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新年の
ごあいさつ

　新年おめでとうございます。

　皆様には，希望に満ちあふれた新年をお迎えのことと，心からお慶び申し上げます。

　思えば，旧年中は多くの皆様から心温まるご支援を頂きました。厚く御礼申し上げます。

　迎えた2008年，干
え と
支は＂ねずみ "です。頭の良さで力の強い牛を抑えて十二支の始

まりを勝ち取ったと言われる＂ねずみ "の年が，本市の第1次の総合計画の初年度とな

ったことは創意工夫を私たちに求める試練を与えているようにも感じられます。

　山陽小野田市が誕生して3年，依然として財政問題は予断を許さない状況ではありま

すが，昨年，総合計画「基本構想」策定，市民憲章制定などを経て「市民協働による住

み良さ創造都市」の始動を実感できるようにもなりました。山登りに例えますと，これ

までは密林に迷い込んでいたところ，ようやく山の頂きが姿を現したといったところで

しょう。ただし，目の前には急な上り坂が迫っています。これまでにない苦難の道を歩

むことが予想されていますが，職員一丸となってまい進していく決意です。

　本年が幸多き年になりますよう心からお祈りいたしまして，年頭のごあいさつとさせ

ていただきます。

2008年１月１日
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いっぱい
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　明けましておめでとうございます。
　昨年は取材等にご協力いただき , ありがとうございました。本年も市民の
みなさんに愛される広報紙を目指し , 日々精進してまいりたいと , 編集室一
同 , 決意を新たにしているところです。変わらぬご支援をお願いします。
　さて ,2008 年の広報「さんようおのだ」は , 大きな夢をもって様々な分
野で活躍されている方々をご紹介する「夢いっぱい　新春スペシャル」の特
集からスタートです。それぞれ違った 6つの夢ではありますが , 熱き志

こころざし

を
持って生きている方々の言葉には取材中 , 心揺さぶられることが多々ありま
した。つたない文章でどこまで市民のみなさんにお伝えできるか , はなはだ
自信のないところではありますが , 読んでいただいた方の心の琴線を少しで
も振るわせることができたらうれしく思います。

【担当】広報広聴課（☎ 82-1133）

市内で活躍する
「旬な人」を
ご紹介します

夢いっぱい

【特集】 伝

支

和探

育彩

新春スペシャル
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　“SORGENTI”（イタリア語で「泉」）結成のきっかけとなっ

たのは，2003 年に長崎で行われたオーディション。別々に

エントリーしていたお二人ですが，当日のステージで審査員

から掛けられた「二人で歌ってみて。」の一言が全ての始ま

りでした。即興で合わせた歌が，最優秀賞に輝いたのです。

　これを機に，二人での活動を本格的にスタートさせると，

昨年の 4月からはユニット名を“SORGENTI”とし，本市

および宇部市を中心に精力的な活動を行っています。また今

月 24日には，広島県で行われるプロミュージシャンのコン

サートに前座での出演が決定するなど，今後は活躍の場が県

外にも広がっていきそうです。

夢の先に待つ夢～未来を彩るハーモニー～

「ソルジェンティ」の生い立ち

【新春特集】夢いっぱい ❶

　オープニングのイントロに合わせて静かに幕が上がると，
目に飛び込んできたのは会場を埋める人，人，人。夢に見
たステージからの眺めは，想像を遙かに超える感動的な光
景でした。昨年11月，文化会館で行われた「ソルジェンティ」
初の単独チャリティコンサートが，これ以上ない形で実を
結んだ瞬間です。
　二人が掲げた昨年一年間の活動目標は，「地元でできるこ
とを全てやろう。」本市在住で地元を拠点に活動を続ける二
人が見据えた到達点は，文化会館でのコンサート。「とにか
く大変でした。」マネージメントを一手に引き受ける兄の光
弘さんは，そう言って昨年一年間を振り返ります。「まず，
会場を借りるにはどうすればいいか。そこからして，分から
ないことだらけで・・・」会場を借りたら次は担当者との打
ち合わせ，そしてステージ構成にコンサートの告知等々，や

ることも考えることも山積みです。月平均10本のコンサートと並行しての準備に，
「息つく暇も無い」ほど多忙な日々を過ごしました。一方，弟の寛さんはポスター
やロゴのデザインを手掛けます。「スケジュール管理等は兄に任せっきりです。僕
は・・・苦手かな（笑）」と屈託ない笑顔がこぼれます。「コンサートは演

や

ってい
る僕たちも感動しました。お客さんも大勢来てくれて，言うことなかったです。」
兄弟二人三脚でたどり着いた夢の舞台に，二人は大きな手応えを感じました。
　そして迎えた 2008 年。一つの“大きな夢”を叶えた二人が見据える“もっ
と大きな夢”は，プロデビューへ向けての一歩です。「自分たちの表現方法を
高めて，積極的にプロに向けた活動を進めていきたい。」無色透明だった二人
の未来が , 鮮やかに彩られようとしています。

「歌のテーマは感謝。周囲の温かな
サポートが夢に向かう原動力です。」彩

▲昨年 11月，文化会館で行われたライブには，600 人を超
えるファンが駆け付けました。

ソルジェンティ
下福田

木坂光弘さん（写真右），寛さん（写
真左）兄弟によるボーカルユニット。
自費製作したCDシングル “HikaRi”
は 1,000 枚を完売。プロデビューに
向けて，今後の活躍が期待される。



「広報さんようおのだ」　2008/1/1－4－ 「広報さんようおのだ」　2008/1/1 －5－

　現在，スポーツ交流まちづくり市民協議会の会員は 30人。

「交流公園から広がるコミュニケーションの輪」の実現に向

け，会員全員がボランティアで協議会を運営しています。

　協議会発足から今日まで，活動を続ける中で見えてきた問

題点は“人手不足”。今の人数では，どうしてもできること

に限りがあります。今後は，他団体とのつながりを深めると

ともに，コミュニティを大きくしていくことが重要課題とな

りそうです。

　協議会では，スポーツ交流等を通じたまちづくりを一緒に

手掛けてくれる方を歓迎します。興味のある方は，市企画課

（☎ 82-1130）までご連絡ください。
▲昨年 10月に行われた「わいわいサッカー大会」。芝のグラ
ウンドで熱い戦いが繰り広げられました。

スポーツ × 交流 × まちづくり

交流公園から広げよう～緑の絨毯が育む市民の輪～

吉岡　征一さん

叶松一丁目
スポーツ交流まちづくり市民協議会会
長。2006年の山口県立おのだサッカー
交流公園竣工を受けて，2007 年 4月
に市民ボランティア団体として同協議
会を発足させる。2008 年も交流公園
の活用促進に向けた取組みが続く。

【新春特集】夢いっぱい ❷

　中央図書館から市民館前を真っ直ぐ西に進むと，目の前
に開けるのは緑豊かな公園“山口県立おのだサッカー交流
公園”（以下交流公園）です。観客4,000人を収容可能な
天然芝のグラウンドは，2011年に開催される“山口国体”
の少年サッカー大会会場に決定しています。2006年 7月
の完成以後，週末ともなるとサッカーの試合や各種イベン
トでにぎわう同公園ですが，更なる利用・交流促進のため，
昨年4月に“スポーツ交流まちづくり市民協議会”（以下
協議会）が立ち上がりました。
　「自分たちのまちにできたサッカー場を有効活用した
い。」協議会の出発点となった想いを語ってくれるのは，
会長を務める吉岡征一さんです。昨年の 10月には“わい
わいサッカー大会”を手掛け，「反省点は改善しながら，
今後も継続して開催していきたい。」と協議会の初仕事を
振り返ります。大会の開始前には，教育委員会との“協働”により市内の幼
稚園児が一同に顔を合せる場を設け，「交流公園は市民の財産。サッカーはも
ちろん，サッカーをしない人もウォーキングやコミュニケーションの場とし
て活用して欲しい。」と，交流公園から広がる市民交流にも意欲を見せます。
　核となるサッカーに関しては，昨年，「サッカー場を利用したまちづくり」
の先進地である熊本県大津町を研究視察で訪れた際に「老若男女を問わず，
誰もが“オフサイド”の意味を理解していた」ことに驚きを覚えるとともに，
「地域全体のサッカー熱を上げる取組み」の重要性を目の当たりにし，「いつ
か交流公園でプロの試合を」との想いを強くしたそうです。
　その視線の先には，4,000 人の観客で埋まる緑のグラウンドが広がります。

「交流公園は市民の財産です。
ぜひ足を運んで，天然の芝に触れてほしい。」 育
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生物学っておもしろい～生徒と感じる自然の不思議～

児玉　伊智郎さん
厚狭高等学校教諭

【新春特集】夢いっぱい ❸

「“最近めだかを見かけないね”という部員の何気ない一
言からでした。」厚狭高等学校生物部が研究の題材として
めだかを取り上げることとなったきっかけを , 顧問を務め
る児玉伊智郎先生は語ります。以来 12年 , その生態や体
のしくみ , 行動などについてまとめた研究の数々が科学部
門の全国大会で入賞するなど ,“めだかの厚狭高”として
その名を広く知られるようになりました。
　「自然界にはまだまだわかっていないことが多く , 研究
には非常に多くの時間を要しますね。」生物学という分野
の特性について , 児玉先生はそう語ります。入賞した研究
をはじめ , これまでまとめあげた論文の数々は , 日々の実
験や観察 , 期待した結果が出なくても決して諦めないとい
う , 部員たちの努力の結晶でした。「研究を進める過程で
わからないことがあれば専門書で調べたり , 先輩が後輩を

指導したりしています。放課後はもちろんのこと , 休みの日も登校して研究に
励む部員の熱心さには頭が下がります。」と , 生物部の活動のようすを話す児
玉先生ですが , 部員だけではどうしても解決できない状況に直面した時には ,
その手がかりを示したり , 参考となる資料を紹介するなど , 児玉先生の存在こ
そが生徒にとって大きな支えとなってきたことには違いありません。
　「時間をかけて追究してきた謎が解けた瞬間には , 生徒と一緒に“そうだっ
たのかぁ！”という何とも言えない感動を味わっています。恵まれた自然環
境のなか , 生徒にはこれからもいろんなことに興味をもって取り組んで欲しい
ですね。」まだまだ未知の部分がたくさん残る生物の世界を前に , 児玉先生と
生物部員の研究の日々は続きます。

「恵まれた自然のなか ,
いろんなことに興味をもって。」探

　生物の教師として教壇に立つ傍ら ,
生物部顧問を務める。部が取り組んだ
研究が数々の賞を受賞するほか , 生徒
への指導が教育の発展に大きく貢献し
たとして「第 56回読売教育賞」最優
秀賞（理科教育部門）を受賞するなど ,
その指導方法も高い評価を得ている。

　厚狭高等学校生物部は , これまで科学部門の全国大会
で数々の賞を受賞するほか , スウェーデンで開催された
国際コンテスト（平成 15年）やアメリカで開催された
国際学生科学フェア（平成 18年）に出席 , 研究成果を発
表するなど , 活躍の場を世界へと広げつつあります。部
長を務める河本雄貴さん（2年生）は「結果が伴わなかっ
たとしても , 研究していく過程のなかで , 新たな課題が見
えてきて , 調べてみたいテーマが次々にひらめきます。」
と生物学の魅力を語ります。児玉先生の指導のもと , 厚
狭高等学校生物部は , 今後も自然の不思議を次々と解明
していくことでしょう。 ▲小さなめだかを通して , いろいろなことが見えてきます。

（右から 2人目が児玉先生）

厚狭高等学校　生物部
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【新春特集】夢いっぱい ❹

　「開かれた学校」づくりを目指す本市では，市内の全小学
校を対象に，地域の方々からなる「学習支援ボランティア」
を募り，教育活動の様々な場面でご協力をいただいています。
　今回ご紹介した本山小学校でも，本の " 読み語り " を支え
る 10名の「学習支援ボランティア」が活動されていますが，
より充実した活動に発展させるためにも，さらに多くの方に
ご参加いただければと考えています。
　ご希望があれば，見学もできますので，" 読み語り " 活動
に興味をお持ちの方は，ぜひ，教育政策室（☎ 82-1208）
までお問い合わせください。▲吉田さんの "読み語り "のようす。（1年 1組）本山小学校では

全校児童を対象に，週に一度 "読み語り "の時間を設けています。

学習支援ボランティアに参加してみませんか

地域で創る小さな教室～10分間の読み語り～

吉田　由美子さん
大須恵

平成 13 年 10 月から本山小学校でボ
ランティアの " 読み語り " を始める。
現在も，同校の学習支援ボランティア
として " 読み語り " を続けながら母子
保健推進委員としても活動し，本山地
区の地域活動に幅広く参加する。

　授業前の朝の教室で，ページをめくるたびに目を輝かせる児
童を前に，語りかけるように絵本を読み聞かせるのは吉田由美
子さん。地元本山小学校で「地域の一員として役に立てれば」
とはじめた "読み語り " ボランティアも，スタートから 6年が
経ちました。現在は，吉田さんを中心に 10人の学習支援ボラ
ンティアが，週に一度，10分間の絵本の "読み語り "を通して，
子どもに絵本の楽しさを伝えています。
　「毎回，限られた時間の中で読む絵本のテーマは必ずしも大
きなものばかりではありません。小さなテーマであっても，子
どもの心に何か残ってくれればうれしいですね。」と語る吉田
さんが心がけているのは，「良い絵本を選び，その本のメッセー
ジをしっかりと伝える」ということ。絵本選びには時間をかけ
るという吉田さんがこだわるのは，絵本自体の伝える力。「お
話しやテーマはもちろんですけど，絵で子どもの想像力を刺激
できるということが絵本の強み。きれいな絵を使っていたり，絵の使い方が面白かっ
たりと，絵本

4 4

として魅力のあるものを子どもには読んであげたいですね。」と " 読み
語り "にかける思いを語ってくれました。
　「最近は学校の外でも " 読み語りの先生！ " ってあいさつしてくれる子もいるんで
す。」とうれしそうに話す吉田さんが，活動を重ねることで改めて感じはじめたのは
" 子どもとのつながり "。何気ない日々の触れ合いに喜んだり，久しぶりにみる子の
大きな成長に驚いたり，吉田さん自身，地域の中で，子どもとのつながりを実感す
ることが増えてきました。「子どもから私が元気をもらってますね。」と充実した表
情を浮かべる吉田さんの "読み語り " 教室。6年間で育んできたものは，子どもの想
像力だけではないようです。

「絵が子どもの想像力を刺激する
それが絵本の強みなんです。」伝
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　3月の「おひなさまめぐり」期間中は，およそ 1kmにわたっ
て続く厚狭駅前商店街に沿って，50か所を超える展示・販
売会場が並び，たくさんのお雛さまが飾られます。「雛飾り」
と一口にいっても，その年代や地域によってそれぞれ特徴が
あるもの。「おひなさまめぐり」では，古いものなら昭和初
期のものもあり，様々な年代のお雛さまや手づくり雛が展示
されます。あなたにとって懐かしい，そんなお雛さまに出会
えるかもしれませんよ。

手づくりの祭り～ねたろうの里 おひなさまめぐり～

「おひなさまめぐり」の楽しみ方

▲

昭和 20 年代のお雛
さま。今では珍しい
「御

ごてんかざり

殿飾」といわれ
るお雛さまです。こ
の他にも様々なお雛
さまが飾られます。

佐々木　雅史さん
千町三

厚狭駅前商店街で書店を営む傍ら ,9
年前に「ねたろうの里 おひなさまめ
ぐり」をはじめる。イベントの立ち
上げから今日まで，中心的な役割を
果たし，現在は，「おひなさまめぐり
実行委員会」の委員長を務める。

▲

手づくりの吊り飾り
"さげもん "。多くの
展示会場では，色と
りどりの"さげもん "
が吊り下げられ，「お
ひなさまめぐり」を
盛り上げます。今年の「おひなさまめぐり」の日程（例年：3月 1日から 20日

あたり）については，今後，市の広報でもお知らせする予定です。

【新春特集】夢いっぱい ❺

　「商店街の活性化ということもありますが，お雛さまを店先に
飾っていると，『きれいですね』というお客さんからの声に自然
と会話も弾むんです。そんな人と人との交流が私たちの喜びに
なってきたんですよね。」と語る佐々木雅史さんは，今年で 10
回目を迎える厚狭駅前商店街の「おひなさまめぐり」を立ち上
げから支えてこられた一人です。今でこそ商店街に，およそ50
か所の展示会場が並ぶこのお祭りですが，そのスタートは 9年
前。佐々木さんを中心とした数店舗が，「店先にお雛さまを飾っ
てみよう」と始めたささやかな試みがきっかけでした。
　そんな「おひなさまめぐり」も賛同者の数を増やしながら，
商店街に欠かせない行事にまで成長すると，参加者からは様々
な工夫やアイデアが飛び出すようになりました。お雛さまを飾
るだけでは寂しいと取り組んだ"さげもん"作りもその一つ。「柳
川さげもん」で有名なこの "吊り飾り "を，自分たちで作って

みようと立ち上がったのは商店街の "おかみさん "でした。「最初は "さげもん "なん
て実物を誰も見たことがなかったんですよ。」という佐々木さんの言葉のとおり，"さ
げもん "作りはゼロからの出発。しかしそこは商店街の女性陣，持ち前のバイタリティ
で研究を重ね，今ではオリジナルの "さげもん "も登場するなど，ねたろうの

4 4 4 4 4

" さげ
もん "は，お雛さまと並ぶ祭りの "よびもの "となりつつあります。
　「商店というのは "旦那さん "以上に，実は "おかみさん "の力が大きかったりする
んです。」と冗談混じりに語る佐々木さんが，商店街の元気な女性たちも巻き込んで，
手づくりで盛り上げてきた「おひなさまめぐり」。華やかな雛飾りで厚狭の町筋が彩
られるのは3月。今年はみなさんもでかけてみてはいかがでしょう。

「"お雛さまを飾ってみよう "から早 10年。
たくさんの人と交流できたことが喜びです。」支
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【新春特集】夢いっぱい ❻

　旧小野田市は , 今村さんのほかに , 昭和 59年から連続し
て8年クイーンの座を手にした実績を持ち ,全国初の「永世
クイーン」の栄冠にも輝いた久保久美子さんを輩出するなど ,
「かるたのまち」として広く知られるようになりました。

かるたのまち“小野田”

かるたの風を吹かせたい～競技かるたに込める夢～

今村　美智子さん
本市出身の元かるたクイーン

中学 2年の時に競技かるたに出会う。
その 1年半後には「準クイーン」に
輝くと ,高校 3年の時には「クイーン」
の座をつかみ ,4年間その地位を堅持。
現在はかるた教室の講師を務めるな
ど , 競技かるたを楽しくわかりやすく
伝える活動に力を入れている。

　日本の伝統文化であるとともに , お正月などに家族や親戚み
んなで楽しめる遊びとして古くから愛されてきたかるた。だ
れもが一度は体験したことのあるかるたの中でも , 小倉百人一
首を使って 1対 1で勝負する「競技かるた」については , おと
とし開催された国民文化祭で本市が競技会場となったこともあ
り , ご存知の方も多いのではないでしょうか。
　この競技かるたの世界で 4年連続クイーン位を手にした本
市出身の今村美知子さんは , 現在も選手として活躍する傍ら ,
市内や宇部で開かれるかるた教室の講師を務めるなど , その普
及活動にも力を入れています。畳の上に並べられた 50枚の札
を前に , それぞれの札が置いてある位置を暗記することはもち
ろん , 読み手の声に瞬時に反応し , 正しい札に触れるという反
射神経やスピードも必要とされる真剣勝負。「札をとったとき
の感触は , 野球で例えるとヒットやホームランを打ったときの
ような感じでしょうか。そんな瞬間を一試合で何度も味わえることがこの競技の大
きな魅力ですね。」今もなお自身をひきつける競技かるたの醍醐味を , 今村さんはそ
う表現します。
　毎年 1月の名人位・クイーン位決定戦をはじめ , 各地でさまざまな大会が行われて
いるものの , そのルールや歴史などまだまだ知られていないことも多いかるた競技。
「地元でのかるた教室や講演を通して , まずは競技かるたを多くのみなさんに知って
もらいたいですね。そうして生まれた輪がどんどん広がり , 県内各地の仲間同士で対
戦を重ねていくなかで , ふるさと山陽小野田からたくさんのかるた選手が誕生するこ
とを願っています。」今村さんの大きな夢は , 故郷のこの地で着実に動き出している
ようです。

「競技かるたが多くのみなさんに
愛されることを願っています。」和

かるた教室  参加者募集中！
○とき　1月 19日㈯ ,2 月 16日㈯
　3月 15日㈯（時間は 9：30～11：30）
○場所　須恵福祉会館
○費用　1回 300 円
○問い合せ・申込先
　小田（fax84-4917）・今村（☎ /fax67-3418）

▲

特訓を受ける今村さん（右）
と指導する小林廣通氏。（左）
小林氏は , 競技かるたの指導に
力を注ぎ , 多くの選手を育てま
した。（写真は 1975年撮影）

▲ 国民文化祭「かるた
競技全国大会」の一
コマ（おととし 1月）。
今村さん , 久保さん
（左）も山口県選抜チー
ムの一員として活躍
しました。
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市長から市民のみなさんへ
山陽市民病院の委譲先を公募します

　今年 3月に小野田市民病院と統合することが決まった
山陽市民病院について，広報 11月 1日号においてお知
らせした「山陽市民病院の今後の方針について」に基づ
き，現在，統合準備を進めているところですが，5項目
の方針の中でも，最大の難問であった「跡地利用」の問
題について，次ページにありますように，この度，委譲
先を公募することにしました。
　本来でしたら，12月議会に統合関連の議案を提案す
るべきところでしたが，委譲先が決定しないうちに条例
だけ可決された場合，最悪，山陽市民病院が持っている
160 床のベッド数を失ってしまうという危険性があり，
上程を見送りました。しかし ,4 月以降，病院としての
機能がなくなることに変わりはありません。医療空白を
生じさせないためにも一刻も早く，引継ぎ先を選定した
い気持ちは山々ですが，地域のみなさんにとって負担の
かからない最良の選択ができるように慎重に選定を行い
たいと考えています。それまでご迷惑をおかけしますが，
実情をご理解いただき，ご協力をお願いします。

 2008年を「反転」 の年に　
　明けて 2008年は，一にも二にも財政問題が重くのし
かかる一年です。本市の財政難の特徴は，●多額の借金

63

　セメント会社の合併が縁で，旧小野田市が埼玉県秩父
市と姉妹都市提携を行ったのは平成 8年のことでした。
その後，両市とも市町村合併をしたため，交流が途絶え
ていましたが，昨年 6月に秩父市長が本市を訪問された
ことがきっかけとなり，交流再開の機運が高まりました。
そこで，市では 21 人の友好訪問団を結成し，昨年 12 月
2 日から秩父市を訪問，白井市長が姉妹都市文書に調印
し，友好関係を築いていくことを確認し合いました。
　今回の姉妹都市提携により，両市の官民一体となって
のますますの交流が期待されます。

【担当】市民活動推進課（☎82-1134）

▲「いつまでもこの絆を大切にしたい」と調印式で栗
原秩父市長と固い握手を交わす白井市長。

　　【撮影：秩父市市民生活課】

埼玉県秩父市と姉妹都市調印しました

対話の日【いずれの会場も19:00から】

　1月10日(木) 上 市 公 会 堂
 1月24日(木) 浜 自 治 会 館   
  2月14日(木) 別 府 公 会 堂
※山陽地区は河合病院事業管理者が同席します。

の返済●病院会計などへの多額の繰出金●団塊世代を迎
える職員の退職金，と大きく 3つに分けられます。ど
れをとっても予断を許さないことには変わりありません
が，その状況も 2008 年中には底をうち，「反転」の時
を迎えることが予想されています。市長の任期の最後の
一年になりますが，「財政破綻はさせない」というみな
さんとの約束は何とか果たすことができそうです。一旦，
「反転」に向かった場合，その速度も増してくるのでは
ないかと思いつつも，決して楽観することなく，緊張感
をもって，大きなヤマ，“平成 20年度予算編成” の作業
にとりかかっています。
　一方で，子育て支援事業や 4月からはじまる教育特区
への取組みなど，市の基本構想にある「活力あふれる住
みよさ創造都市」というスローガンを具体化する事業も
計画されています。財政問題を乗り越え，真の意味での
まちづくりの第一歩をしるす一年になるのではないかと
大いに期待を寄せているところです。
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　山陽市民病院は昭和 28 年の開設以来，地域の中核
病院として活躍してきました。しかし，近年の厳しい
医療情勢や経済状況に押され，次第に老朽化・衰退し
ていく中で，市民病院の主要な役割である患者さんの
安全の確保が困難となりました。大規模な改修を行う
以外には，病院としての機能が維持できない状況です。
市としては２つの市民病院を統合して新病院の建設推
進に向かうものの，現在の市の財政状況を考慮すると，
大規模な改修を行うことは非常に難しく，極めて痛心，
苦渋の中で，新病院建設の前段階として平成 20 年 3月
末日に山陽市民病院を小野田市民病院に統合すること
になりました。
　これに伴って患者さんのご不便，不自由に細心の配

慮をする一環として，現在，山陽地区を含めて市の地
域医療につきましては「地域医療体制検討委員会」で
鋭意検討が重ねられています。また，山陽市民病院に
現在 , 入院されている患者さんの転院と病院の職員の雇
用は責任を持って対応しますし，すでに着実に進行中
です。さらに，コミュニティバス（「ねたろう号」と「い
とね号」）は現行のまま継続し，新たに 4月からは山陽
市民病院と小野田市民病院を結ぶ直行バス（無料）を
運行します。現在，市の現状に即した交通体系が検討
されており，近い将来，さらに有用な交通網が出来上
がる方向で進んでいます。そして，山陽市民病院の跡
地には，上記にありますように内科系の医療機関を募
集し，できるだけ早く山陽地区の内科系入院が可能に
なるようにする方針です。
　しばらくの期間とはいえ，新しい内科系医療機関が
できるまでは山陽地区の皆様にはご不便をおかけして
申し訳ありません。なお，病院局としては，新病院建
設にも努力してまいります。
　皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

～内科系医療機関を
募集します～

山陽市民病院の委譲先を

　平成20年 3月末で山陽市民病院を小野田市
民病院へ統合することに伴い，現在地で内科系
の病院または内科有床診療所の運営をされる委
譲先（医療機関）を募集します。 なお，選定は
選定委員会による審査を経た後 ,決定されます。
【公募要項の請求・問い合せ先】

山陽市民病院総務課（☎72-1121）

公募します

「山陽市民病院のこれから」

病院事業管理者
河合　伸也

◆公募物件等　
○土地 大字厚狭 503 番地ほか　約 11,800 ㎡
○建物 本館ほか　約 8,470 ㎡
○許可病床数 160 床
（委譲病床数）

◆応募期間
1 月 11 日㈮～ 2月 12 日㈫（土・日曜，祝日は除く）

◆現地説明会
○ とき 1月 15 日㈫・16 日㈬　14:00 ～
○ところ 山陽市民病院 1階講義室
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●授業時数の設定を市独自で行います
　今回の認定によって，現在の学習指導要
領で定められている授業時数について，市
独自の設定が可能になりました。平成18年
度から導入しているモジュール授業をさら
に進めながら「脳を鍛え，心を鍛える」こ
とで，子どもたちの「生きる力」の育成に
取り組んでいくことになります。
　具体的には，市内全小･中学校において，
「総合的な学習の時間」や「選択の時間」
などを一部削減したうえで「総合基礎科」
の新設を目指します。その内容は，現在も
実施している「読み・書き・計算」とい
った基礎基本の徹底反復を中心としたモジ
ュール授業です。この取組みを通じて高ま

った子どもたちの集中力や意欲，知能指数
をもとに，さらに学習内容の定着を図りつ
つ，基本的な生活習慣の改善とあわせて，
すべての子どもたちの“伸び”を目指してい
きます。
●幼稚園・保育園への導入を図ります
　また，今回の認定を受けて，対象を幼稚
園，保育園にまで拡げ，幼児期から義務教
育終了までの一環した「人を育てる」体制
づくりを進めることにします。
　就学前の子どもたちへは，“しつけ”とも
いえる基本的な生活習慣の定着と，様々
な活動を通しての知的能力形成を目標に
掲げ，今後，関係機関や団体と協議しなが
ら，進めていくことになります。

【担当：教育政策室☎ 82-1208】

※写真はイメージです

～「教育のまちづくり」をすすめていきます ～

認定されました

　山陽小野田市は，昨年11月22日付けで内閣府から「幼･保･小･中」生活改善･知能
向上教育特区としての認定を受けました。実施は平成20年４月からとなります。

●市独自での授業時数の設定【「総合基礎科」の新設（「読み・書き・計算」の徹底反復）】
●幼稚園・保育園への導入【幼児期から義務教育終了までの一環した体制づくりの推進】

「幼・保・小・中」知能向上 教育特区生活改善
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　山陽小野田市教育委員会では，平
成18年度から「生活改善・学力向上
プロジェクト」として，市内全小学
校（分校含め13校）で全児童を対象
にモジュール授業を導入し，家庭で
の生活改善と合わせた子どもたちの
健全育成に着手，平成19年度からは
市内全中学校（分校含め７校）でも
同様の実践を導入しています。
隂山英男氏（立命館大学　大学教
育開発・支援センター教授）と小

おごう

河
勝氏（大阪樟蔭女子大学非常勤講師）
の指導を受けながら，計画的・継続
的な学習を通して，一人ひとりの能
力や可能性を引き出すことに重点を
置いて取り組んできました。今後は，
アドバイザーとして引き続き指導を
お願いする予定です。

　これまで法規制等の関係で事業化
が不可能だった事業を特別に行うこ
とが可能になる地域のことです。特
性に応じた事業を実施することがで
きます。
　これまでの経済政策と違って，国
からの財政支援がない一方で，計画
に具体性があり，また法令に適合す
れば認定されます。全国一律だった
地方自治に風穴を開けるものとして
注目されていて，十分な効果をあげ
た場合は全国的に拡大され，規制緩
和の呼び水にもなっています。
これまで誕生した特区の累計は
984 件で，山口県内では累計 15 件
です。

「構造改革特区」とは

　教育特区として，この度認定されました。
これは，平成18年度から始めた「生活改善・
学力向上プロジェクト」の価値が政府から認め

られたということでもあります。子どもの“伸び”のために，今も
日々真

し ん し

摯に取り組んでいただいている先生方や保護者の皆様に，
深く感謝申し上げます。
　この教育特区の具体的な特徴は，まったく新しい発想による新
しい授業形態としての「総合基礎科」の新設にあります。通常，
モジュール授業と呼んでいますが，従来の教科学習ではなく，
それらすべての土台となる「脳の活性化」を意識した反復学習で
す。学習とは，自分のものとする（脳への定着）までを突き詰め
て考えると，‶繰り返し”であると考えています。この繰り返しに
より，脳は変わるはずです。従来の学習システムを根本から修正
する可能性を秘めているのです。
　また，今回の特区認定を受けて，私の念願である幼児期とい
う一生で最も重要な時期の「人づくり」にも取り組みます。知・
徳・体のしっかりした器がつくられるのは幼児期です。幼稚園，
保育園の方々と一緒に考えながら全国的に新しい試みに取り組ん
でいきます。
　以上のように，この教育特区は“教育独立宣言”ともいえるもの
で，そのような気概をもってチャレンジしていきます。もちろ
ん，教育は基本的には国や県の考えに沿って連携しながら行われ
なければなりません。その上で，たとえ小さな地方都市であろう
とも，真の教育を目指して踏み出すことを宣言するものです。
　その気概をことばにするならば，

一，子どもを，元気な人間に育てます。
一，子どもを，愛情深く深く育てます。
一，子どもを，市民みんなで育てます。
一，子どもの手本を，大人が示します。

となりましょうか。
　どうぞ，市民の皆様方のご理解とご協力をいただき，共に子ど
もを育てようではありませんか。

教育特区は「独立宣言」です !!
教育委員会　教育長 江澤　正思

本市での
これまでの取組み

認定されました ! / 「幼・保・小・中」生活改善・学力向上教育特区
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【きららガラス未来館】
【小野田・山陽斎場】

指定管理者
募集

募集概要

　指定管理者制度は，公の施設の管理に民間の能力を
活用することにより，多様化する市民ニーズに効果的，
効率的に対応するとともに，経費の節減を目指すもの
で，既に平成 18年 4月から 21施設について導入し
ています。
　今回は「きららガラス未来館」と「小野田・山陽斎
場」について募集します。なお，斎場については，昨
年 10月に公募しましたが，応募者がありませんでし
たので，再募集を行います。

指定管理者選定委員を募集します
きららガラス未来館の指定管理者の選定を
行う指定管理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，市議会議員および指定管理者応募団
体の関係者は除く。）

◆募集人員　３人
◆報酬  1,000 円（会議 1回につき）
◆応募方法　専用の応募用紙に必要事項を記入し，市
役所 2 階行政改革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階行政改革課，総合事務所地域行政課にあります。

■きららガラス未来館 ■小野田斎場 ■山陽斎場
○施設名 山陽小野田市

きららガラス未来館
山陽小野田市
小野田斎場

山陽小野田市
山陽斎場

○所在地 大字小野田 7534 番地 4 大字小野田 7140 番地 大字厚狭 26 番地の 5

○指定期間 平成 20 年 7月 1日～平成 23 年 3月 31 日

○業務内容 施設及び設備の維持管理・運営，
ガラス体験教室等に関する業務 斎場の使用の申込受付，火葬，施設・設備の維持管理

○募集期間 1 月 9 日㈬～ 2月 8日㈮ 1月 7日㈪～ 2月 6日㈬
○応募資格 募集要項に定める要件を満たす市内の法人その他の団体
○選定方法 指定管理者選定委員会において，選定基準に沿って審査し，決定します
○要項配布・
　問い合せ先

きららガラス未来館
（☎ 88-0064） 環境課（☎ 82-1143）

※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　1月 25 日㈮（当日必着）
◆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。

【問い合せ・申込先】
〒 756-8601　山陽小野田市行政改革課　

☎ 82-1135　(FAX)83-2604  
(E-mail)gyokaku@city.sanyo-onoda.lg.jp

山陽斎場小野田斎場

きららガラス未来館
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◇対象　0 歳～ 1歳 3か月児の母親
■保健センター
○とき　
　1月 10 日㈭　10:00 ～ 11:30
○内容　箱づくり
■小野田保健センター
○とき　
　1月 17 日㈭　10:00 ～ 11:30
○内容　節分

すくすくベビーサークル

元気はつらつ健康体操
◇日程

1 月 15 日㈫
(9:45 ～ 11:30) 保健センター

1月 28 日㈪
(9:30 ～ 11:00) 津布田会館

2月 5 日㈫
(9:45 ～ 11:30)

小野田
保健センター

◇内容　
　リズム体操，ストレッチほか
※健康手帳，運動可能な服装をご
用意ください。

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　
　1月 25 日㈮　13:15 ～ 14:15
◇ところ　小野田保健センター

３ 歳 児 健 康 診 査

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　
　1月 10 日㈭　9:00 ～ 11:00
■小野田保健センター
○とき　
　1月 17 日㈭　9:00 ～ 11:00
■須恵福祉会館
○とき　
　2月  5 日㈫　9:30 ～ 11:00

ひろげるなインフルエンザ
ひろげよう咳エチケット　

　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。（介護を受けるご本人の参加，
送迎の希望等は，事前にご相談く
ださい）
◇とき　1月 15日㈫　13:30～ 15:30
◇ところ　
　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

　今年は，インフルエンザが全国的に早い時期か

ら流行しており，県内でも山口市や防府市の学校・

保育園で集団発生が起こっています。

　今後，ますます流行する恐れがあるので感染を

防ぐよう心がけましょう。

◇対象　
　妊婦とその夫（3日）
　妊婦（6日・13 日・15 日）
◇とき　
　2月 3日㈰ 　9:30 ～ 11:30
　2 月 6日㈬ 　9:30 ～ 13:30
　2 月 13 日㈬ 　9:30 ～ 11:30
　2 月 15 日㈮　13:30 ～ 15:30
◇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

（母子健康手帳・問診票持参）
■小野田保健センター
○とき　
　1月 11 日㈮　13:15 ～ 14:15
■保健センター
○とき　
　2月  6 日㈬　13:15 ～ 14:15

子育て輪づくりサークル

○外から帰ったら，うがいや手洗いを念入りに行いましょう。

○部屋の湿度を保ち，1時間に 1回程度は換気を行いましょう。

○咳・くしゃみの際にはティッシュ等で口と鼻を押さえ，他の

人から顔を背けて 1m以上離れましょう。

○マスクを着用しましょう。

予防ポイントその①

　インフルエンザウイルスは毎年同じ種類が流行するとは限ら

ず，予防接種の持続効果も約 5か月間と短いので，毎年予防接

種を受ける必要があります。実際の接種から効果が出るまでに

は，およそ 2週間かかります。予防接種はインフルエンザが流

行する前に受けましょう。

◆インフルエンザが流行する恐れがあります◆

予防ポイントその②

情報ひろば

◇対象　
　1歳から就学前までの子どもとそ
の保護者

◇日程（各回とも 10:00 ～ 11:30）
2月 5日㈫ 高泊児童館 ☎ 83-6591

2月12日㈫ 須恵児童館 ☎ 83-0960

2月13日㈬

赤崎児童館 ☎ 88-2491

小野田児童館☎ 84-5321

有帆児童館 ☎ 83-7473

2月19日㈫ 厚陽公民館 ☎ 74-8400

2月20日㈬

本山児童館 ☎ 88-3136

高千帆児童館☎ 83-0970

保健センター☎ 71-1815
◇問い合せ・申込先　
　各開催場所
※厚陽公民館は保健センターへご
連絡ください。

※
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募集・試験

お知らせ
◇対象　市内の園児，小・中学生
◇書体　小学生は楷書，中学生は楷
書または行書（教育漢字で統一）

◇課題
幼保育園ま つ 小学５年自 然
小学１年ほ し 小学６年 地 球
小学２年せ か い 中学１年 平和な朝
小学３年大 空 中学２年 気候風土
小学４年世 界 中学３年 山紫水明
◇提出期限　1 月16 日㈬（園，小・中
学校を通して提出してください。）

◇問い合せ・提出先
　社会教育課 （☎ 82-1204）

平成19年度山陽小野田市
児童生徒書道展作品募集

情報ひろば

◇対象　
　20 歳以上の市民（国・地方公共
団体の議員・職員は除く）

◇定員　
　5 人（委員全 15 人中）
◇任期　
　平成 21 年 3月 31 日まで
※会議は 6回程度開催予定です。
◇選考結果　
　直接本人に通知
◇応募期限　
　定員になり次第締切り
◇応募方法　
　都市計画課，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
陽小野田市のまちづくりについ
て」：400 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。）

　http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
◇問い合せ・申込先　
　都市計画課

　(☎ 82-1163　FAX 83-2604）
　E-mail :toshikei@city.sanyo-onoda.lg.jp

「都市計画マスタープラン」
策 定 市 民 委 員 募 集

【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。

◇「確定申告事前説明会」のお知らせ

◆問い合せ先　税務課市民税係（☎ 82-1125）　厚狭税務署（☎ 72-0162）

指 名 競 争 入 札
参加資格審査の申請
　平成 20 年度に市が発注する建設
工事や測量業務などの指名競争入
札参加資格審査の申請を受け付けま
す。入札の参加を希望する人は，期
間中に申請書を提出してください。
◇申請書受付期間
　1月 15 日㈫～ 2月 14 日㈭
◇申請書提出先
　監理室（☎ 82-1180）

　確定申告書の書き方について，確定申告事前説明会を開催
します。「確定申告書の書き方がよくわからない」という人は，
ぜひ説明会をご利用ください。

◇対象　年金受給者（事業所得者を除く）
◇日程　　1月 25日㈮　保健センター2階集団指導室（総合事務所併設）
　　　　　1月 28日㈪　商工センター 3階講堂
　　　　　1月 29日㈫　きらら交流館 1階大研修室
　　　　　1月 30日㈬　市役所 3階大会議室
※受付時間は，午前：9:30 ～ 11:30，午後：13:00 ～ 16:00 です。
◇持参するもの
○送付された確定申告書（送付されていない場合，会場に準備してあります。）
○年金の源泉徴収票など所得金額のがわかるもの
○生命保険料・地震保険料等の支払証明書
○国民健康保険・国民年金等の保険料の支払証明書
○配偶者の所得金額がわかるもの（源泉徴収票等）
○計算用具（電卓等）および筆記用具
○印判（スタンプ印は不可）
○本人名義の口座番号がわかるもの（預金通帳等）

▼
▼

▼
▼



「広報さんようおのだ」　2008/1/1－16 － 「広報さんようおのだ」　2008/1/1 －17 －

国 の 教 育 ロ ー ン
　「国の教育ローン」は，大学，短大，
専修学校等に入学・在学する子ど
もを持つ家庭を対象とした公的な
融資制度です。
◇融資額　
　学生・生徒1人につき200万円以内
◇利率　年 2.5％

（平成 19 年 11 月 9 日現在）
※詳しくはお問い合わせください。
◇問い合せ先　
　「国の教育ローン」コールセンター

（☎ 0570-008656）
　国民生活金融公庫下関支店

（☎ 0832-22-6255）

パート労働 1 日相談会
　パートで働いている人，パートで
働くことを考えている人および事業
主からの「パートで働くこと」に関
するさまざまな電話相談に応じます。
◇相談ダイヤル　☎ 0120-55-1480
◇相談受付日　
　1 月 16 日㈬　9:00 ～ 19:00
◇相談内容
○パートの年次有給休暇・残業・育
児休業・介護休業・雇用保険は？
○「パートだから」と解雇された
のですが・・・
○改正パートタイム労働法って？
◇問い合せ先　山口労働局雇用均
等室（☎ 083-995-0390）

　昨年 4 月から，オンラインによ
る登記事項証明書請求の手数料が
1通あたり 1,000 円から 700 円に引
き下げられ，郵送料も不要となっ
ています。ぜひ，オンラインでの請
求をご利用ください。
◇登記事項証明書請求手数料
○窓口請求：1,000 円
○郵送請求：1,000 円

　（返信郵送料は請求者負担）
○オンライン請求：700 円

　（返信郵送料は法務局負担）
※オンラインの利用に関して，詳
しくは法務局ホームページをご
覧ください。
　http://houmukyoku.moj.go.jp/
◇問い合せ先　
　山口地方法務局宇部支局

（☎ 21-7211）

不動産や会社の証明書の
請求はオンラインで！！

◇対象　
　昭和 62 年 4 月 2 日～昭和 63 年 4
月 1日生まれの人

◇とき　1 月 13 日㈰　
※ 1月 14日の「成人の日」開催では
ありません。ご注意ください。

◇ところ　文化会館
◇内容　
　記念式典，記念行事
※当日は会場周辺の渋滞が予想され
ます。お早めにお越しください。

◇問い合せ先　
　社会教育課 (☎ 82-1203）

平 成 20 年 成 人 式 は
1 月 13 日㈰の開催です

　平成 19年 12 月 31 日現在，65 歳以上で介護保険の要介護認定が要介
護 3以上または一定の条件を満たす方は，確定申告時に障害者控除または
特別障害者控除を受けることができます。控除を受ける方は，高齢障害課
介護保険係に申請書を提出してください。（要印判）

■問い合せ先　高齢障害課介護保険係　☎ 82-1172

◇介護保険係からのお知らせ

障害者控除について

社会保険料控除について

確定申告時の
控除について！

　介護保険料は，1年間に納付した額について，確定申告時に社会保険料
控除を受けることができます。
　納付金額については，普通徴収（納付書による納付・口座振替）で保険
料を納めている方は納付済通知書（1月下旬発送予定），特別徴収（年金か
らの天引き）で保険料を納めている方は，公的年金等の源泉徴収票で確認
してください。両方の方法で納付した方は，納付済通知書と源泉徴収票に
記載された介護保険料の合計が社会保険料控除の対象となります。
　なお，非課税年金の障害年金と遺族年金から介護保険料が引かれている
場合は源泉徴収票が発行されません。確定申告をされる方には納付済通知
書を発行しますので，お手数ですが高齢障害課窓口までお越しください。

◆◇1月から家庭ごみの出し方が変わりました
○燃やせるごみの収集日
【小野田地区】
　毎週火・金曜日（祝日も収集します。）
【山陽地区】
それぞれの区域ごとに設定した曜日に収集しま
す。収集日については，昨年の 12月中旬にお配
りした「ごみ収集カレンダー」でご確認ください。

※両地区とも年末年始などで収集日を変更する場合
は，別途お知らせいたします。

問環境課（☎82-1143）

○ごみの直接持ち込み
　ごみ（すべての分別区分）は，環境衛生センターに直接持
ち込めます。区分ごとに分別してお持ち込みください。
【とき】　月～金曜日（祝日は除きます）　
　　　　8:30 ～ 12:00，13:00 ～ 16:00
※詳しくは環境衛生センターまでお問い合わせください。

【環境衛生センター】　毎週日曜日　8:30 ～ 12:00
【清掃工場】　第 2・4日曜日　8:30 ～ 12:00

環境衛生センター（☎83-3651）

○空びん・古紙類・空かん・ペットボトル・発泡
スチロール・白色トレイ等の日曜日の持ち込み
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人のうごき（12月1日現在）

世帯 27,777 世帯 （+28）
人口 67,370 人 （-13）
男 31,743 人 （-2）
女 35,627 人 （-11）

※（　）内は前月との比較

【休館日】毎週月・火曜日

きららガラス未来館
☎88-0064

◆ガラス体験してみませんか
○吹きガラス体験教室

－1月～ 3月体験者募集－
■対象　小学生以上（要予約）
■体験料　2,550 円～ 3,550 円
■日程（いずれも定員は 5人です）

と　き
1月 20 日㈰ 13:30 ～ 16:30
1 月 27 日㈰ 13:30 ～ 16:30
2 月 10 日㈰ 13:30 ～ 16:30
2 月 17 日㈰ 13:30 ～ 16:30
2 月 24 日㈰ 13:30 ～ 16:30
3 月 9 日㈰ 13:30 ～ 16:30
3 月 16 日㈰ 13:30 ～ 16:30
3 月 23 日㈰  9:00 ～ 12:00

3 月 29 日㈯  9:00 ～ 12:00
13:30 ～ 16:30

※できあがった作品のお渡しには，
1週間程度かかります。

○春休みガラス体験教室
■対象　4 歳以上
■とき　3 月 30 日㈰　
■受付　
　午前　 9:00 ～ 11:00
　午後　13:30 ～ 15:30
※予約は不要です。
■定員　なし
■体験料　
○サンドブラスト　
　1,050 円～ 1,150 円

○エナメル絵付け
　1,250 円～ 1,350 円

※希望者は当日ご来場ください。
なお，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)

○ところ　キャンプセンター

※体験料は無料です。詳しくはお問

い合わせください。

▲

詳しくは，電話またはホームペー
ジをご覧ください。

(http://camp.city.sanyo-onoda.lg.jp/）竜王山公園オートキャンプ場
☎89-0055  

冬はトレーラーハウスでお泊まり

●家で眠っている物，お譲り
ください！

　 竜 王 山 公 園
オートキャンプ
場では，地域に
根差した循環型
社会を目指すた
め，リサイクル
やリユース等「３
Ｒ」に率先して取り組んでいます。
　遊びや環境教育を通じて子ども
が自然と触れ合えるよう，冬でも
元気に遊ぶための遊具や昔懐かし
い玩具，植物や動物を調べるため
の図鑑などを探しています。
　その他にも，古家財等ありまし
たら，お気軽にご連絡ください。
◇キャンドル作り
　先月に引き続き，キャンドル作り
を行っています。使い古しのてんぷ
ら油を使って，環境に優しいキャン
ドルをつくりませんか？気に入った
容器を持参すれば，お土産用のキャ
ンドルも作れます。みなさんのご参
加をお待ちしています。
【日程】

○対象　親子

○とき　1月5日㈯から毎週土・日曜

日　10:00～ 14:00

情報ひろば

◆◇「教育相談の日」を設けています◇◆
　児童・生徒および保護者を対象に，いじめや不登
校の問題など様々な悩み事の相談に応じます。
　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。

【と　き】　毎週月曜日　14:00 ～ 16:00
【ところ】　ふれあい相談室（小野田児童館 2階）

◇問い合せ先◇
　心の支援室（☎ 82-1188）
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消防こちら

119 消防本部（☎83-0119）

14 行政改革大綱＆アクションプランの取組みについて

1月 17日は「防災とボランティアの日」

　昨年，本市の大変厳しい財政状況を「崖っぷち予算」

や「歯ぎしり予算」という言葉で表現しました。本年

もその厳しさに改善の兆
きざ

しは見られませんが，そのよ

うな中で，昨年 12月に行政改革大綱およびアクショ

ンプランを策定・発表しました。

　これは，行政改革の具体的な取組み内容と時期を掲

げ，市民のみなさんに公表することで責任を明確にし，

その取組みを確実なものとするための行動計画です。

分権型社会に対応する自治体のあり方の確立と社会経

済情勢に対応した行財政運営システムの構築という大

きな 2本柱を設け，70項目にわたって目標を定めて

います。また各項目の取組みについては，今後 , 指標

を設定し，目標に対する取組結果も検証していきます。

　市が大幅な財源不足に陥っている今，効率的な行財

政運営・行政サービスの質的向上を期待する市民のみ

なさんの声に応えられるよう，今年も，全職員が目標

に向かって全力でぶつかっていく覚悟です。

　なお，行政改革大綱とアクションプランはどなたで

も閲覧できるようホームページに掲載しているほか冊

子にして市役所，各支所・出張所に置いています。ど

うぞご覧ください。

行政改革課（☎ 82-1135）

　ドメスティック・バイオレンス (ＤＶ ) とは，配偶者
やパートナーなど親密な関係にある ( あるいはあった )
者からの暴力のことです。平成 18年に警察に寄せられ
たＤＶ相談件数は過去最多を記録し，中には，凶悪な事
件へと発展するケースもあるなど，ＤＶは現在，深刻な
社会問題となっています。
　このような重大な人権侵害から被害者を守るため，こ
の度「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律 (ＤＶ防止法 )」の一部が改正されました。（今月
11日から施行されます。）改正により，これまで身体へ
の暴力に限っていた保護命令の対象に「脅迫」も含まれ
るなど，被害者保護の仕組みがより強化されることとな
ります。
　しかし，最も大切なことは，私たち一人ひとりが，個
人の尊厳を傷つける「あらゆる暴力を許さない」という
意識を持ち，社会全体で共有することです。もし，自分
が暴力を受けていたら，あるいは暴力を受けているかも
しれないと思ったら，決して一人で悩まないで，早めに
信頼できる人や下記の専門機関に相談しましょう。

【相談・問い合せ先】
市民活動推進課（☎ 82-1134）
山口県男女共同参画相談センター（☎ 083-901-1122）
小野田警察署（☎ 84-0110）・厚狭警察署（☎ 72-0110）

　みなさん，ご存知ですか。１月 1７日は「防災とボラン
ティアの日」です。平成７年１月１７日に発生した「阪神・
淡路大震災」は，多くの尊い生命と貴重な財産を一瞬のう
ちに奪い，都市機能を完全にマヒさせ，地震の恐ろしさを
まざまざと見せつけました。また同時に，日ごろからの災
害に対する備えの必要性など，私たちに多くの貴重な教訓
をもたらしました。
　みなさんも，この機会に災害時の対応やボランティア活
動について話しあってみませんか。「みんなのまちは　みん
なで守ろう」を合言葉に災害に強いまちをつくりましょう。

こ こ ろ

暴力を許さない意識づくり

の２１世紀女
ひと

男
ひと

と

●消防車等がサイレンを鳴らして接近してきた場合
には，周囲の道路事情に配慮しながら，速やかに
道路の左側に寄って進路を譲ってください。

●消防車両等が高速道路などで本線に入ろうとして
いるときは，これを妨げないようにしてください。

●狭い道路や路地などに駐・停車する場合は，消
防車両等の通行に支障のないように配慮してく
ださい。

消防自動車等の円滑な緊急走行のため
ご理解とご協力をお願いします
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休日応急医

▲

休日に体の具合が悪くなったら，下記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

▲

  1/  6㈰
山口労災病院 山口労災病院 吉武内科クリニック

南中川町　☎83-2881 南中川町　☎83-2881 加藤上　☎73-0095

▲

  1/13㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 たみたに内科循環器科

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 寝太郎町一　☎72-4970

▲

  1/14㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 中野医院

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 宇部市船木下田　☎67-0381

▲

  1/20㈰
西村内科医院 山口労災病院 田中としろう眼科

烏帽子岩　☎84-6080 南中川町　☎83-2881 加藤上　☎71-1046

▲

  1/27㈰
長沢病院 瀬戸病院 伊藤医院

中央一丁目　☎83-3000 稲荷町　☎83-2292 千町四　☎72-0033

▲

  2/  3㈰
はりま内科胃腸科 山口労災病院 河村医院

目出　☎83-2425 南中川町　☎83-2881 寝太郎町二　☎72-0270

1月の各種相談

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

市民活動推進課   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   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㈬   9：30～16：00

▲

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。

広報広聴課 ☎82-1133 市民活動推進課 ☎82-1134 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
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11月のカレンダー

：山陽オート開催日 ：場外発売外

4 金 新年互礼会　11:00 ～／文化会館 外

5 土 初せり　7:30 ～／中央卸売市場 外

6 日 消防出初式　9:30 ～／市民館駐車場 外

7 月
8 火
9 水 外

10 木 対話の日　19:00 ～／上市公会堂 外

11 金 外

12 土 外

13 日 成人式　11:00 ～／文化会館 外

14 祝 外

15 火 外

16 水 外

17 木
18 金
19 土 世界の料理教室　10:00 ～／市民館 外

20 日 駅伝競走大会　
8:30 開会式　10:00スタート／竜王山周回コース 外

21 月 外

22 火 外

23 水 外

24 木 対話の日　19:00 ～／浜自治会館 外

25 金 確定申告事前説明会　9:30 ～／保健センター 外

26 土

27 日 市民マラソン大会　
9:00 開会式　9:30～順次スタート／古開作干拓コース

28 月 確定申告事前説明会　9:30 ～／商工センター

29 火 確定申告事前説明会　9:30 ～／きらら交流館

30 水 確定申告事前説明会　9:30 ～／市役所3階大会議室 外

31 木 外

2/1 金 外

2 土 外

3 日 外

4 月 外

【アクセス】
JR南中川駅から

徒歩で5分

歴史民俗資料館には，初代総理大臣の伊藤
博文と第一次伊藤内閣の外務大臣を務めた井上馨の書幅が常設展示されています。伊藤博文の書幅（左）は，
明治２１年に本市名誉市民である笠井順八翁に贈られたものであり，井上馨の書幅（右）は，明治２４年笠
井邸に滞在されたおり，壁間に掛けられた伊藤公の書幅を見て次

じ い ん

韻（※）されたものです。
【問い合せ先】　歴史民俗資料館（☎83-5600）

【まち再発見❻】 ～伊藤博文と井上馨の書幅～

観光に関するお問い合せは，山陽小野田観光協会（☎0836-82-1151 商工労働課内）まで

歴史民俗資料館歴史民俗資料館

（※他人の詩と同じ韻字を使って作詩すること）

献血
29日㈫ 9:30～16:00 THK ㈱山口工場
30日㈬ 9:30～12:00 日産化学工業㈱

14:00～16:30 共英製鋼㈱山口事務所
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▲「ブーメラン飛ばしのコツは手首の使い方」と児童にアドバ
イスする加納教授

　12 月 17 日，山口東京理科大学に津布田小学校の 5，6 年生
の児童 21 人を招いて，「ほんものの科学体験講座」が開催され
ました。これは一昨年 2月に市と同大学との間で結んだ「包括
的連携協定」に基づく事業の一環で，昨年に引き続き行われた
ものです。児童が受講したのは加納誠教授の「必ず戻るブーメ
ラン」。最初に教室で飛行機の原理の応用でブーメランが戻っ
てくることを学んだ後，体育館に移動し，細長い厚紙を 2枚張
り合わせたブーメラン飛ばしに挑戦。最初は上手くいかなった

▲様々に変化する液晶画面の不思議に興味津々の児童

児童も何度かチャレンジしているうちに，コツをつかんで，見
事な弧が描けるようになりました。（表紙写真）「難しい定理や
数式などを頭で考えさせるから理科離れが進むのでは。今日の
ような体験を通じて子どもたちが科学に親しみをもってくれれ
ばいいのですが。」と期待を寄せる加納教授。他にも真空実験
やロケット飛ばし，世界最速の液晶画面の見学など，ふだんの
授業とは一味違ったワクワクドキドキ

4 4 4 4 4 4 4 4

の世界を体感した児童に
は，科学の面白さを十二分に満喫した一日になったようです。

目　キラキラ !!　 好奇心ワクワク !!

科学は

科楽
3

3  

▲三好邸瓶垣（びんがき）

　本市に残るセメント製造，窯業関連の建造物が ,
幕末から終戦にかけて日本の産業発展に貢献した
「近代化産業遺産」として経済産業省から認定され
ました。（右表）今回の認定を機に，まちの発展を
願い，礎を築いた先人の遺志を次代に伝えていく
とともに , 観光資産としても利活用を図っていく
よう努めていきます。

経済産業省「近代化産業遺産」認定
【不動産】　 【動産】 見学

可否
セメント製
造関連遺産
（旧小野田セ
メント）

旧小野田セメント製造株
式会社竪窯（通称：徳利窯） 可

太平洋セメント㈱
小野田工場の展示物

蒸気機関（クリ
ンカ粉砕用動力） 可

製樽機 可

山手倶楽部，旧小野田セ
メント本社事務所 否

住吉社宅（旧小野田セメ
ント社役員社宅） 否

窯業（耐酸
拓 器 製 造 ）
関連遺産

旦の登り窯 可

三好邸瓶垣 可

泥漉し場・バック・オロ跡
（原料陶土処理工程の一部） 可

歴史民俗資料館の所蔵物 皿山関係資料展示 可

【所在地等のお問い合せ先】商工労働課（☎82-1151）

山口東京理科大学「ほんものの科学体験講座」
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えがお が いちばん!!
編集室の
ひとりごと

中
なかしま

島綾
あ や か

香ちゃん（5歳）
元気でやさしい子になってね。（千町五）

お子さんの写真 募集中 !!
詳しくは広報広聴課まで（☎ 82-1133）

質 問 お答えします
担当課　税務課市民税係（☎82-1125）

「住宅ローン控除の手続きについて」

　私は会社員です。一昨年，住宅ローンで家を新
築しました。先日，新聞で所得税から控除しきれ
なくなった住宅ローン控除は，市県民税から控除
できるという記事を見ました。住宅ローン控除が
所得税から控除しきれなかったかどうかは，何を
見れば分かるのでしょうか。また，市県民税の住
宅ローン控除を受けるための手続きはどのように
すればいいのでしょうか。　　　　（45歳　男性）

　税源移譲により，所得税額が減少した結果，所得税
から「住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）」が
控除しきれなくなる場合があります。このような場合，
平成11年から平成18年末までに入居した方に限り，
申告により平成20年度分以降の市県民税所得割額か
ら控除することができます。
　ご質問のような給与収入のみの方の場合は，会社か
ら配布される「源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控
除額」より，「住宅借入金等特別控除可能額
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」の方が
大きければ，所得税から住宅ローン控除額を控除しき
れていないということが分かるようになっています。
　市県民税の住宅ローン控除を受けるには，毎年住宅
ローン控除の申告が必要です。確定申告をされない方
については，源泉徴収票と印判をご持参の上，税務課
市民税係で申告期限までに申告をしてください。
　ただし，確定申告をされる方については，住宅ロー
ン控除の申告を確定申告といっしょに行う必要があ
ります。確定申告期間（今年は2月18日から）前の
住宅ローン控除の申告は受け付けられませんのでご
了承ください。

Ａ市 政 Ｑ＆

　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

●説明会をご利用ください　2月9日土（午前9時30
分～午後4時）に，収入が給与のみで，すでに年末調整済
みの方を対象に，住宅ローン控除の説明会を市役所ロビー
で行います。当日は申告も受け付けますので，対象となる
方はこの機会をご利用ください。

※ 1月 30日水，2月 6日水，2月 13日水は，税務課市民税係で
午後7時まで確定申告をされない方
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の住宅ローン控除の申告を受
け付けます。昼間お仕事でお忙しい方はこちらもご利用ください。

※また，上記の日程以外でも，税務課市民税係および総合事務所税
務係で随時受け付けています。

確定申告をされない方は確定申告期間前でも

市役所で申告を受け付けます
住 宅
ローン
控 除

住宅ローン控除の申告は 3月 17日月まで

あけましておめでとうございます。新年を迎え ,気持ちを新
たにされている方も多いのではないでしょうか。さて ,お正
月といえば“もういくつ寝るとお正月～”と歌にもあるよ
うに ,子供の頃は誕生日 ,クリスマスに次いで ,心待ちの一
大イベントでした。親戚の家に行って久しぶりに会ったいと
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とすごろくやかるたを楽しんだり ,おじさんやおばさんに
お年玉をもらったり。お昼になれば ,ふだんは味わえないよ
うな色とりどりのおせち料理を親戚みんなで囲んでおしゃ
べりに花を咲かせたりもしました。最初は久しぶりの再会に
お互い緊張しておとなしくしていても ,すぐにうち解け ,ま
るで家族のように過ごしたお正月は ,本当に楽しいひととき
であったことを今でも覚えています。それから十数年・・・曲
がりなりにも社会人となった今では“早く来い来い～”とは
思えなくなってしまったお正月・・・年末の大掃除や新年の慌
ただしい準備を終えた後にほっとした気持ちで迎えるお正
月・・・。以前のように親戚めぐりをしなくなった非礼を申
し訳なく思いつつも ,やはりこたつに入ってのんびりと過ご
すのが今となっては一番のように感じられます。時代の流
れ？それとも単なる私のものぐさのせい？（じゃり）



●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

今月のおすすめ料理
材料（４人分）「鶏のフルーツソースかけ」

～鶏肉を上品なソースでどうぞ～

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（須恵校区担当）

【1人分栄養価】エネルギー 173kcal ／たんぱく質 10.7g ／脂質 9.9g ／塩分 0.3g

【フルーツソース】
　グレープフルーツ 
　オレンジ・りんご 各½個
　キウイフルーツ 1個
　はちみつ・サラダ油 大さじ1
　塩・こしょう 少々
　レモン絞り汁 適量
皮なし鶏もも肉 200g
塩・こしょう 少々
小麦粉 小さじ1
サラダ油・バター 各小さじ1
小ネギ 少々

作り方
❶グレープフルーツ・オレンジをしぼり , 一度こ
しておく。
❷キウイフルーツ・皮つきのりんごを小さい角切
りにする。
❸①の中にはちみつとサラダ油を入れ ,塩・こしょ
う・レモン汁で味を調える。さらに②を加えて
冷蔵庫で約20分冷やす。
❹鶏肉をうすくそぎ切りにして , 塩・こしょうを
ふる。
❺鶏肉に小麦粉をまぶし ,余分な粉をふるう。
❻フライパンを熱して , サラダ油・バターを入れ ,
表面に焦げ目がつくまで焼き ,余分な油をきる。
❼鶏肉を皿に盛り,冷蔵庫で冷やしておいたフルー
ツソースをかける。
❽小口切りにしたネギをふりかける。

☎84-2000
 youngtel@city.sanyo-onoda.lg.jp ●受付日時　毎週㈪～㈮8時30分～17時（土・日・祝日は留守番電話で対応します）
ヤングテレホンさんようおのだ 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）

第 10 回作品募集中 ! !

●応募資格
　どなたでも応募できます。
●応募期限
　３月３日㈪（当日消印有効）
●応募方法
はがき１通に２作品までとしますが，１人何
通でも応募できます。郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を必ず明記してくだ
さい。（E-mail でも受け付けます。）

●発表
　５月下旬
（入賞者への連絡をもって発表に代えます。入
賞作品を含む応募作品すべての権利は，主催
者に帰属します。）

●賞
　・最優秀賞…１点　賞金１万円
　・優 秀 賞…２点　賞金５千円
　・入　　選…７点　賞金３千円

　男女共同参画社会の実現に向け，身の回り（家庭・学校・地域社会・
職場）などで感じる「男女差別」や「男女平等への想い」などを
詠んだ一行詩を募集します。

●問い合せ・応募先
　〒756‐8601
　　山口県山陽小野田市日の出一丁目1番 1号
　　山陽小野田市 市民活動推進課
　　　　　「女と男の一行詩」係

TEL：０８３６－８２－１１３４
FAX：０８３６－８３－９３３６

　E-mail：ichigyoshi@city.sanyo-onoda.lg.jp

●最優秀
家庭と社会 支える男女のヤジロベー

●優秀
・ホッとする 男子トイレに おむつ台

・手伝いじゃないよ

自分の人生だよ 暮らしも育児も

第9回最優秀・優秀作品


