
【秋の一日を満喫：厚狭中学校体育祭】
　9月 9日 , 厚狭中学校で体育祭が行われ , 赤 , 青 , 桃 , 黄の 4チームに分かれた生徒が , 徒競走やリレー , 騎馬戦などで熱い戦い
を繰り広げました。3年生男子が参加した「旗奪い」では , 相手チームの旗を奪い , 中央のテーブルへ早く置いたチームの勝ち。
棒の先の旗を目がけて勢いよく跳びかかる迫力あふれる姿に , 観客からは大きな声援が飛んでいました。

さんようおのだ

●発行 /山陽小野田市　http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/　〒 756‐8601　山陽小野田市日の出一丁目 1‐1（☎ 82‐1111　代表）
●編集 /広報広聴課（☎ 82‐1133　ki-kouhou@city.sanyo-onoda.lg.jp）　※再生紙利用

2007/09/15

No.060

広報

2 太平洋セメント住吉社宅
　保存活用団体等を募集します
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裏 図書館つうしん　市民病院ニュース
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対話の日【いずれの会場も19:00から】

 9月27日(木) 目出新町自治会館
10月  9日(火) 吉部田自治会館
10月23日(火) 叶松第一自治会館
※山陽地区は河合病院事業管理者が同席します。
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　募集概要

【問い合せ・応募先】企画課（☎ 82-1130 / FAX 83-2604 / E-mail:kikaku@city.sanyo-onoda.lg.jp)

○物件の概要
　所在地：住吉本町二丁目７番 16号
　構　造：木造およびレンガ造り瓦葺平屋建
　　　　　（一部改修が必要）
○応募資格
市内の団体または個人（ただし , 政治・宗教・営
利事業等を営む組織・団体・個人を除く。）

○募集期間
　9月 18 日㈫～ 10月 17 日㈬（必着）
○保存活用の条件
【市の支援】
財政的な支援は一切ありません。ただし , 施設
の使用料・土地賃貸料は無料です。

【保存の条件】
オレンジ色の屋根瓦をはじめ , 大正ロマンあふ

保存活用団体（または個人）を募集します
　住吉本町二丁目にあるオレンジ色の屋根瓦の大
正ロマンあふれる「太平洋セメント住吉社宅」の
保存活用については , これまで , まちづくり市民会
議「太平洋セメント住吉社宅検討」部会および「住
吉社宅活用保存会」によって検討されてきました。
　その後 , 市民会議の提言や保存会の報告を受け
協議した結果 , 市としては , 保存活用を行う団体ま
たは個人を選定した後に , 住吉社宅を太平洋セメ
ント株式会社より無償で貸与していただき , その
団体等に保存活用をお願いすることといたします。

洋セメント住吉平太 宅社

れる外観の維持と周辺環境の美化に努めていた
だくこと。

【活用の条件】
市民が交流できる場として運営していただくこと。

【施設の使用期間】
1 年間（毎年更新）
※更新回数に制限は設けません。

○応募方法
募集要項に基づき , 応募用紙を市役所２階企画課
へ提出（郵送可）してください。募集要項および
応募用紙は市役所２階企画課 , 総合事務所地域行
政課にあります。

○選定方法
「太平洋セメント住吉社宅」保存活用者選定委員
会において , 審査し決定します。

「太平洋セメント住吉社宅」保存活用者選定委員
保存活用団体（または個人）の選定を行う保存活用者選定委員を募集します。

○応募資格
応募時点で年齢が 20歳以上の市民
（ただし , 市職員 , 市議会議員および保存活用者応
募団体等の関係者は除く。）

○募集人員
　2人（委員全 5人中）
○応募方法
専用の応募用紙に必要事項を記入し , 市役所２階
企画課へ提出してください。郵送・FAX・E-mail
でも構いません。応募用紙は ,市役所２階企画課 ,
総合事務所地域行政課にあります。

※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/)

○募集期限
　10月 5日㈮（必着）
○決定
応募多数の場合は応募理由等を勘案のうえ選考に
より決定し , 本人に通知します。

○その他
提出書類は返却しません。個人情報については ,
山陽小野田市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。
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市長から
市民のみなさんへ

「広報紙・ホームページ」
モニターを募集します

　月 2回開催の「対話の日」のはじまりに，私からみ

なさんにおうかがいする質問があります。

「『広報さんようおのだ』を読まれていますか？」

「『市長から市民のみなさんへ』を読まれていますか？」

　どの会場においても，ほとんどの方に挙手をいただき，

市政への関心の高さに身の引き締まる思いがします。

　しかしながら，一歩下がって考えたとき，市政参加へ

の意識の高い，対話の日のような場にわざわざ足を運ば

れる方が広報紙をお読みになっているのはむしろ当然の

ことで，その他の多くの市民の方については，広報紙を

お読みになっている割合はかなり低いのではないかと不

57

安に思っています。

　私の目指す「市民参加のまちづくり」は，市民のみな

さんへの情報発信からはじまることは言うまでもありま

せん。今以上に，一人でも多くの方に市政に関する情報

をお届けするためには，その重責を担っている広報紙，

ホームページを今までにない斬新なものに刷新する必要

があるのではないかと考え，上記にありますようにご意

見番（モニター）を募集することにしました。業務を行っ

ている広報広聴課の職員が気付かない点をご指摘いただ

き，真の意味で市民の目線にたった情報発信をおこなっ

ていきたいと考えてのことです。

　市の他の募集もの
4 4 4 4

とは違って，定員も任期も設けませ

ん。また，年に数回，みなさんにお集まりいただくこと

はありますが，主な活動は電話，メール，fax でご意見，

アイデアをお伝えいただくことになりますので，時間の

制約もありません。編集，ホームページについての知識

を有している方はもちろん大歓迎ですが，そうでない方

もお気軽に応募してください。

広報紙・
ホームページ

○募集人数　制限はありません
○応募要件　市民または市内事業所に勤務されてい

る方（※公務員はのぞく）
○任期　特に設けていません
○業務・広報紙・ホームページに対する意見，要望

・年数回開催されるモニター連絡会議への出席
　など

○報酬　ありません
○応募方法　広報広聴課，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，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。

○問い合せ・申込先　

　広報広聴課（☎ 82-1133　FAX 83-9336）
　E-mail :ki-kouhou@city.sanyo-onoda.lg.jp

モニターを
募集します



「広報さんようおのだ」　2007/9/15－4－ 「広報さんようおのだ」　2007/9/15 －5－

●対象
　・本市に住所を有する人　・本市に通学または通勤する人
　・教育委員会が特に認めた者
●貸出期間　2週間を限度とします。
●使用料　免除
●申込方法　申請書等（きらら交流館に備え付け）に必要事項を記入し,

提出してください。（仮予約は3か月前から受け付けます。）
※詳細はお問い合わせください。

●問い合せ・申込先　きらら交流館（☎ 88-0200）

きらら交流館の展示ホールをお貸しします

●こんなことに利用できます

•書画 , 写真等のパネルを使っ
た展示

•造形物 , 物品等の机を使った
展示

•音楽 , 芸能等の簡易ステージ
を使った発表会

窓の外に美しい景色が広がる会場で展示会や演奏会を開いてみませんか？

　きらら交流館では , より多くのみなさんに交流・ふれあいの場を提供す

るため , 館内 1階の展示ホールの貸出しを行います。多くのみなさんの

ご利用をお待ちしています。 パネル展示のようす

前夜祭
17：30～　※雨天時は29日㈪

「第 10回お祝い夢花火」
○花火大会　○からももライブ　○星空レストラン　ほか
■問い合せ先　山陽商工会議所（☎ 73-2525）

本　祭

10月 27日㈯　埴生漁港

10月 28日㈰　江汐公園
10：00～

●市民まつりプロジェクト委員会
　委員長　有馬　大雄
　「今年度は主な企画・運営を小野田青年会
議所 , 小野田・山陽両商工会議所青年部が
中心となって行うことになりました。また
初めての江汐公園での開催ということもあ
り , さまざまな問題点もありますが , 少しで
もみなさんに喜ばれるまつりになるよう努
めていきたいと思います。」

参加者募集中「みなさんに喜ばれるまつりを目指します」

○江汐公園アートファクトリー ○山陽小野田特産市
○地域芸能発表会 ○キャラクターショー
○江汐よさこいカーニバル ○パフォーマンス広場
○青空レストラン ○福祉の市
○日本一長い「横断幕」の披露 ○日本一広範囲の宝探し
○子ども広場 ○M-1( マルチパフォーマンス対戦型 )　ほか

■問い合せ先　商工労働課（☎ 82-1151）

　江汐アートファクトリー , 地域芸能発表会 , パ
フォーマンス広場 , 三輪車レース（子ども広場
内）,M-1( マルチパフォーマンス対戦型 )の参加者お
よびボランティアスタッフも引き続き募集中です。
※詳しくは市ホームページまたは各公民館に置いて
ある「市民まつり参加者募集要項」をご覧ください。

【問い合せ・申込先】商工労働課（☎82-1151）

第２回 山陽小野田市民まつり

●青空レストラン
対象：市内在住の人 , 市内
で事業所を経営している人

●福祉の市
対象：非営利目的で活動
している福祉関係の団体
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募集・試験

　山陽小野田地区魚食推進協議会
では，魚の捌

さば

き方を中心としたお
魚料理教室を行います。地元の新
鮮で美味しい魚を調理してみませ
んか？
◇対象　市内在住の人
◇とき　10 月 15日㈪　9:00 ～ 14:00
◇ところ　
　埴生ふれあいセンター（埴生漁港内）
◇講師　県漁協女性部
◇費用　500 円
◇定員　20 人（先着順）
◇内容　魚調理実習，料理試食
※包丁，エプロン等持参してくだ
さい。

◇申込方法　
　下記まで電話にて申し込み
◇申込期限　10 月 1日㈪
◇問い合せ・申込先
　農林水産課（☎ 82-1153）

お魚料理教室受講生募集

◇とき
　第 1回　10 月 11 日㈭～ 12 日㈮
　第 2回　11 月 15 日㈭～ 16 日㈮
　第 3回　12 月 13 日㈭～ 14 日㈮
※全 3回を通して学習
※時間はいずれも 18:00 ～ 20:00
◇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
◇費用　
　2,500円（テキスト代，資料代を含む）
◇定員　70 人（先着順）
◇内容
　ワードとエクセルの基本的な使
い方および年賀状の作成，印刷
方法等を学習

※基本的な日本語入力ができる人
を対象としています。

◇申込方法　下記まで電話または
FAXにて申し込み

◇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（実用編）

　◇◆◇ 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
高齢者保健福祉推進会議

　介護保険事業をはじめとする，高齢者保健福祉の総合
的かつ着実な推進を目的とする会議です。

○募集人数　3人（委員全20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・職員は除く
○任期　　　平成 19年 11 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　10 月 1日㈪（消印有効）
○選考結果　直接本人に通知
○応募方法　児童福祉課，総合事務所市民窓口課，南支所，

埴生支所，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（子育て支援の推進ま
たは児童福祉の向上に関する意見・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　
　　　　　　児童福祉課（☎ 82-1175　FAX 83-9082）
　　　　　    E-mail : jidou@city.sanyo-onoda.lg.jp

次世代育成支援対策推進協議会
　地域からの子育て支援を基本理念とする，次世代育成
支援対策行動計画の着実な推進を目的とする協議会です。

○募集人数　3人（委員全25人中。応募多数の場合は抽選）
○応募要件　40 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 11 月 1日から 2年間
　　　　　　※会議は各年度数回程度開催予定
○提出期限　10 月 12 日㈮（消印有効）
○選考結果　直接本人に通知
○応募方法　高齢障害課，総合事務所市民窓口課，南支所，

埴生支所，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（生涯福祉の推進
と健康づくりに関する意見・提言を 1,200 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　
　　　　　　高齢障害課（☎ 82-1173　FAX 83-9082）
　　　　　    E-mail : korei-shougai@city.sanyo-onoda.lg.jp

～海外ボランティアを募集します～
■青年海外協力隊
　日系社会青年ボランティア
○資格　日本国籍を持つ 20 歳以上
40 歳未満の人

○派遣期間　原則 2年間
■シニア海外ボランティア
　日系社会シニアボランティア
○資格　日本国籍を持つ 40 歳以上
70 歳未満の人

○派遣期間　原則 1年または 2年間
○募集分野　
　計画・行政，公共・公益事業，農
林水産，鉱工業，エネルギー，商
業・観光，人的資源，保健・医療，
社会福祉の 9分野

◇派遣国　
　アジア，アフリカ，中南米，オセ
アニア，中近東，東欧地域の国

※応募方法，選考，待遇など詳し
くはお問い合わせください。

◇問い合せ先
JICA 中国　ボランティア係

（☎082-421-6310　FAX 083-934-3110）

海外協力隊ボランティア募集

情報ひろば
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　仲間やグループで草サッカーを
楽しんでいる人たちを対象に，サッ
カーを楽しみながら，県内の仲間
との交流を図る目的で「わくわく
サッカー大会」を開催します。天
然芝のサッカー場で，秋空の下，
汗を流してみませんか。
◇参加資格　
　本大会の主旨に賛同した大学生，
社会人等のチーム（男女混合可，
高校生以下は不可）

※日本，山口県リーグに登録して
いるチームを除きます。

※チーム編成はスタッフ，選手合
わせて 20 人以内とします。

◇とき　10 月 27 日㈯～ 28 日㈰
◇ところ　
　県立おのだサッカー交流公園
◇募集　
　12 チーム（応募多数の場合抽選）
◇参加料　1 チームにつき 5,000 円
◇申込期限　10 月 10 日㈬
◇申込方法
　事務局ホームページからダウン
ロードした申込用紙を記入のう
え，持参，郵送，FAX または
E-mail にて提出

◇問い合せ・申込先　
　〒 753-0064
　山口市神田町 1-80　防長青年館内
わくわくサッカー大会事務局
（☎083-923-6088　FAX 083-923-0992）
E-mail : soccer@paltopia.com
http://www.paltopia.com

わくわくサッカー大会
出 場 者 募 集

　山口県統計協会では，統計に親
しみ，理解を深めていただくため，
今年度から新たに個人を対象とし
た会員の募集を行います。
◇会費　1,000 円（年額）
◇会員特典　県民手帳，統計カレ
ンダー（2008 年版）等

◇申込方法　電話または申込書を提
出（FAX可。申込書はホームペー
ジからダウンロードできます）

　http://www3.ocn.ne.jp/̃y-toukei/
◇問い合せ・申込先
　〒 753-8501
　山口市滝町 1-1　県統計分析課内
　山口県統計協会

（☎ /FAX　083-934-3110）

山口県統計協会個人会員募集

　台所に立ったことのない男性大
歓迎です！
◇対象　市内在住の男性
◇とき　10 月～来年 2月の毎月第 3
日曜日（9:30 ～ 13:00）

※第 1回目は 10 月 21 日㈰
◇定員　
　20 人程度（定員になり次第締切）
◇費用　
　5,000円（材料代1,000円×5か月）
◇持参するもの　
　エプロン，三角巾，手拭タオル，
お米 1合

◇申込方法　交流館窓口に直接また
は電話にて申し込み

◇ところ・問い合せ・申込先
　きらら交流館（☎ 88-0200）

オトコの料理教室受講生募集

お知らせ

　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。
　調査の対象は，全世帯から統計
的手法により選ばれた世帯にお住
まいの 15 歳以上の人全員です。9
月下旬から，調査の対象となった
世帯に，調査員証を携行した統計
調査員が調査票の記入のお願いに
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

　将来の都市構造や土地利用の方
針，道路・公園などの整備方針を
定める都市計画マスタープランの策
定にあたり，アンケート調査を実施
します。これは，昨年 1 月に実施
した「山陽小野田市総合計画の策定
に向けた市民アンケート」を補足す
るもので，みなさんが「まち」に対
して日頃から感じていることをお伺
いし，都市計画マスタープランの検
討に活用することを目的としていま
す。お手数ですが，市民のみなさん
のご協力をお願いします。
◇対象　18 歳以上の市民から無作
為に抽出した 3,000 人

◇実施期間　9 月 28 日㈮まで
◇問い合せ先
　都市計画課（☎ 82-1163）

都市計画マスタープラン策定
に向けてのアンケート調査

小野田めぐみ幼稚園では普段こんなことをしています

講師によるリトミック教育・体操教室・スイミング/
金曜日は園外保育に出かけます/自由遊びの時間もたっぷ
りとっています/18時まで託児があります

講師によるリトミック教育・体操教室・スイミング/
金曜日は園外保育に出かけます/自由遊びの時間もたっぷ
りとっています/18時まで託児があります

小野田めぐみ幼稚園では普段こんなことをしています

9月19日
9月28日 9時50分から

入 園 説 明 会
第1回

第2回

水

金

【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。

情報ひろば
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～雇用保険被保険者のみなさまへ～
　10 月 1 日から，下記のとおり雇
用保険制度が一部改正されます。
■雇用保険の受給資格要件の改正
【改正前】
6 か月（各月 14 日以上）の被保
険者期間（短期間被保険者につい
ては，12 か月（各月 11 日以上）
の被保険者期間）

【改正後】
週所定労働時間の長短にかかわ
らず，原則 12 か月（各月 11 日
以上）の被保険者期間を要する

※平成 19 年 10 月 1 日以降に離職
された人が対象となります。

■育児休業給付の給付率の改正
【改正前】
休業前賃金の 40％

【改正後】
休業前賃金の 50％

■教育訓練給付の要件・内容の改正
【改正前】
被保険者期間により給付率，上
限額が異なる

【改正後】
被保険者期間による給付率，上限
額の差異を一本化し，被保険者期
間を 3 年以上，給付率を 20％と
する

※平成 19 年 10 月 1 日以降に指定
講座の受講を開始された人が対
象となります。

◆各内容とも，詳しくは下記まで
お問い合わせください。

◇問い合せ先
　小野田公共職業安定所（☎83-2149）

雇用保険法が変わります

◇対象　次のすべてに該当する人
•県内に 1年以上居住する人
•離職時の事業所に 1 年以上勤続
していた人

•離職を余儀なくされた勤労者で，
離職後 1年以内の人

•現に離職していて，かつ求職活
動を行っている人

◇資金使途　大学教育資金，住宅資
金償還金，冠婚葬祭・療養・災害
資金，一般生活資金

◇貸付限度額　70 ～ 150 万円
◇償還期間　3 ～ 6 年以内
◇貸付利率　年 1.0％
◇保証人等　連帯保証人 1人と㈳日
本労働者信用基金協会の債務保証
（要保証料）が必要
◇申込先　中国労働金庫（☎83-2268）
◇問い合せ先
商工労働課（☎ 82-1150）

県・市町離職者緊急対策
資 金 貸 付 制 度

個別労働紛争解決制度
■総合労働相談コーナーのご案内
　企業組織の再編や人事労務管理の
個別化等に伴い，解雇や退職勧奨，
職場内におけるいじめや嫌がらせ等
のトラブルが増加しています。
　この総合労働相談コーナーでは，
解雇，労働条件等を含め，労働問題
に関する相談を面談や電話で受付け，
アドバイスを行うほか，当事者間の
調整を図り，話し合いを促進するあっ
せん申請の受付も行っています。当
コーナーは国の機関であり，相談等
の費用はかかりません。職場のトラ
ブルに巻き込まれた際は，一人で悩
まないで，ぜひご相談ください。
◇問い合せ先　
小野田労働基準監督署内　小野田
総合労働相談コーナー (☎ 83-2673）

ご み を 出 す と き の
ワンポイントアドバイス
■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

■ごみの分別によるリサイクルの促進
　ごみステーションに出された燃やせるごみの中

に，金属類やびんなどの異物が混入していることが

あります。正しく分ければ資源化できるものを，分

けずに出すのはもったいないことです。

　リサイクルのため，分別の徹底にご協力ください。

※水分の多いごみは，しっかり水をきってください。

　平成 21 年 5 月までに導入される
裁判員制度に先がけて，検察庁で
は下記の教室を開催しています。
■移動教室
○対象　小学校高学年以上
○実施場所　山口地方検察庁
■出前教室
○対象　
　県内の民間企業，学校，各種団体
○実施場所　検察庁職員が訪問
※各教室とも，詳しくは下記まで
お問い合わせください。

◇問い合せ・申込先
　山口地方検察庁　企画調査課

　（☎ 083-922-3118）

裁判員制度の実施に
関 す る お 知 ら せ

～もう一度働きたいあなたへ！！～
◇対象　
　結婚，妊娠，出産，育児，介護など
を理由に退職した人で，就業が可能
となったとき再就職を希望する人

◇主な支援内容　
•再就職準備セミナーのご案内
•再就職に役立つ情報誌の提供
•キャリアコンサルタントによる
個別相談，企業との交流会等

◇登録費用　無料
◇問い合せ・申込先　
　㈶ 21 世紀職業財団　山口事務所

　（☎ 083-923-2041）

再就職希望者支援事業

10月 1日㈪は，固定資産税第3期の納期限です

どうなる！？

山口東京理科大学
オープンキャンパス講演会

日本の政治
橋本五郎特別講演会

◇対　象　高校生以上
◇と　き　10 月 6日㈯　13:00 ～ 14:30
◇ところ　山口東京理科大学 5号館 2階 5201 教室
◇受講料　無料

◇問い合せ先　山口東京理科大学庶務課（☎88-4504）

※当日は無料送迎バスを運行します。詳しくは下記へ
お問い合わせください。

ズームイン！！ SUPERで  お馴染み
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　今年 4月から導入された年金分割制度や団塊世
代の定年退職を題材とした作品が数多く寄せられ
ました。
　第二の人生を迎えるにあたっては，従来の肩書
きにとらわれることなく，身近な人たちとコミュ
ニケーションを図り，男女にかかわらず互いに対
等であるという男女共同参画の視点を持ってあら
ゆる分野へ参画していくことが大切なのではない
でしょうか。

○鎹（かすがい）だった子は巣立ち
　団塊戦士のゴール見え　所詮は他人か年金分割

○迫りくる年金分割制度
　日日心穏やかならず妻の心情伺い知れず

○定年迎えて　専業主夫に　家事に育児に　孤軍奮闘

○定年で　始めた家事が　板につく
　　

○退職後　番犬いらぬ　俺が居る

○二人きりになった父と母は　仲良くなっていた
　対等になるには長い時間がかかるのか？

　秋の行楽シーズンに入ると，家族や仲間でレジャーに出か
ける機会が多くなるとともに，観光客等により交通量も増加
します。また，心地よい気候になることから，夕暮れ時のウォー
キングやジョギング等も増加し，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遵守し，正しい交通マナー
を習慣づけることにより，交通事故を防止しましょう。

●重点目標　
　高齢者の交通事故防止
　飲酒運転の根絶
　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　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

※期間中に右記の行事を開催します。ぜひご来場ください。

平成19年

秋の全国交通安全運動
～住みよい山口　いつも心に　安全運転～

9月21日㈮～ 9月30日㈰

◇◆期間中の主要行事
□交通安全フェスタ
◇と　き　9 月 29 日㈯　10:30 ～
◇ところ　小野田サンパーク・サンフェスタ広場
◇内　容　交通安全功労者・優良運転者表彰式，
　　　　　交通安全ポスター・作文表彰式等
□夜間高齢者交通安全教室「くっきりナイトスクール」
■津布田小学校
◇と　き　9 月 26 日㈬　17:30 ～
■有帆小学校
◇と　き　9 月 27 日㈭　17:30 ～
◇内　容　高齢者を対象とした夜間交通安全教室
　　　　　（夜間でも見えやすい服の色，反射材の効果等）

情報ひろば

◆◇ 問い合せ先 　社会教育課（☎ 82-1204）第 化回 開民 祭３ 催市 文
第 3回市民文化祭を下記日程で開催します。ぜひご来場ください。

開催日 時　間 ところ
川柳大会 10 月 7 日㈰　 10:00 ～ 16:00 高千帆福祉会館
華道展 10 月 13 日㈯～ 14 日㈰ 10:00 ～ 16:30 市民館体育ホール
舞踊（日舞）大会 10 月 14 日㈰　 10:00 ～ 17:00 市民館文化ホール
洋舞・演劇 10 月 14 日㈰　 12:00 ～ 16:00 文化会館
展覧会 10 月 19 日㈮～ 21 日㈰ 10:00 ～ 17:00（21 日は～ 16:00) 市民館体育ホール
邦楽大会 10 月 21 日㈰　 10:00 ～ 15:00 市民館文化ホール
俳句大会 10 月 27 日㈯　 10:00 ～ 15:00 高千帆福祉会館
菊花展 10 月 28 日㈯～ 31 日㈬ 10:00 ～ 17:00 江汐公園
市民音楽祭 10 月 28 日㈰　 13:00 ～ 16:00 文化会館
市民茶会 11 月 11 日㈰　  9:00 ～ 14:00 市民館文化ホール
短歌大会 11 月 11 日㈰　 10:00 ～ 15:00 小野田商工センター
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種 別 種 目 会 場 備 考

サッカー
一般･高校

県立おのだサッカー交流公園多目的広場 １チーム 16名以内　 7 日㈰
サッカー場，小野田運動広場 決勝トーナメント　21日㈰

中学校 県立おのだサッカー交流公園サッカー場 6日㈯
少年団 サッカー場，小野田運動広場 Ａ，Ｂ，Ｃ級　14日㈰

卓球

家庭婦人，一般・高校
ホープス，カブ，バンビ

市民体育館
シングルス・ダブルス　21日㈰

中学校男子
中学校女子

団体戦，シングルス　6日㈯

バレーボール
一般・男女 市民体育館 男女 9人制　7日㈰
中学校 小野田中学校体育館 6日㈯　女子
少年団 青年の家，埴生小学校体育館 14日㈰

バスケットボール

一般･高校男子 山陽小野田市民体育館
11月 4日㈰

一般･高校女子 山口東京理科大学体育館
中学校男･女 高千帆中学校体育館 6日㈯
少年団 竜王中学校・須恵小学校体育館 7日㈰

軟式野球
一般 野球場他 21日㈰
中学校 野球場 6日㈯・8日㈷・13日㈯
少年団 赤崎運動広場・赤崎小学校 Ａ，Ｂ，Ｃ級　21日㈰

ソフトボール 一般 サッカー場，小野田運動広場 登録チームに限る　7日㈰
テニス 一般男･女 須恵健康公園庭球場 ダブルスのみ　21日㈰

ソフトテニス
一般･高校 須恵健康公園庭球場 14日㈰
中学校 須恵健康公園・浜河内緑地公園庭球場 6日㈯

バドミントン 一般 小野田中学校体育館 シングルス，ダブルス　14日㈰
弓道 一般，中学校 武道館弓道場 13日㈯
剣道 一般，高校，中学校，少年団 武道館柔剣道場 個人戦，団体戦　7日㈰
柔道 一般，高校，中学校，少年団 武道館柔剣道場 個人戦，団体戦　14日㈰
空手道 一般，高校，中学校，少年団 武道館柔剣道場 組手，型　21日㈰
アーチェリー 一般 アーチェリー場 8日㈷
ゲートボール 一般 ゲートボール場 26日㈮
クロッケー 一般 小野田運動広場 30日㈫
グラウンドゴルフ 一般 サッカー場，小野田運動広場 11日㈭
ソフトバレーボール 男子，女子，混成 市民体育館 14日㈰

市民体育大会
■参加資格　市内在住または在職（在学）の人
■申込期限　9 月 28日㈮
■問い合せ・申込先　体育振興課（☎ 84-2430）

※開会式は10月 21日㈰ 8:00から市民体育館で行われます。（開催月の明記のない競技は10月の開催です）

種 別 種 目 会 場 備 考
ペタンク 一般 津布田会館   9:00 ～ 12:00　当日受付可
グラウンドゴルフ 一般 寝太郎公園ゆめ広場   9:00 ～ 12:00　当日受付可
バレーボール 一般 青年の家体育館   9:00 ～ 13:00
ソフトボール 一般 青年の家グラウンド   9:00 ～ 15:00
トリムバレーボール 一般 青年の家体育館 13:00 ～ 16:30

硬式テニス
一般，ミックスダブルス，
シングルス

青年の家テニスコート   9:00 ～ 16:30　参加費：500円
※10月1日㈪までに青年の家に申し込み

市民体育大会　兼
山陽地区ふれあいスポーツ大会

■参加資格　市内在住または在職（在学）の人
■問い合せ・申込先　厚狭公民館（☎ 72-0507）
　　　　　　　　　　青年の家（☎ 76-1688）

※開会式は，10月 8日㈷ 8:30から青年の家グラウンドで行われます。（すべての競技を8日㈷に開催）

秋 ！スポーツの ですね



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 18日㈫・25日㈫・10月 4日㈭・9日㈫ 毎週月曜日

紙芝居・本の読みあい

図書・ビデオの紹介（抜粋）

「鉄道に関する本の展示」

▲

と　　き　10月3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）

10 月 24 日㈬　14：30 ～
高千帆児童館

もみの木広場（対象／幼児・小学生）

10 月 6 日㈯・20 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）

10 月 15 日㈪　14：30 ～
須恵児童館

有帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）

10 月 10 日㈬　14：30 ～
有帆児童館

すみれお話の会（対象／幼児・小学生）

10 月 24 日㈬　15：00 ～
本山児童館

赤崎おはなしの会（対象／幼児・小学生）

10 月 17 日㈬　15：00 ～
赤崎児童館

おはなしのじかん（対象／4歳以上）

9 月 22 日㈯・10 月 13 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

楽園（上・下） （宮部　みゆき　著）
花の回廊　流転の海　第５部 （宮本　輝　著）
夢の書（上・下） （O.R. メリング　著）

10月の映画

展示の案内

Vol.11
◎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　10月19日㈮　13:30～

▲

ところ　厚狭図書館

▲

内　容　「マタ・ハリ」

恐竜の絵本展

無料

▲

と　　き　10月6日㈯～28日㈰

▲

ところ　厚狭図書館　児童室

▲

問い合せ先　厚狭図書館

「 健 康 講 座 」

【と　き】   10月 16日㈫
14時～ 15時 15分

【ところ】　山陽市民病院 1階ロビー

【講　師】　河合伸也　病院局長
【内　容】　病気にならない生活 , 毎日
を健やかにすごす生活についてなど

「いきいき健康生活」

　山陽市民病院の外科・整形外科外
来では，「巻き爪矯正」の治療を行っ
ています。巻き爪はひどくなると，
指の肉に爪が食い込み，激しく痛み
ます。また，症状が進むと，痛みで
普通に歩くことすらできなくなり，
足や腰などへ負担がかかって，膝痛や腰痛などを引き起こすこ
とにもなりかねません。
　当院では，超弾性ワイヤーを使った巻き爪矯正治療を行って
います。この治療法は痛みもほとんどなく，形状記憶性のワイ
ヤーを伸びた爪の両端に通し，曲がった爪を徐々にまっすぐな
状態にしていくというものです。１～数か月間，爪を伸ばしな
がら巻き爪を矯正していきますが，ワイヤーを入れたまま入浴，
運動なども行えますので，痛い巻き爪でお悩みの方は，ぜひ，
ご相談ください。

山陽市民病院（☎72-1121）

山陽市民病院

外科・整形外科　外来

幻
げ ん か

香 （内田　康夫　著）
青春の守護者 （森村　誠一　著）
たいようオルガン （荒井　良二　絵）

【テーマ】

を開催します

山陽市民病院

　おなじみの「健康講座」も今回で５
回目。たくさんの方のご参加をお待ち
しています。

痛～い巻き爪にお悩みの方いらっしゃいませんか？


