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対話の日【いずれの会場も19:00から】

8月23日(木) 浜河内自治会館
9月13日(木) 栗  田  公  会  堂
9月27日(木) 目出新町自治会館
※山陽地区は河合病院事業管理者が同席します。

【川の生き物を調べよう：親と子の水辺の教室】
　8月 8日 , 厚狭川上流を流れる石

いしづか

束川で「親と子の水辺の教室」が開かれ ,57 人の親子が参加しました。真夏の陽射し
が照りつけるなか , 膝まで水に浸かり水中生物の採集に取り組む参加者は , 石の裏や草の陰から次々と姿を現すカワニナ
やサワガニ , 小魚などの小さな生き物の姿に興味津々のようす。水中で繰り広げられる小さな生き物の世界を通して水環
境の大切さを学んだ一日は , 児童にとって夏の大切な思い出になったことでしょう。

2 交通活性化計画を策定します

3 市長から市民のみなさんへ
乳児保育園を民営化します

4 市有地および公社所有地を売り払います
自動販売機設置者を募集します

6 情報ひろば
　【ヤングテレホンさんようおのだ】
　【交通規制とバス路線変更のお知らせ】など

裏 図書館つうしん　市民病院ニュース
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○募集人数　2人（委員全11人中。応募多数の場合は抽選）
○応募要件　20 歳以上の市民 (国・地方公共団体の議員は除く )
○任期　　　平成 21 年 3 月 31 日まで（会議は各年度 3回

程度開催予定）
○提出期限　9 月 7日㈮（消印有効）
○選考結果　直接本人に通知
○応募方法　市役所２階商工労働課，市役所 1階市民活動

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（「山陽小野田市の生活交通について」：

山 陽 小 野 田 市

800 字程度）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　

商工労働課
（☎ 82-1150　FAX 83-2604）
E-mail : shoukou@city.sanyo-onoda.lg.jp

「交通活性化計画」を策定します

一昨年に実施したバスアンケートの結果を活用し，市民の目線に立った
交通体系の実現のための計画書づくりをはじめます　【問い合せ先】商工労働課　☎ 82-1150

「どのような計画書になりそうですか？」
本市の交通体系の現状と問題点，市民の要望を
しっかりと把握した上で，効率的・効果的なサ
ービスの実現をめざした計画づくりを目指しま
す。また，市民とバス事業者と市が一体となっ
て計画づくりに取り組むための３つの目標を定
めます。
１　市民との協働による計画づくり
２　事業者との協働による計画づくり
３　実効性のある計画づくり

「以前，実施したバスアンケートは
今回の計画づくりに反映されるの？」

平成 17年 10月に実施した路線バスに関するア
ンケート調査は，市民のみなさんの要望を把握
する上での貴重な資料です。今回の計画を策定
する上で，十分に活用させていただきます。

「バスは大好きです。車の免許
を持っていないので，いつも
バスを使っています。バスを利
用するときは，自宅から小野田
駅前のバス停まで歩いています
が，旦にも小型のバスが走ると
便利ですね。」

（河野　松市さん：旦東）

「交通活性化計画検討委員会」　公募委員募集

「 " 交通活性化計画 "って何？」
自家用車を使わない高齢者にとっては，バスは貴
重な移動手段の一つです。一方で，民間バス路線
を維持するための市からの補助金は，年々増加し
ています。そこで，バス路線を含め，地域の実情
に応じた，本市に望ましい「交通体系」のあり方
を明らかにし，実現するための指針となる，「交
通活性化計画」を平成 20年 10月を目標にまと
めることにしました。
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市長から
市民のみなさんへ

高潮対策事業について
　8月 2日深夜に宇部市付近に上陸した台風５号は，
本市を直撃したにもかかわらず，大きな被害もなく，
ホッと胸をなで下ろしているところです。最接近時が
満潮と重なっていたため，深夜２時過ぎまで市役所に
詰め , 不測の事態に備えましたが，勧告を受けて，公
民館などに避難された約 150 人の方々も明け方には
帰宅され事無きを得ました。まさに“天

てんゆう
祐”（天の助け）

と言える今回の台風襲来でした。
　長雨，台風の季節を迎える度に緊急の課題として，
クローズアップされる高潮対策事業ですが，今年度，
厚狭川，前場川，糸根川に合わせて４億７６００万円
の予算が国から山口県に下りたところです。山口県全
体で２１億円ですから，本市における事業費が県全体
の約２３％を占めていることになります。国，県の本
市に対する配慮に感謝するとともに，来年度以降も引
き続き，予算獲得ができるように関係機関への要望，
陳情を続けていくつもりです。

乳児保育園の民営化について
　下記にありますように，厚狭図書館横にある乳児保育
園について「民営化」という方針を打ち出し，現在，保
護者説明会を開催しているところです。合意形成が行わ

55

れた後，平成 21年の春の民間事業者への移管に向けて，
事務手続きを進めて行く予定にしています。説明会には
私も出席させていただきましたが，直営，民営の問題よ
りも「保育の質の維持」という点に関心をお持ちの方が
多数いらっしゃいました。民営化で保育サービスが低下
することのないよう慎重に業者選定を行っていきたいと
考えています。「もし応募事業者がいなかった場合はど
うなるのか？」というご質問もいただきましたが，その
場合は，引き続き市が運営していくことになります。
　関連して，市では現在，公共施設の統廃合について本
格的な議論を行っているところです。しかしながら，こ
の問題は市民のみなさんのご協力をいただけなければ実
現しないものです。来年度以降，対象となる施設につい
ては，今回の乳児保育園のように市の考えをお諮

はか
りする

場は必ず設けますので，その際は説明会等にご出席いた
だき，様々なご意見をお寄せいただきたいと思います。

交通活性化計画を策定します
　前ページには「交通活性化計画検討委員会」の募集記
事を掲載しています。これは，一昨年に実施した路線バ
スのアンケートを基礎資料に，多くの市民，特に高齢者
の方々にとって利用しやすい “生活の移動手段” の確保
についての計画づくりを行う委員会です。公募の方以外
に，運輸支局，バス，タクシー事業者などからもご参加
いただく予定にしています。
　最近，各種委員会の応募が少ないと聞いています。乗
り物に関心のある方，今の交通体系に不便を感じている
高齢者の方からの積極的なご応募をお待ちしています。

市では，この度，「乳児保育園民営化ガイドライン」
を作成し，平成21年度を目途に乳児保育園について，
民間移管方式（私立保育園への移管）による民営化を
目指していくこととしました。
現在，第２回目の保護者説明会を終えたところで

すが，今後は園児への配慮を第一に考え，保育サービ
スの充実など，柔軟かつ効率的な保育園の運営を図れ
るよう努めてまいります。関係各位のご理解をお願い
いたします。　

【問い合せ先】児童福祉課（☎ 82-1207）

乳児保育園を民営化しますお詫び
　８月８日に本市の消防職員と臨時職員が
相次いで逮捕されるという事件がありまし
た。市民のみなさんの期待と信頼を大きく
裏切ることとなったことについて心から深
くお詫び申しあげます。
　今後は，全職員に対して，公私両面にわ
たっての更なる綱紀粛正を徹底し，二度と
このような事件がおこらないよう指導する
とともに，市民のみなさんの信頼回復に向
け，職員一丸となって，全力で職務に取り
組んでいく決意です。
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市有地および公社所有地を売り払います

　市では,市内に所在する市有地および土地開発公社所有地10物件を,一般競争入札により売り払います。

9月 11日㈫　各現地会場

物件
番号

土地の所在および地番 地目
地積
（㎡）

説明会
開始時刻

入札
開始時刻

地図

1 山陽小野田市赤崎二丁目 4545 番 1（水神町） 宅地   185.25  9：30  9：00 A

2 山陽小野田市大字西高泊字烏帽子岩沖 675 番 45（神帆町） 宅地   306.89 10：30  9：45 B

3 山陽小野田市大字西高泊字烏帽子岩沖 675 番 58（神帆町） 宅地   205.06 11：15 10：30 B

4 山陽小野田市大字津布田字京坪 1709 番 1（旧沖部） 雑種地   763.25 14：00 11：15 C

5 山陽小野田市大字小野田字本山沖 7534 番 11,14( 南松浜 ) 宅地   361.75 15：30 13：00 D

６ 山陽小野田市赤崎二丁目 4573 番 26（西の浜第二） 宅地   156.37  9：30 13：45 A

７ 山陽小野田市赤崎四丁目 4714 番 1,9,10（西の浜第一） 宅地   301.08 10：30 14：30 A

８ 山陽小野田市大字鴨庄字柿木田105番4,100番4,9（常盤町） 宅地 2,377.95 11：15 15：15 E

９ 山陽小野田市大字埴生字西ノ前 1864 番 2（西側） 宅地 1,391.76 14：00 16：00 F

10
山陽小野田市大字小野田字三ノ介永 578 番 1
鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
（旧南部福祉センター）

宅地
集会所

  375.08
  284.40 15：30 16：45 D

【問い合せ先】管財課（☎ 82-1128）

9月 21日㈮　市役所３階小会議室入　札

【地図A】

現地説明会

県
道
妻
崎
開
作
小
野
田
線

長
田
屋
川

【地図B】
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自動販売機設置者を募集します

○対象施設
　埴生公民館 , 高千帆運動広場 , 赤崎運動広場
○応募資格
市内の公共的団体等および清涼飲料水販売業者

○使 用 料
行政財産使用料徴収条例に基づき徴収します。

○許可期間
1 年以内とします。ただし , 当初の使用許可の日
から 4年を超えない範囲で更新できます。

○応募方法
管財課（市役所 2階）に備え付けの応募用紙に
記入して提出してください。

※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。（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）

○応募期限
　9月 3日㈪
○選定方法
　設置者の選定順位は以下のとおりです。
　①公共的団体等（未設置の団体）
　②公共的団体等（既設置の団体）
　③清涼飲料水販売業者
※公共的団体等が複数の場合は抽選
※選定結果は 9月 18 日㈫までに通知します。

【問い合せ・応募先】管財課（☎ 82-1128）

【地図C】 【地図Ｄ】

【地図E】 【地図 F】



「広報さんようおのだ」　2007/8/15－6－ 「広報さんようおのだ」　2007/8/15 －7－

情報ひろば

募集・試験

◇対象　レセプト請求業務の経験
がある人（手書き）

◇勤務地　
　小児科休日急患診療所

（小野田保健センター内）
◇募集人数　若干名
◇業務内容　診療所医療事務およ
び手書きによるレセプト請求事
務を月 2回程度

◇委託料　9,975 円（日額）
◇選考方法　
　面接（日程は後日お知らせします）
◇応募方法　
　市販の履歴書に記入のうえ，保
健センターに郵送または持参

◇提出期限　9月 14 日㈮（必着）
◇問い合せ・申込先　〒 757-8634
　山陽小野田市大字鴨庄 94 番地
　保健センター（☎ 71-1814）

契約医療事務員募集

◇対象　求職者
◇期間　10 月 3 日㈬

～来年 3月 28 日㈮
◇訓練場所　
　山口職業能力開発促進センター
　小野田駐在
◇定員　20 名（選考有）
◇受講料　約17,000円（教科書代等）
◇内容　ガス溶接溶断作業，アーク
溶接作業，板金作業，製缶作業，
工作基本作業等の金属加工に関
する専門知識等の習得

◇申込方法　ハローワーク小野田
に備え付けの願書を提出

◇申込期限　8 月 24 日㈮
◇問い合せ・申込先
　山口職業能力開発促進センター
小野田駐在（☎ 83-3343）

　ハローワーク小野田（☎ 83-2149）

訓 練 生 募 集
　小規模ボイラーの取扱技能講習
を開催します。
◇とき　9 月 12 日㈬・13 日㈭
◇ところ　山口県社会福祉会館
◇受講料　10,000 円
※別途テキスト代が必要
◇定員　50 人
◇申込方法　
　申込用紙に記入し，写真（タテ
36mm，ヨコ 24mm）2 枚を貼付
のうえ，受講料を添えて現金書
留にて申込み

◇申込期限　9月 3日㈪（必着）
◇問い合せ・申込先　
　〒 745-0034
　周南市御幸通り一丁目 5番地

（住友生命ビル 3階）
　㈳日本ボイラ協会山口支部
　（☎0834-32-2942  FAX 0834-32-2952）

ボイラー取扱技能講習

　聴覚障がい者のみなさんに，手話
通訳者・要約筆記者等を派遣するコミ
ニュケーション事業の円滑な推進を図
るため，要約筆記奉仕員を養成します。
◇日程　9 月 29 日㈯～来年 3月 8日
㈯の間，毎月第 2，4 土曜日開催
（10:00 ～ 16:00）
※都合により日程は変更となる場合
があります

◇ところ　中央福祉センター
◇受講料　2,000 円（テキスト代）
◇定員　30 人
◇申込方法　電話または FAXにて
申込み（FAX の場合は，氏名，
住所，電話番号，講座名を明記
してください）

◇申込期限　9月 10 日㈪
◇問い合せ・申込先　
　山陽小野田市社会福祉協議会
　小野田支所

（☎ 83-2344  FAX 83-2050）
　山陽支所

（☎ 72-1813  FAX 73-2260）

要約筆記奉仕員養成講座

ヤングテレホンさんようおのだ
☎ 84-2000　FAX 84-2000

E-mail: youngtel@city.sanyo-onoda.lg.jp
月～金　8:30～ 17:00

（土・日・祝祭日は留守番電話・FAXで対応しています。）
学校のこと，家のこと，友だちのこと
ひとりで悩まないで相談してね。

※個人情報に関しては固く厳守します。▲

その他の相談窓口
相談内容 窓口の名前と電話番号 受付日時

非行・いじめ・虐待・
犯罪などによる被害
のこと

ヤングテレホンやまぐち
　☎ 0120-49-5150

※携帯電話・PHSからは
　☎ 083-925-5150

月～金　       8:30 ～ 17:15
※夜間や休日は当直の職員
が電話にでます。

18 歳までの子ども
専用電話相談

チャイルドラインやまぐち
　☎ 0836-37-0280 火・金　     15:00 ～ 21:00

子どもの悩み
虐待のこと

おやこほっとライン
　☎ 083-932-3939

月～金　       8:30 ～ 20:00
土・日・祝祭日   8:30 ～ 17:15
（年末年始は休み）

学校のこと
勉強のこと

ふれあいテレホン
　☎ 083-987-1240

月～金　       9:00 ～ 17:00
※留守番電話あり

いじめについて 子どもいじめ110番
　☎ 083-923-2264

24 時間対応しています。
※留守番電話あり

思春期の体のこと 思春期ほっとダイヤル
　☎ 0835-24-1140

月～金　       9:30 ～ 16:00
（土・日・祝祭日，年末年始
は休み）

心の問題について 心の健康電話相談
　☎ 0836-58-5570

月～金　       9:00 ～ 11:30
　　　　     13:00 ～ 16:00

子どもの人権問題に
ついて

子どもの人権110番
　☎ 0120-007-110

9 月 17 日～ 9月 23 日
月～金　       8:30 ～ 19:00
土・日・祝祭日  10:00 ～ 17:00

8月 31日㈮は，市県民税第2期の納期限です
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住まいアップセミナー
　建築士が，実例を紹介しながら住
宅の新築・リフォームにあたっての
基礎的な知識，自分でできるちょっ
とした住まいのメンテナンス等，快
適な住まいづくりのコツについてお
話します。みなさんの参加をお待ち
しています。
◇とき　
　9 月 1 日㈯　10:00 ～ 12:00
◇ところ　
　山口県セミナーパーク
◇受講料　無料
◇問い合せ・申込先　
　県住宅課民間住宅班

　(☎ 083-933-3883）

◇とき　
　11 月 18 日㈰
◇種類　
　甲種，乙種（1～ 6類），丙種
◇受付期間　
　9 月 10 日㈪～ 21 日㈮
※試験会場など，詳しくはお問い
合わせください。

◇問い合せ・申込先
　消防本部予防課危険物係
　（☎ 83-3556）

危 険 物 取 扱 者 試 験

お知らせ

　市では，下記日程で総合防災訓練を行います。
ぜひご観覧ください。
◇とき　9 月 7日㈮　9:30 ～ 11:30
◇ところ　津布田小学校
◇内容　避難訓練，避難所開設訓練，初期消火訓練，
救出・応急手当訓練など

◇問い合せ先　総務課（ ☎ 82-1122）
※津布田小学校周辺のみなさんには，騒音等でご
迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします。

▲昨年行われた同訓練の様子

山陽小野田市

総合防災訓練開催

◇とき・ところ
　9 月 9 日㈰　小野田消防署
　9月 16 日㈰　山陽消防署
※時間はいずれも 9:00 ～ 12:00
◇内容　
　心肺蘇生法，止血法，AED取扱説明
※当日は，実技のできる動きやす
い服装でお願いします。

◇問い合せ・申込先
　小野田消防署救急係（☎ 83-0119）
　山陽消防署救急係（☎ 71-1900）

普 通 救 命 講 習 募 集

　山口県土地家屋調査士会では，9
月 1 日を「杭の日」とし，表示登
記に関する無料相談を行います。
◇とき　
　9 月 1 日㈯　10:00 ～ 15:00
◇ところ　フジグラン宇部
◇相談内容　
■土地　
　分筆，合

がっぴつ

筆，地目変更，地積更正，
境界問題等

■建物
　新築，増築，滅失，分割，区分等
◇問い合せ先　
　山口県土地家屋調査士会

（☎ 083-922-5975）

「杭の日」無料相談会

市 加文 募祭 者民 集化 参
■応募資格　市内在住，在職および在学の人，または市の文化団体に所属する人

◇とき　10 月 7日㈰　10:00 ～
◇ところ　高千帆福祉会館

  

◇とき　11 月 11日㈰　10:00 ～
◇ところ　小野田商工センター
◇詠草　自由題未発表一首
◇参加料　500 円（郵便小為替使
用，大会出席者は当日納入可）

◇応募方法　
　任意の用紙に住所，氏名，電話
番号を記入のうえ，切手を貼っ

た宛先明記の返信用封筒と郵便

小為替を同封し郵送または持参

◇応募期限　
　9 月 15日㈯（当日消印有効）
◇提出先　〒 756-0841
　山陽小野田市赤崎四丁目 11-12

　岡本忠雄方　短歌大会事務局

川柳大会

短歌大会

俳句大会

◇とき　10 月 27日㈯　10:00 ～
◇ところ　高千帆福祉会館
◇季題　
　当季雑詠（未発表作品三句一組）
◇投句料　
　1,000 円（大会当日納入）
◇応募方法　
　各句会に備え付けの応募用紙に
必要事項を記入し，郵送または持

参。句会会員以外の人で応募用

紙を希望される人は，平原廉清

または豊嶋道恵（☎ 84-0801）

へご連絡ください。

◇応募期限　
　9 月 27日㈭（当日消印有効）
◇提出先　
　〒 757-0002
　山陽小野田市大字郡 5294番地

　平原廉清（☎ 71-0234）

　◆◇ 問い合せ先 　社会教育課（☎ 82-1204）
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情報ひろば情報ひろば

イベント

◇とき　8月 26 日㈰　14:00 ～
◇ところ　
　中央図書館 2階視聴覚ホール
◇内容　市内ボランティアグループ
による人形劇ほか

◇入場料　無料
◇問い合せ先　
　中央図書館 (☎ 83-2870）

図書館人形劇まつり

交通規制とバス路線変更のお知らせ

ＪＡ育苗センター

山口統計
情報事務所

山口食糧事務所
一丁田
バス停

鴨庄
バス停

工
事
区
間

　8 月下旬から来年 1月下旬（予定）の間，鴨庄西
地区の下水道整備工事のため，市道千町・松ヶ瀬線

が車両通行止めとなります。それに伴い，右記のと

おりバス路線も変更となります。バスをご利用のみ

なさん，沿線のみなさんには大変ご迷惑をおかけし

ますが，ご協力をお願いします。

◇工　事　名　厚狭西第２汚水幹線管敷設工事
◇予 定 期 間　8 月下旬～来年 1月下旬
◇交 通 規 制　車両全面通行止（歩行者通行可）
◇バ ス 路 線　厚狭北部便
◇問い合せ先　下水道課（☎82-1206）

～下水道工事に伴う～
鴨庄西地内

第13回ピアノマラソン大会
ピアノマラソン大会は，1人 1曲

ずつ演奏し，全演奏者の演奏時間
の総計を記録する大会です。3歳の
お子さんから 82 歳の方まで，今年
も 380 人以上が出場します。みな
さん，ぜひご来場ください。
※参加応募は締め切りました。
※参加された人のうち，入賞者等
については市ホームページにて
公表します。

◇とき　
　8 月 24 日㈮　18:00 開演
　8 月 25 日㈯　 9:00 開演
　8月 26 日㈰　 8:00 開演
◇入場料　無料
◇ところ・問い合せ先
文化会館（☎ 71-1000）

　10 月 1 日現在で，全国一斉に就
業構造基本調査が実施されます。
　この調査は，わが国における就業・
不就業の実態を明らかにし，全国
および地域別の就業構造に関する基
礎資料を得ることを目的としていま
す。調査の対象となった世帯に，統
計調査員が伺いますので，ご協力を
お願いします。
◇問い合せ先　企画課（☎82-1130 ）

就 業 構 造 基 本 調 査
　豊富な経験，知識，技能を活か
して企業を支え，あるいは働きな
がら勉学に励み，地域産業の発展
に大きく貢献した人たちの功績を
たたえるとともに，今後ますます
の研鑽を期待して優良勤労者表彰
式を行います。
　各事業所で対象となる人の推薦
をお願いします。
◇表彰式　
　11 月 23 日㈷
◇ところ　労働会館
◇受賞資格
○優良永年勤続者表彰
　同一の企業に 25 年以上勤務し，
勤務成績が優秀な人，または，顕
著な発明，発見，技術開発，改良，
事務の効率化等により，事業所の
発展に寄与した人
○優良永年農林水産業従事者表彰
　農林水産業に 25 年以上従事して
いる人
○優良勤労生徒表彰
　市内の定時制高等学校を来春卒
業予定で，学業成績および職場
における勤務態度が他の模範と
なる人

※各表彰とも，過去の受賞者は対象
となりません。
◇推薦期限　
　９月 14 日㈮（必着）
◇問い合せ・受付先
商工労働課（☎ 82-1150）

優 良 勤 労 者 の 推 薦

全国大会出場おめでとう！

　去る 8月 5日㈰，東京武道館に
て行われた「第 7回全国少年少女
空手道選手権大会」に，下記の方
が出場されました。ご出場おめで
とうございます。
◇出場者　辛山めぐり

　（形競技　出合小学校 5年）

：迂回路

ギター二重奏コンサート
　荘村清志とマリア・エステル・グ
スマンによるギターの調べ
◇とき　9 月 19 日㈬　18:30 開演
◇ところ　文化会館
◇入場料　3,500 円（全席自由）
※前売券は 3,000 円
◇前売券販売所　
　ソル・ポニエンテ，幸月堂，大石
園茶舗，メイ・フェアー（宇部市
相生町）

◇問い合せ先　
　サビエル高等学校 (☎ 83-3587）
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　先日開催しました「男女共同参画講演会」において ,
講師の先生は ,日常生活における気づきの能力 ,共感
できる能力の大切さを話されました。あわせて，芯
があって周囲に気を遣い ,他者への配慮ができる「鉛
筆型人間」を目指し ,男女が共に学び ,役立ち ,生き
る社会の重要性についても述べられました。講演会
に関するアンケートの中でも ,男女共同参画の意味
を理解でき ,「男女共生」の大切さがよくわかったな
ど多くの感想をいただきました。一行詩にはこのよ
うな想いが込められているのではないでしょうか。

○助けあい　いてよかったねと　感謝して

○おたがいに　もちつもたれつ　いい関係

○「できる事は分かち合い」「できない事は助け合い」
これがほんとの思いやり

○お互い　無理せず　分担し
　　

○お互いを気遣う気持ち育てよう

□募集人数　1 人（先着順）※要普通自動車免許
□調査期間
　9月・12月・来年 3月の各 1か月
□調査内容　
　調査対象世帯に対する調査票と秤

はかり

の配布および説
明，調査終了後の調査票と秤の回収，調査票など
調査関係書類の審査および記入

□謝礼　18,100円
□申込期限　8 月 27日㈪

□対象　世帯員が 3人以上で，65 歳以上の人がい
ない世帯

□募集世帯数　1世帯（先着順）
□調査期間　9月のいずれか一週間
□調査内容　
　各食事ごとの「食品の使用状況」「食事の参加状況」
「食べ残し量」などを量り，調査票に記帳します。
　（秤

はかり

は貸し出します）
□謝礼　10,500円
□申込期限　8 月 27日㈪

食品ロス統計調査のお知らせ

◆◇問い合せ先　中国四国農政局　山陽小野田統計・情報センター（☎ 72-1717）

　農林水産省では，家庭や外食における食べ残しや食生活の実態を把握し，食べ残し・廃棄による食品ロスの抑制，
健全な食生活の実現に向けた食育の推進等のための基礎資料作成を目的とした，食品ロス統計調査を行います。

□持ち込み時間　8:30～ 12:00

◇◆環境課からのお知らせです◆◇

　9 月より，毎週日曜日の午前中のみ環境衛生センター
を開け，資源ごみの受け入れを行います。

◆問い合せ先　環境課（☎ 82-1143）
　　　　　　　環境衛生センター（☎ 83-3651）

○空きかん，空きびん，ペットボトル
○新聞，雑誌
○白色トレイ，発泡スチロール
○飲料用の紙パック

持ち込みできる品目

※上記以外のごみについては，当日の受け入れはで
きませんので，あらかじめご了承ください。

調査世帯募集 調査員募集

～日々の訓練の賜物です～
　去る 7月 25 日，広島市安佐北区の広島市消防

学校で行われた「第 36 回中国地区消防救助技術

指導会」において，本市消防職員の市山陽介さんが，

ロープブリッジ渡過競技で見事 2位に入賞しまし

た。市山さんは，8月 22日㈬に東京で開催される

「第 36回全国消防救助技術指導会」に中国地区代

表として出場します。全国大会での健闘を期待し

ています。

市長への報告に訪
れた市山さん。今後
も市の安全を守る
ため，訓練に大会に
頑張ってください。

▲



Vol.10
◎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

　「内科」は，みなさんの日常の健康を守る身近な
診療科です。その診療範囲は「医療の中で最も広い
領域」とさえいわれ，日々進歩する医療現場で専門
性を保ちつつ，常に広い視野にたった総合的な診療
が求められています。
　小野田市民病院内科では，消化器，循環器，内分
泌・代謝などを専門とする７名の医師が，互いに密
に連絡を取り合いながら，各自の専門分野にとどま
らず，幅広く日々の診療にあたり，専門性と総合性
のバランスのとれた体制を整えています。また，病
状によっては，他の診療科や医療機関とも連携を図
るなど，市民病院における総合診療科的な役割も果
たしていますので，様々な病気についてご相談いた
だけます。風邪や腹痛，頭痛はもちろん，どこで受
診すればいいのか分からないような場合でも，どう
ぞお気軽に小野田市民病院内科をご利用ください。

小野田市民病院 内　科

▲石井手保育園の園児による和太鼓の演奏。

　７月３０日に，「山陽小野田市新病院建設構想
検討委員会」が設立されました。委員会は，医療
関係者，学識経験者，市議会議員，公募選出者の
１５人で組織されています。
　当委員会では，新病院の建設に関すること，病
院事業を運営するうえで必要なことについて調
査，検討されます。

「新病院建設構想検討委員会」を設立

▲8月 8日に行われた2回目の会議のようす

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・9月 6日㈭・18日㈫ 毎週月曜日・8月 31日㈮

紙芝居・本の読みあい

図書・ビデオの紹介（抜粋）

「戦争と平和に関する本の展示」

▲

と　　き　9月5日㈬まで

▲

ところ　中央図書館1階展示ケース

高千帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）
9 月 26 日㈬　14：30 ～
高千帆児童館

もみの木広場（対象／幼児・小学生）
9 月 1 日㈯・15 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）
9 月 10 日㈪　14：30 ～
須恵児童館

有帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）
9 月 12 日㈬　14：30 ～
有帆児童館

すみれお話の会（対象／幼児・小学生）
9 月 26 日㈬　15：00 ～
本山児童館

赤崎おはなしの会（対象／幼児・小学生）
9 月 19 日㈬　15：00 ～
赤崎児童館

おはなしのじかん（対象／4歳以上）
8 月 25 日㈯・9月 8日㈯　14：00 ～
厚狭図書館

キララクラブ（対象／乳幼児）
9 月 28 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

手づくり布ぞうり （市
い ち の せ

ノ瀬　絵
え り こ

里子　著）
カシオペアの丘で（上・下） （重

しげまつ

松　清
きよし

　著）
にこにこ貧乏 （山

やまもと

本　一
いちりき

力　編）
チリとチリリ　はらっぱのおはなし （どい　かや　著）

9月の映画

展示の案内

▲

と　　き　9月21日㈮　13:30～

▲

ところ　厚狭図書館

▲

内　容　「ラスト・レター」

勾玉（まがたま）づくり

無料

▲

と　　き　8月26日㈰ 13:30～

▲

内　容　滑
かっせき

石を使った勾玉づくり

▲
対象者　小学４年生以上

▲
定　員　50名（先着順）

▲

費　用　１人 200円（当日持参）

▲

ところ・申込先

　厚狭図書館（☎72-0323）


