　市内在住の人
◇とき　7 月 25 日㈬　9:30 ～
◇ところ　江汐公園あじさい園
◇内容　あじさいの剪

せんてい

定講習後，
実技指導（剪定したあじさいは
お持ち帰りください）

◇定員　20 人
◇申込方法　前日までに電話申込み
◇問い合せ・申込先
　山陽小野田市施設管理公社

　（☎ 84-5156）

あじさい剪定講習会

◇とき　8 月 5 日㈰　8:30 ～
◇ところ　県立おのだサッカー交
流公園多目的広場

◇競技規定　タイムレース
◇競技種目
※１人 2種目以内（リレーを除く）
○小学校男子・女子
　100 ｍ，800 ｍ（女子のみ），1000
ｍ（男子のみ），４× 100mリレー

○中学校男子・女子
　100 ｍ，200 ｍ，400 ｍ，800 ｍ，
1500 ｍ，3000 ｍ（男子のみ），100
ｍハードル（女子のみ），４× 100
ｍリレー

○一般高校男子・女子
　100 ｍ，200 ｍ，400 ｍ，800 ｍ，
1500ｍ，3000ｍ（女子のみ），  5000
ｍ（男子のみ），４×100ｍリレー

◇問い合せ・申込先　〒 756-0806
　山陽小野田市中川五丁目 2-1
　山陽小野田市体育協会事務局
　（市民体育館内）
　（☎ 84-2430　FAX 84-2318）

市内陸上競技選手権大会

【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。

夏の交通安全県民運動
7月23日㈪～8月1日㈬

～住みよい山口  いつも心に  交通安全～
　夏は，暑さによる注意力の減退，
夏休みに入った子どもたちの開放感，
家族や若者のレジャーの活発化等に
よる交通事故の多発が懸念されます。
一人ひとりが交通ルールを守り ,正
しい交通マナーを習慣づけることに
より，交通事故を防ぎましょう。
●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
　夜間の交通事故防止

【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。
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月は『青少年の非行問題に取り組む全国強調月間』です　7

　平成 19 年 6 月 15 日付で，下記
の業者を市水道局指定給水装置工
事事業者に指定しました。
○合田燃料機器株式会社
　下関市大字延行 119-1

（☎ 0832-56-5050）
◇問い合せ先　水道局（☎ 83-4111）

指定給水装置工事事業者の指定

■平成 19 年度文化庁「文化芸術に
よる創造のまち」支援事業

◇とき　7月 29 日㈰
◇ところ　きらら交流館
◇費用　無料
◇内容
○ 10:00 ～ 12:00
　ワークショップ，竹細工
○ 14:00 ～ 15:20（要整理券）
　柴田旺山＆バンブーシンフォニ
アコンサート

※整理券（200 枚限り）は，高泊児
童館・きらら交流館・イトオ楽
器店小野田店にあります。

◇問い合せ先　
　≪竹≫創造のまち山陽小野田実行
委員会（☎ 83-3090）

竹楽器フェスティバル

◇対象　市内在住または在職の人
◇とき　8 月 18 日㈯
◇ところ　朝陽カントリークラブ
◇費用　13,600円（参加料等を含む）
※セルフは 11,500 円
※団体戦参加チームは，別途 1,000
円が必要

◇申込方法　4 人 1 組で申し込み
※3人以下での申込みの場合は，組合
せをゴルフ場に一任してください。

◇申込期限　8 月 13 日㈪
◇申込先　朝陽カントリークラブ

(☎ 72-0659　FAX 73-1957）
◇問い合せ先　山陽小野田市ゴルフ
協会実行委員会 (☎ 84-2430）

第 9 回市民ゴルフ大会

【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。

平成 19年度優秀映画鑑賞推進事業
“日本人の心のひだを撮る

『成
なるせ

瀬巳
み き お

喜男の世界』”
◇上映日程

8 月 18 日㈯ 8月 19 日㈰
13:30 ～「おかあさん」 「乱れ雲」
15:30 ～ 「めし」 「浮雲」
◇ところ　文化会館
◇入場料（中学生以下は無料）
　一日通し券（2作品）　800 円
　一作品のみ　500 円
◇発売開始　7 月 18 日㈬
◇発売場所　市民活動推進課，社会
教育課，総合事務所，埴生支所，文
化会館，市民館，小野田サンパーク

◇問い合せ先
　社会教育課（☎ 82-1204）

映画鑑賞会のお知らせ

土 砂 災 害 警 戒 情 報
　大雨による土砂災害のおそれがあ
る時に，首長が避難勧告などを発表
する時の判断や，住民の自主避難の参
考となるよう，山口県と下関地方気象
台が共同で発表する新たな防災情報で
す。テレビ放送のほか，気象庁のホー
ムページからも見ることができます。
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
◇問い合せ先　
　県砂防課（☎ 083-933-3754）

イベント

　７月は，「青少年は地域社会から育む」という観点に立ち，青少年の健全
育成と社会環境の浄化に積極的に取り組む強調月間です。
　市では，山陽小野田市青少年育成センターの補導員161人が中心となって，
毎月の街頭補導のほか，夜間のイベント（花火大会等）を中心とした街頭補
導や危険箇所・有害環境の浄化を目的とした環境点検補導を実施します。補
導員が市内を巡回しますので，ご理解とご協力をお願いします。補導員一人
ひとりの「愛の一声」が不良行為・非行を未然に防ぎ，大人と青少年をつな
ぐ大きなパイプ役となるはずです。
　青少年の非行防止を社会全体の責務としてとらえ，
地域の青少年が心豊かにたくましく成長できる環境を
育みましょう。

～ふれあいと　対話が築く　明るい社会～

小野田高等学校  おもだか同窓会
会　長　光　永　　昇

おもだか同窓会総会
日時：平成19年 8月 11日㈯　総会15：00～ 16：00
　　　 懇親会 16：00～　　吹奏楽部演奏　ビンゴゲーム
会場：山陽小野田市商工センター
　　　（山陽小野田市中央2丁目 3-1）　TEL　84-4111

会費：2,000円　※当番幹事　昭和55年・平成 2年・12年卒

◇問い合せ先　社会教育課（☎ 82-1205）
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情報ひろば

気をつけて！巧妙な悪意がほらそこに！！

■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

■新聞・雑誌・ダンボールの出し方
　新聞や雑誌，ダンボールは束ねてひもでしばっ
てから出しましょう。
　針金でしばったり，ダンボール箱に入れた状態で出
すのはやめてください。マナーは，一人ひとりの心が

け次第です。

　ごみの処理は，ルールを守り適切に行いましょう。

ゴ ミ を 出 す と き の
ワンポイントアドバイス

　児童福祉課が発送する各種通知用封筒の裏面に，広告を掲
載してみませんか。
◇広告媒体　封筒（長3 縦 235mm×横105mm）の裏面
　　　　　　　（15,000 枚作成）

◇掲載枠　2 枠（1枠あたり 80mm× 80mm）
※応募多数の場合は抽選となります。
※掲載できる広告等は，広告掲載要綱に従います。

◇広告料　1 枠あたり 30,000 円
◇封筒の発送時期　約 1年間随時発送
◇募集期間　7 月 17日㈫～ 31日㈫
◇問い合せ・申込先　行政改革課（☎ 82-1135）

封筒への広告を募集しています

　平成 19 年 4 月以降，社会保険事務所の職員を名
乗って，「国民年金保険料の還付金があり，お返し
するので ATMで手続きしてほしい。」等の電話が，
県内で発生しています。
　今後も，同様の事件の発生が懸念されることから，
下記の事項についてくれぐれもご注意ください。

　最近，「法律事務所と販売会社を名乗る者の連名
で『民事訴訟通知書』が封書で届いた。それには，
通信販売で購入した商品の代金が未払いなので，連
絡してほしいと書いてある。しかし，購入日，購入
金額についての記載もなく，購入した覚えもない。」
というような内容の相談が増えています。
　このような架空請求があった場合は，下記のよう
に対処してください。

◆◇社会保険職員等を装った
　　不審電話の発生について◇◆

◆◇『民事提訴通知書』と記載された
　　封書による架空請求について ◇◆

○社会保険庁，社会保険事務局および社会保険事務所
の職員が，電話で連絡して，ご本人にコンビニエン
スストア等でのATM操作をお願いすることはあり
ません。

○不審に思われる電話等があった場合には，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。

○身に覚えのない場合は決して連絡しないこと。
○もし連絡をとってしまい，後日返金するからお金を振
り込むように言われても決して応じないこと。

○万一振り込んでしまった場合，早急に警察および当該
金融機関に連絡し，振込先口座の凍結を願い出ること。

問い合せ
・

相談先

各消費生活相談窓口
商工労働課内（☎ 82-1150）
総合事務所地域行政課内（☎ 71-1612）

宇部社会保険事務所（☎ 33-7115）
問い合せ
・
相談先

山口東京理科大学
オープンキャンパス2007

　今話題のインド数学！インド数学の起源から，算数
問題の解法マジックまで詳しく紹介します。
（日本語通訳，解説あり）
◇とき　8 月 5日㈰　14:00 ～ 15:30
◇ところ　5 号館 5201 教室
◇講師　Sudarshan Kundu（スダーシャン・クンドゥ）
　2004年　Jadavpur University にて博士号取得
　2006年　山口東京理科大学博士研究員
◇受講料　無料（中学生以上の人はどなたでも受講可）

驚異のインド数学
【オープンキャンパス特別講演会】

～ Amazing Indian Mathmatics
and Its Developments～◇とき　8 月 5日㈰　11:00 ～ 16:00

◇内容　学科・入試説明会，研究室および施設見学，
サイエンスフェア，個別相談会，東京理科大学特別

相談会等

※プログラムの詳細はホームページをご覧ください。

　http://www.yama.tus.ac.jp/

※次回オープンキャンパスは10月6日㈯開催。当日は，
橋本五郎（読売新聞特別編集委員）講演会を併催し

ます。

◇問い合せ先　山口東京理科大学学務課（☎ 88-3500）

7月 31日㈫は，固定資産税第2期の納期限です
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「女
ひと

と男
ひと

の一行詩」冊子販売中
　身の回りで感じる男女差別や男女平等への思いを詠んだ「女

ひと

と

男
ひと

の一行詩」。9回目を迎えた今回の募集では , 日本各地 , また遠

くはニュージーランドやハンガリーから 2,902 点の力作が寄せら

れました。このうち 250 点を収めた冊子をこの度発行しました。

ユーモアあふれる作品やハッとさせられる作品など , 一行詩に込め

られたさまざまな思いを味わってみませんか。

●販売場所　市民活動推進課 ,総合事務所地域行政課
●料　　金　一冊200円（郵送も受け付けます）

●問い合せ先　市民活動推進課（☎ 82-1134）

のイベントに行こう！！夏

8.7
㈫第1回おのだ七夕花火

■時間　18:00 ～ 21:30（雨天の場合 17日㈮）
■場所　県立おのだサッカー交流公園　多目的スポーツ広場
　　　※なるべく公共交通機関をご利用ください。
■内容
　○七夕飾りコンテスト
　　バザー・ゲームコーナー（17:00 ～ 21:30）
　○屋外ステージ（18:00 ～）
　○花火ショー（20:00～）
■問い合せ先　小野田商工会議所（☎ 84-4111）

７.21
㈯やけの美夕フェスタ2007

■時間　9:40 ～ 15:30（雨天決行）
■場所　きららビーチ焼野
■内容　○ビーチバレーボール大会（9:45 ～ 15:30）

○宝さがし（11:30 ～ 12:30）
○長靴とばし（13:00 ～ 14:30）
○各種バザー（9:40 ～ 15:30）

■問い合せ先　やけの美夕フェスタ実行委員会
（本山公民館内　☎ 88-2001）

アドベンチャーワールド
■時間　9:00 ～ 12:00（雨天中止）
■場所　江汐公園管理棟周辺
■内容　○カブトムシの採集と飼育講習

○夏休み工作教室
■問い合せ先　施設管理公社（☎ 84-5156）

７.28
㈯

ちょうちん七夕フェスティバル
■時間　18:00 ～ 21:00（雨天中止）
■場所　小野田駅前ロータリー周辺
■内容　○ちょうちん火入れ　19:30 ～

○高千帆マーチングバンド
○バンド演奏　○ちんどん屋　○各種バザー

■問い合せ先　小野田駅前商店街振興組合
（☎ 83-1403 担当：町田）

７.28
㈯

2007厚狭花火大会
■時間　20:00～ 21:00（雨天の場合26日㈭）
■場所　厚狭川河畔ほか（JR厚狭駅より徒歩 10分）
　　　※なるべく公共交通機関をご利用ください。
■その他のイベント　
○子ども相撲   9:00～（厚狭天満宮境内）
○子どもみこし 16:00～（厚狭商店街）
○ゆかた着付けお楽しみ会

16:00 ～ 19:00　 ( 山陽商工会議所 )
○福引大会 17:00～（厚狭天満宮境内）
○各種バザー 17:00～（厚狭商店街）
■問い合せ先　山陽商工会議所（☎ 73-2525）

７.25
㈬

　

七夕飾りコンテスト作品大募集！
　みなさんが作った笹飾りを会場に飾り ,夏の夜空を彩り
ませんか。ふるってご応募ください。（笹竹は提供します）

▼応募期限　7月 31日㈫
※笹竹は 8月 6日㈪ 13:00 までにお持ちください。
※多数の賞をご用意しています。
　（当日,ステージにて入賞作品の発表および表彰式を行います）

▼問い合せ・応募先　小野田商工会議所（☎ 84-4111）
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◎この度のお知らせは，中間報告です。
　地方自治法の規定に基づき，18年度の財政状況（3月31日時点）を報告します。今回お知らせするのは，

出納整理期間の収支を含まない中間的な数値です。最終的な詳細は，決算書を作成し議会で認定された

後に決算報告として，11月の広報でお知らせする予定です。　  ●問い合せ先　財政課（☎82-1131）

会計名 予算額 歳入済額 歳出済額

一 般 会 計 271億 3,357 万円 212億 5,237 万円 202億 1,817 万円

特

別

会

計

訪問看護ステーション事業 3,254 万円 2,563 万円 1,956 万円

土 地 取 得 596万円 212万円 353万円

駐 車 場 事 業 4,812 万円 5,709 万円 2,737 万円

国 民 健 康 保 険 68億 4,242 万円 54億 6,756 万円 61億 3,725 万円

介 護 保 険 38億 8,579 万円 32億 6,636 万円 35億 1,520 万円

老 人 医 療 84億 1,368 万円 71億　196万円 76億 2,429 万円

地方卸売市場事業 1,484 万円 245万円 1,005 万円

下 水 道 事 業 36億 4,921 万円 11億 3,424 万円 31億 9,587 万円

農業集落排水事業 8,767 万円 2,434 万円 8,166 万円

小型自動車競走事業 141億 1,816 万円 110億 9,594 万円 117億 7,715 万円

合 計 642億 3,196 万円 494億 3,006 万円 526億 1,010 万円

■一般会計と特別会計の収支状況

▲

出
すいとうせいりきかん

納整理期間（4/1-5/31）
　市の会計は，4月 1日から翌年 3
月 31 日までですが，その間にお金

を受け払いできなかったものについ

て，収入・支払いする整理期間（4

月1日～5月31日）を設けています。

これを "出納整理期間 "といいます。

　この度の報告では , 歳入済額が歳

出済額を大きく下回っていますが，

これは国や県からの補助金，市債の

多くが，4月 1日以降の出納整理期

間に歳入されるためです。

❷出納整理期間
　（4月1日～5月31日）

❸決算書の作成
　（6月）

❶会計年度終了
　（3月 31日）

今回のお知らせは
この時点のものです。

この期間で，年度末近
くに発生した未収・未
払いを整理します。

出納整理期間の終了後
3 か月以内に作成しま
す。

財政状況平成 18年度
（3月 31日時点）

▲

特別会計
　特定の事業を行う場合や特定の収
入で事業を行う場合に , 経理を一般

会計と区別して別に処理するための

会計です。現在山陽小野田市には ,

病院・水道会計を除いて 10 の特別

会計があります。

▲

一般会計
　福祉 , 医療 , ごみの収集 , 教育 , 消
防など市民生活に欠かせない行政運

営の経費や事務事業を網羅して経理

する会計です。

決算までの流れ

➡ ➡ ➡

77.0％

23.0％

予算現額に対する歳入済額

77.0％

23.0％

81.9％

18.1％

予算現額に対する歳出済額

をお知らせします
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38 億円■一時借入金の現在高

土地
6,461,897 ㎡

建物
300,603 ㎡

基金
20 億 4,242 万円

会計名 市債残高
一 般 会 計 279億 8,707 万円

特 別 会 計 210億 3,832 万円

合 計 490億 2,539 万円

市 民 １ 人 あ た り 約 73万円

※平成 19年 3月 31日現在の人口（67,610 人）

■市債の残高

■市有財産の状況

■主な投資的事業
●都市計画図修正事業

●縄地ヶ鼻公園整備事業

●合併特例事業
　□厚狭駅南部地区土地区画整理事業

▲

投資的事業
　投資的事業とは，主に下水道や道
路の整備といった社会基盤整備のた

めに行われる事業をいいます。

❹監査委員の審査
　（7～ 8月予定）

❺市議会への提出
　（9月予定）

作成した決算書は監査
委員の審査を受けます。

決算書は監査委員の意
見書とともに，市議会
に提出されます。

❻市議会の認定
　（9月予定）

市議会で審査・認定さ
れて決算が確定します。

❼決算の公表等
（11月予定）

次回はこの時点で
報告予定です。

　昨年度まで決算書の市議会への提出は 11月に行っていましたが , 市の

財政状況を早期に把握し , 市政の舵取りを的確に行うために , 今年度より

市議会への提出を 9月に繰り上げ ,11 月にはみなさんに決算状況をお知ら
せする予定です。（今後の予定は下表をご覧ください）

➡ ➡ ➡

決算までの流れ

▲縄地ヶ鼻公園（今年 3月完成）
豊かな自然に恵まれた園内には , 芝
生広場やバーベキュー施設も整備さ
れています。

※建物については , 市庁舎 , 学校 , 公民館など各種公共施設の面積です。

▲

一時借入金
　一時借入金とは年度内の資金繰り
のために，一時的に借りるお金のこ

とです。これについては，出納整理

期間内に全額返済します。

▲

市債
　市債とは家庭でいうローンのよう
なものです。住みよいまちづくりを

するため，学校や公民館を建てたり，

公園や道路を整備したりと多額のお

金が必要となる場合には，借金をし，

長期間の返済を行います。なお，市

債の中には，返済額の一定の割合が

交付税という形で国から収入される

ものもあります。
▲

基金
　基金とは将来に向けた貯蓄金のこ
とです。自由に使うことのできる基

金（財政調整基金 , 減債基金）と特

定の目的のために使う基金（公共施

設整備基金等）があります。

水道事業会計・病院事業会計について 水道事業会計と病院事業会計は,一般会計等と決算時期が異なるため,決算書
が市議会で認定されたのち,決算公表（11月予定）の際にお知らせします。



中央図書館 ■赤崎分館／公民館併設 ■高千帆分館／公民館併設 厚狭図書館
　☎83-2870 ☎ 88-0162㈹ ☎ 83-3113㈹ ☎ 72-0323

火 -金 9：30～18：00 火 - 金 13：00～17：00 火 - 金 13：00～17：00 火 - 日 9：00～17：00土・日 9：30～17：00 土・日 9：30～17：00 土・日 9：30～17：00
休館日 毎週月曜日・7月 17日㈫・8月 2日㈭ 毎週月曜日・7月 31日㈫

紙芝居・本の読みあい

図書・ビデオの紹介（抜粋）

「自由研究・工作に関する本の展示」

▲

と　　き　9月5日㈬まで

▲

ところ　中央図書館1階展示ホール

高千帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）
8 月 22 日㈬　14：30 ～
高千帆児童館

もみの木広場（対象／幼児・小学生）
8 月 4 日㈯・18 日㈯　14：00 ～
中央図書館 1階おはなしの森

すえおはなしの会（対象／幼児・小学生）
8 月 20 日㈪　14：30 ～
須恵児童館

有帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）
8 月 8 日㈬　14：30 ～
有帆児童館

すみれお話の会（対象／幼児・小学生）
8 月 22 日㈬　15：00 ～
本山児童館

赤崎おはなしの会（対象／幼児・小学生）
8 月 22 日㈬　15：00 ～
赤崎児童館

おはなしのじかん（対象／4歳以上）
7 月 28 日㈯　14：00 ～
厚狭図書館　※ 8月 11 日㈯は中止

キララクラブ（対象／乳幼児）
8 月 24 日㈮　9：30～
埴生公民館１階和室メルヘンサークル

図書館
つうしん

＜新釈＞走れメロス　他四編 （森
も り み

見　登
と み ひ こ

美彦　著）
かってまま （諸

も ろ た

田　玲
れ い こ

子　著）
赤ちゃんからの絵本ガイド （主婦の友社　編）
としょかんライオン （ミシェル・ヌードセン　著）

8月の映画

展示の案内

Vol.9
◎小野田市民病院（☎ 83-2355）
◎山陽市民病院　　（☎72-1121）

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/hospital/mnj_hosp.htm

市 民 院病 ニュース

▲

と　　き　8月17日㈮　13:30～

▲

ところ　厚狭図書館

▲

内　容　「我輩はカモである」

夏休み子ども映写会

無料

▲

と　　き　7月26日㈭　13:30～14:30

▲

内　容　「カラスの赤帽子（アニメ）」「森

と海の役割ってなあに？」「サギとチョ

ウの冒険（アニメ）」
▲

と　き　8月2日㈭　13:30～14:30

▲

内　容　「いつまでも風見鶏（アニメ）」

「地球が大変」「鳥たちの楽園（アニメ）」

■

ところ　厚狭図書館

無料

山陽市民病院「健康講座」を開催します

【と　き】　8月 7日㈫　14時～ 15時 15分
【ところ】　山陽市民病院 1階ロビー
【講　師】　山村泰世　内科医長
　　　　　河合伸也　病院局長
【内　容】　・高血圧の治療
　　　　　・血圧を維持して生活を楽しくなど

テーマ　「高血圧」

　小野田市民病院整形外科では，外傷の
ほか，関節疾患，脊椎疾患，手の外科疾患，
リウマチなどを扱っています。今回は外

来で診察する機会の多い「変形性関節症」について説明します。
　変形性関節症とは，関節軟骨がすりへって関節が痛んだり，動きが
悪くなったり，水がたまって腫れたりする状態です。原因は様々です
が，日々負担のかかる関節は加齢とともに悪くなる傾向があります。
特に膝関節や股関節はその傾向が強く，大抵の場合，痛みがあること
が問題になります。
　変形関節症と診断された場合の多くは「じっとし
ているときは痛くない」「動くと痛みがある」とい
う症状があります。膝や股関節にこうした症状が現
れた場合は，まず，その関節に対する負担を減らすことが大切です。「無
理な運動はしない」「痛みが強い場合は杖や松葉杖などの補助具を使用
する」「肥満は避ける」などを心がける必要があります。
　治療方法には大きく分けて「保存療法」と「手術療法」の 2種類あ
ります。保存療法とは手術以外の方法による治療で，薬物療法，運動
療法，装具の使用などが挙げられます。多くの場合，これらを組み合
わせることで症状が和らぎますが，それでも効果がなければ，手術に
よる治療も可能です。関節の痛みなどでお悩みの方は，一度整形外科
を受診されてはいかがでしょうか。

小野田市民病院「七夕コンサート」のお知らせ
【と　き】　7月 27日㈮　15時～ 16時
【ところ】　小野田市民病院玄関ホール
【内　容】　・演奏（ワールドミュージック）
　　　　　・合奏（石井手保育園園児）
　　　　　・よさこい踊り（市民病院おどり隊）
＜＜同時開催「おもちゃ病院」14:30～16:15＞＞
　壊れたおもちゃを無料で修理しています。時
間内で修理できない場合は，後日引渡しとな
ります。（電池の交換などには費用が必要です）

小野田市民病院

整形外科


