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【高千帆中学校　立志式】
　2月 8日 , 高千帆中学校で立志式が行われ ,2 年生 171 人ひとりひとりが , 将来に向けての決意のことばを
発表しました。中学校生活最後の年を控えたこの時期に , 将来への決意と自覚を持ってもらおうと例年行わ
れている立志式。「人の役に立てる仕事に就きたい」「夢の実現に向けて , どんなことにも挑戦していきたい」
などそれぞれの目標を発表した生徒たちは , 決意新たに夢に向かってまっすぐ歩んでいくことでしょう。

16 休日応急医・各種相談の日程

17 3月のカレンダー

18 まるごとウォッチング

19 夢いっぱい

20 こちら消防119　税金あれこれ
みんなのまちづくり

21 市政Q＆ A　えがおがいちばん　など

裏 山陽小野田市物産展　椿まつり in Ejio
高校サッカーフェスティバル
おすすめ料理

対話の日【いずれの会場も19:00から】

　3月13日(木) 成 松 公 会 堂    
  3月27日(木) 自由ヶ丘自治会館
  4月10日(木) 古開作自治会館
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山陽市民病院での
 診察を休止します

　3月末日をもって山陽市民病院を小野田市民病院に統合することに伴い，山陽市民病院

の診療を順次休止していきます。また，今まで山陽市民病院に通われていた患者の方には，

小野田市民病院で診察を受けていただけるように，新たに1日 6便の無料直行バスを運行

します。ぜひ，ご利用ください。 なお，小野田市民病院では，（内科）（外科）（小児科）（整

形外科）（脳神経外科）（泌尿器科）（腎・透析センター）（産婦人科）（眼科）（皮膚科）（耳

鼻咽喉科）（放射線科）（麻酔科）の診察を行っています。ご来院をお待ちしています。

【問い合せ先】 山陽市民病院総務課（☎72-1121）

※小野田市民病院の診察受付時間は㈪～㈮の 8:30 ～ 11:00（新患）8:30 ～ 11:30（再来）です。
（祝日，年末年始を除く）

3月 13日 ㈭ ・眼科外来

3月14日 ㈮ ・内科・耳鼻咽喉科外来

3月17日 ㈪ ・脳神経外科外来

3月21日 ㈮ ・外科・整形外科・歯科口腔外科外来・リハビリ

3 月 13 日 から順次診療科が休診します
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「山陽市民病院を
小野田市民病院
に統合します」

病院事業管理者   河合　伸也

　昨年の市広報 11 月 1 日号の ｢ 山陽市
民病院の今後の方針について ｣でお知ら
せしましたとおり，｢山陽市民病院 ｣は，
施設の老朽化等により患者様の安全確保
が困難なため，3月末日をもって小野田
市民病院に統合となります。
　｢ 山陽市民病院 ｣は，昭和 28 年に共立
厚狭国民健康保険中央病院として開設さ
れ，54 年間という長年にわたり地域医療
を担ってまいりました。この間多くの方々
にご来院，ご利用いただきましたこと，

山陽市民病院前発 小野田市民病院前発

08：40 09：10

10：10 10：40

12：00 12：30

14：00 14：30

16：00 16：30

17：30 18：00

職員一同，心から感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。
　統合後は，山陽地域の医療確保のため
｢山陽市民病院 ｣の移譲先の早期決定や地
域内の医療機関との連携・強化に努める
とともに，交通利便向上のため小野田市民
病院までの両院間を結ぶ無料直行バスを運
行いたしますので，どうぞご利用ください。
　なお，｢小野田市民病院 ｣は，4月から
｢ 山陽小野田市民病院 ｣ に名称変更の予
定であり，職員がこれまで以上に一丸と
なり，質の高い安心で安全な医療を提供
するよう努力してまいる所存です。
市民皆様のご理解とご協力をお願いい

たします。

【運転開始日】

3月 17日㈪
【運休日】

土・日･祝日・年末年始
※料金は無料です。
※利用できる方は，「小野田市民病院」または「山
陽市民病院」を利用される方です。

※両病院間の直行バスのため途中下車はできま
せん。

※発着はいずれも病院の玄関前です。

小野田市民病院までの直行バスを運行します
無料

■山陽市民病院での診察を休止します
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■出合小学校 6年
　垣

かきざわ

澤　亜
あ み

美さん
「河川の環境対策につ
いて , 市ではどのよう
な取組みをしているの
でしょうか。」

■埴生小学校 6年
　村

むらかみ

上　友
とものり

紀くん
「答弁がわかりやすく
て , 今後の勉強の参考
になりました。」

■赤崎小学校 6年
　北

きたなが

永　あゆみさん
「緊張したけれど , 市
に自分の思いを伝えら
れてよかったです。」

まちについて質問しました

市議会を終えて

■高千帆小学校 6年
　安

や す だ

田　翔
しょう

くん
「元気 , 活力のある山
陽小野田市にするため
に , スポーツが盛んな
まちにして欲しい。」

24 人の小学生議員が登壇しました

　2月 6 日 , 市内の小学 6年生の代表 24 人
が参加して , 市役所議場で子ども市議会が開
催されました。少し大きな椅子に腰を掛け ,
まっすぐと前を見つめる子ども議員。初めて
入る議場の雰囲気に少し緊張したようすでし
たが , 議会が始まると , 環境美化や安全対策 ,
市の行事などについての質問や意見を元気よ
く発表しました。

子ども市議会が開催されました
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4月 4日㈮
9:00～  9:15 本山児童公園前
9:25～  9:45 松浜１号児童公園内
 9:55～ 10:10 刈屋公園内
10:20～ 10:35 赤崎運動広場入口
10:45～ 11:00 浜河内公会堂前
11:10～ 11:25 須田の木公会堂前
13:30～ 13:45 笹尾自治会館前
13:55～ 14:10 労働会館前
14:20～ 14:45 叶松第二集会所前
14:55～ 15:10 奥若山自治会館前
15:20～ 15:30 北若山自治会館前
15:40～ 15:55 住吉神社前

4月 7日㈪
9:00～  9:15

▲

メガネの三城小野田店前
9:25～  9:35 セメント町第一自治会館前
9:45～ 10:10 須恵公民館前

10:20～ 10:40 千代町レークタウン入口公園前

10:50～ 11:05 南中川児童公園（二番提公園）内
11:15～ 11:40 市民館前
13:15～ 13:30 旭町児童公園内
13:40～ 13:55 ＪＲ目出駅前
14:05～ 14:20 旦東　佐村製菓商会前
14:30～ 14:45

▲

挺楴山一丁目　吉村三角堂前
14:55～ 15:10 高千帆小学校前
15:15～ 15:30 江の内バス停裏旧道
15:40～ 16:00 ひばりが丘児童公園内

4月 8日㈫
9:00～  9:20 高泊小学校入口交差点付近
9:30～ 9:45 平原　理容おおた前
9:55～ 10:05 後潟上　伊藤商店前
10:15～ 10:30 高泊公民館前
10:40～ 11:00 郷自治会館前
11:10～ 11:20 浜自治会館前

11:30～ 11:40 雇用能力開発支援センター前（旧ポリテクセンター小野田前）
13:30～ 13:50 大休団地自治会館前
14:00～ 14:20 梅田自治会館前
14:30～ 14:50 有帆公民館前
15:00～ 15:15 共和町自治会館前

4月 9日㈬
9:00～ 9:30 石井手公会堂前
9:40～ 10:10 高千帆台東公園内
10:20～ 10:30 江汐公園口バス停前
10:35～ 10:45 上千崎バス停前
10:50～ 11:00 千崎西集会所前
13:30～ 13:40 上市公会堂前
13:45～ 13:50 県漁業協同組合埴生支前
13:55～ 14:05 糸根神社内
14:15～ 14:20 母子センター跡地
14:25～ 14:30 江尻　小山商店付近
14:40～ 14:45 小埴生　ごみ置場前
14:55～ 15:00 大持　集落センター前
15:05～ 15:10 吉田地　住宅入口付近
15:20～ 15:30 下福田　石山公園入口
15:40～ 15:55 中村公会堂前
16:05～ 16:10 大喜園　不燃ごみ置場前

4月 10日㈭
9:00～ 9:10 緑ヶ原団地案内板付近
9:15～ 9:25 不動寺原東公会堂前
9:30～ 9:35 高の巣バス停前
9:40～ 9:45 平沼田バス停前
9:50～ 9:55 奥の浴バス停前
10:00～ 10:05 川上ゆめ市場前
10:10～ 10:15 随光橋付近
10:25～ 10:35 福正寺集会場前
10:40～ 10:45 沓山田　不燃ごみ置場前
10:50～ 11:00 加藤公会堂前
11:10～ 11:20 厚狭公民館前
11:30～ 11:35 西善寺案内板付近
13:30～ 13:40 鴨庄西自治会館前
13:45～ 13:55 鴨庄東自治会館前
14:00～ 14:10 西山自治会館前
14:15～ 14:20 野田公会堂側交差点付近
14:25～ 14:35 山川公会堂前
14:40～ 14:55 厚狭中学校下
15:05～ 15:10 平原公会堂前
15:20～ 15:25 片尾畑　光圓寺付近
15:30～ 15:40 山野井公会堂前

15:45～ 15:50 七日町コミュニティセンター前
15:55～ 16:00 石丸ゲートボール場前

●費用　2,950 円（注射料金）

●登録と狂犬病予防注射の日程

●一部の地域（

▲

の場所）は昨年

と実施場所を変更していますの

で，ご注意ください。

※集合注射で受けられない場合は動物病院で受けてくだ
さい。（この場合，料金は割高になります。）

4月 11日㈮
9:00～ 9:05 新沖部公会堂前
9:10～ 9:15 渡場　サンヨー乾物前
9:20～ 9:25 鳥越福祉会館前
9:30～ 9:40 下津保育所付近
9:45～ 9:55 東下津公会堂前
10:00～ 10:10 野中　オカモト商会前
10:15～ 10:25 杣尻公会堂前
10:35～ 10:45 杣尻　阿南様宅前
10:50～ 11:00 殿町三　児童公園前
11:05～ 11:10 天満町三　公衆便所付近
11:15～ 11:25 広瀬二　壱岐建材店前三差路

13:30～ 13:35 森本宮本様宅側不燃ごみ置場前
13:40～ 13:45 中塚公会堂前
13:50～ 13:55 旧沖部住宅入口
14:00～ 14:05 五反口
14:15～ 14:25 生田公会堂前
14:30～ 14:40 大河自治会館前
14:45～ 14:55 梶・沖開作連合自治会館前
15:05～ 15:20 厚陽小学校前
15:30～ 15:35 鳥越　三協研装付近

4月 13日㈰
9:00～ 9:15 厚陽公民館前
9:25～ 9:40

▲

津布田八幡宮鳥居前
9:50～ 10:00 サンライフ山陽前
10:10～ 10:25 埴生支所前
10:35～ 10:50 出合公民館前

11:00～ 11:20 総合事務所北側保健センター前
11:30～ 11:45 山陽市民病院駐車場
13:15～ 14:00 南支所前
14:10～ 14:45 商工センター前
15:15～ 16:30 市役所正面玄関前

●費用　2,950 円（注射料金）
3,000 円（登録料金）
5,950 円（合　　計）

登録済の犬

新規登録をする犬　犬の飼い主は，飼い犬の生涯一度の登録と，年に一度
の狂犬病予防注射が義務づけられています。
　生後 91日以上の犬を飼い始めたら，登録をしなけれ
ばなりません。また，生後 91日以上の犬には，狂犬病
の予防注射を毎年１回必ず受けさせましょう。

愛犬の登録と
狂犬病の予防注射を行います

【問い合せ先】　環境課（☎82-1143）



「広報さんようおのだ」　2008/3/1－6－ 「広報さんようおのだ」　2008/3/1 －7－

休日窓口サービスを実施します

業務内容 窓口・問い合せ先

○各種証明書の交付
　住民票の写し，住民票記載事項証明，印鑑登録証明
　戸籍謄本・抄本，外国人登録原票記載事項証明
○印鑑登録の受付
○住民異動届の受付
　転入，転出，転居，世帯変更等
○戸籍届書の受付
　婚姻，離婚，出生，死亡，養子縁組等
○外国人登録（新規・変更）の申請
○自動車臨時運行許可
※他機関への照会の必要なもの , 住基ネットおよび電子証明に関するもの
は取り扱いできません。

市民課
（☎82-1140）

○各種証明書の交付
納税証明 ,所得・課税証明 ,固定資産税台帳記載事項証明
○台帳閲覧
○税の収納

税務課
（☎82-1126）

○国民健康保険，国民年金に関する届出および申請
　転入・転出に伴う資格の取得・喪失・変更の受付等
○国民健康保険料の収納
※他機関への照会が必要なものは ,取り扱えない場合があります。

健康増進課
（☎82-1177）

○介護保険，高齢者，障害福祉に関する届出および申請
　転入・転出に伴う資格の取得・喪失・変更の受付等
○介護保険料の収納

高齢障害課
（☎82-1172）

○児童手当，児童扶養手当，保育園入退所，乳幼児・母子家庭医療費助成
の申請

児童福祉課
（☎82-1175）

○住民異動に伴う就学関係の届出
学校教育課

（☎82-1202）

と　き 3月 30日㈰・4月 6日㈰
9：00～ 13：00

住民異動の多い時期の休日に , 市役所本庁で窓口業務を行います。

■休日窓口サービスについての問い合せ先　行政改革課（☎ 82-1135）

市役所本庁 ▼市民課・税務課・健康増進課・高齢障害課・児童福祉課・学校教育課
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住所変更の手続き　問市民課（☎82-1140）

水道の開始と中止　問水道局（☎83-4111）

国民健康保険の手続き　問健康増進課 国保資格給付係（☎82-1179）

公立小・中学校の転校　問学校教育課（☎82-1202）

国民年金の手続き　問健康増進課 年金老人医療係（☎82-1178）

下水道の開始と中止　問下水道課普及収納係（☎82-1164）

転入・転出などの手続きはお早めに

届出期間 手続内容
転入するとき（使用開始） 転入・転出の

3～ 4日前
水道局業務課へ電話でご
連絡ください。転出するとき（使用中止）

▼水道局窓口では，水道料金支払い，閉開栓等の受付を 7:00 ～ 22:00 まで行っ
ています。(年中受付 )

取扱窓口 手続内容

転出・転居するとき 学校教育課
総合事務所

事前に担任に連絡し，住民異動届※を
取扱窓口へ提出してください。

転入するとき 住民異動届※を取扱窓口へ提出してく
ださい。

※住居変更の手続きをした際に，市民課または総合事務所が交付します。

取扱窓口 届出期間 必要書類

転入するとき 健康増進課 , 総合事務所
南支所 , 埴生支所
公園通出張所

転入した日から
14日以内

印判ほか（詳しくはお問い
合わせください。）

転出するとき すみやかに 保険証・印判

▼ 75 歳以上の人へ　75 歳（一定の障がいのある人は 65 歳）以上の人は 4月から
加入する保険制度が後期高齢者医療へ移行しますが , 転入・転出の際には国民健
康保険と同様に手続きが必要です。

取扱窓口 届出期間 必要書類
国民年金受給者 転入するとき 健康増進課 , 総合事務所

南支所 , 埴生支所
公園通出張所

転入など
異動日から
14日以内

印判

国民年金加入者※
転入するとき 印判・年金手帳
海外転出するとき 印判・年金手帳

※転出に伴う届出は必要ありません。

届出期間 手続内容

転入するとき（使用開始） 転入・転出の
2日前まで

電話または配付してある下水道使用開
始届を下水道課へ提出してください。

転出するとき（使用中止） 下水道課へ電話でご連絡ください。

春は引っ越しシーズンです。引っ越しに伴う手続きは，早めに済ませましょう。

>>>その他の手続きなど
●軽自動車の手続き
軽自動車を所有している人
は，転入・転出時に手続き
が必要です。車種により手
続き場所が異なりますので ,
詳しくは 14 ページをご覧
ください。

※休日窓口では取り扱いがで
きません。ご注意ください。

問税務課市民税係
（☎ 82-1125）

●介護保険の手続き
65 歳以上の人または要介護
認定を受けている人は，転
入・転出時に手続きが必要
です。

問高齢障害課介護保険係
（☎ 82-1172）

●児童手当・
　乳幼児医療の手続き

児童手当，乳幼児医療を受
給している人は，転入・転
出時に手続きが必要です。

問児童福祉課児童家庭係
（☎ 82-1175）

●引っ越しごみなど
引っ越し時の多量ごみなど
は環境衛生センターに直接
持ち込んでください（1日
に 100kg 以上の持ち込み
の場合 ,有料）。また一人で
運べない大型ごみについて
は，戸別収集（有料）も行っ
ています。（ただし，戸別収
集については事前の予約が
必要です。）
問環境衛生センター

（☎ 83-3651）

取扱窓口 届出期間 必要書類
転入するとき 市民課

総合事務所
南支所
埴生支所
公園通出張所

転入した日から 14日以内 転出証明書・身分証明証※

転出するとき 引っ越し前
　～引っ越し後 14 日以内

身分証明証※・住民基本台帳
カード（お持ちの方）

転居するとき 転居した日から 14日以内 身分証明証※・住民基本台帳
カード（お持ちの方）

※運転免許証，パスポート，住民基本台帳カード，健康保険証など（本人確認のため）

▼外国人登録をしている人へ　取扱窓口は市民課・総合事務所・埴生支所のみです。
また，転入・転居の際は，外国人登録証明書をお持ちください。（転出される場合，
手続きの必要はありません）

▼ 引っ越しに伴う手続きについ
て詳しくは，市ホームペー
ジをご覧ください。（http://
www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）
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市長から市民のみなさんへ
山陽市民病院の診療休止について 

　2ページからの記事にありますように小野田市民病院へ
の統合に伴い，山陽市民病院の診療が 3月中に休止され
ます。長きにわたってご愛顧いただいた山陽地区のみなさ
んに休止によりご不便をおかけすることについてまずはお
詫び申し上げます。入院患者さんの転院についても，ご本
人，ご家族の意向を最大限に尊重しながら，行ってきたつ
もりですが，多大なるご迷惑をおかけしたことには変わり
ありません。また，通院でご利用の患者さんにもこれから
不自由をおかけすることでしょう。そういったみなさんの
ご理解，ご協力をいただいたおかげで今回の診察休止とい
う決断を推し進めることが出来ました。改めて感謝申し上
げます。本当にありがとうございました。
　1月に山陽市民病院の事業を引き継いでいただける内
科系の病院・有床診療所を公募したところ，3件の応募
がありました。今後，選定委員会での慎重な協議を経て
移譲先が決定し，同じ場所で医業が再開される見込みで
すが，それまでの代替措置として，小野田市民病院まで
の無料直行バスを走らせます。どうぞご利用ください。
　一方で今回の統合は地域医療の問題を見直すきっかけ
ともなりました。医師会，山口大学附属病院との連携に
ついて協議をはじめたばかりですが，「安全・安心のま
ちづくり」の実現の根幹に横たわるこの問題については，
今後も積極的に検討を重ね"医療空白地域ゼロ"を目指し，
救急患者の受け入れ態勢を含め，整備を図っていきたい
と考えます。

67

　市では合併３周年を記念して，昨年に引き続き「市民ふれあ
いの集い」を開催します。今回の主役は，未来を担う "子ども
たち "。元気いっぱいのステージが繰り広げられることでしょ
う。屋外バザーもご用意していますので，お誘い合わせのうえ，
ご来場ください。【問い合せ先】総務課☎82-1121

▲昨年の「市民ふれあいの集い」のようす

20年度予算案は「夜明け前」予算 
　山陽市民病院についてもう一つ気がかりだったのが，
約10億円ほど残った不良債務の精算でした。21年 3月
までの「第 5次病院事業健全化計画」の途中での診療休
止は，言ってみれば，支援を行っている国・県との間で
の約束を放棄したことになり，統合のためには 10億円
の返済は必須条件ともいえるものでした。頭の痛い問題
ではありましたが，関係職員と知恵を絞り，市の "財布 "
すべてからお金をかき集めて，何とか資金繰りの目

め ど
処が

立ちそうです。まさに " 総力戦 " で乗り切るといったと
ころです。
　合併して3年，"双子の赤字 "と言われていた「山陽オー
ト」「市民病院」の問題にようやく終止符をうつことがで
きそうです。一方で新市が背負った " 大きな荷物 " を片
づけ，負債を拡大させないことに全力を注いできた 3年
間でもありました。"まちのかたち "が大きく変わりつつ
ある山陽小野田市には，まだまだ数々の問題も残ってい
ますが，以前に比べれば随分 " 身軽 " になってきたよう
な気がします。そこで，そのような中で迎える平成 20
年度予算案を，暗い夜を終え，明るい朝を迎えつつある
現状に例えて，"夜明け前予算 "と名付けました。市民の
みなさんには，もう少しの辛抱をお願いすることになり
ますが，間もなく訪れるであろう，日の出（＝曙）の時
まで，何とか乗り切っていきたいと，昨年の今頃は感じ
得なかった希望とともに強く決意しているところです。
「辛抱して良かった」という声が聞かれはじめるような，
そんな 1年になるように職員みんなで力をあわせてがん
ばってまいります。

合併 3周年記念
「市民ふれあいの集い」
明日を担う子どもとともに未来に羽ばたけ !

【 と き 】3月20日㈷10:00～ 14:00
【ところ】文化会館 (JR厚狭駅新幹線口 )
【 内 容 】式典，アトラクション（太鼓や楽器の演奏，合唱，踊り，

ミュージカル）屋外催物（ふるさと特産品や軽食のバザー，
演芸，消防車体験試乗など :11 時 30分から）
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◇対象　
　0 歳～ 1歳 3か月児の母親
◇とき　3月13日㈭　10:00～ 11:30
◇ところ　保健センター
◇内容　あやとり

すくすくベビーサークル

元気はつらつ健康体操
◇日程
3 月 18 日㈫
(9:45 ～ 11:30) 保健センター

3月 24 日㈪
(9:30 ～ 11:00) 津布田会館

4月 1 日㈫
(9:45 ～ 11:30)

小野田
保健センター

◇内容　筋力アップ体操，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

３ 歳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・問診票持参）
◇とき　3月 28日㈮　13:15～ 14:15
◇ところ　小野田保健センター

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　3月 13 日㈭　9:00 ～ 11:00
■須恵福祉会館
○とき　4月 1 日㈫　9:30 ～ 11:00

◆花粉の接触を避けるためには・・・

（母子健康手帳・問診票持参）
◇とき　3月 14日㈮　13:15～ 14:15
◇ところ　小野田保健センター

　これからの季節，花粉に悩まされる方も多くいらっしゃ
るのではないでしょうか。つらい花粉症を少しでも予防で
きるよう，その対策をお知らせします。

募集・試験

　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　3月17日㈪　13:30～ 15:00
◇ところ　中央福祉センター

介 護 者 の 集 い

◇対象　生後 3か月～ 90 か月未満
の乳幼児（6週間以上の間隔で 2
回接種）または昭和 50 年～ 52
年生まれで，追加接種を受けて
いない人

◇とき　4 月 1 日㈫～ 5月 15 日㈭
※医療機関への予約が必要です。
◇接種医療機関　本市および宇部
市の小児科（かかりつけ医にご
相談ください。）

◇費用　乳幼児は無料，昭和 50 年
～ 52 年生まれの人は有料

◇持参するもの
　母子健康手帳・予防接種予診票

ポ リ オ 予 防 接 種

■Ⅰ種
　昭和 50 年 4 月 2 日～昭和 62 年
4月 1日生まれの人，または次の
㋐に該当する人

■国税専門官，労働基準監督官
　昭和 54 年 4 月 2 日～昭和 62 年
4月 1日生まれの人，または次の
㋐に該当する人

■Ⅱ種・法務教官
　昭和 53 年 4 月 2 日～昭和 61 年
4月 1日生まれの人，または次の
㋐または㋑に該当する人

㋐昭和 62 年 4 月 2 日以降生まれで
大学卒（平成 21 年 3 月までに卒
業見込みを含む）の人等

㋑昭和 62 年 4 月 2 日以降生まれで
短大・高専卒（平成 21 年 3 月ま
でに卒業見込みを含む）の人等

■海上保安学校学生（特別）
　昭和 59 年 4月 2日以降生まれで
○高校卒（平成 20 年 9 月までに卒
業見込みを含む）の人

○中等教育学校卒（平成 20 年 9 月
までに卒業見込みを含む）の人

○高専の第 3学年の課程修了の人
◇受付期間
■Ⅰ種・海上保安学校学生（特別）
　　　　4月  1 日㈫～  8 日㈫

■Ⅱ種　　4月 11 日㈮～ 22 日㈫
■その他　4 月 1 日㈫～ 14 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

情報ひろば

花粉が飛び始める季節です
「知って得する花粉症対策」

○飛散地の情報を集め，飛散量が多く予想される日はで

きるだけ花粉と接触しないよう注意しましょう。

○花粉の飛散前に，薬の処方などの治療を受けましょう。

○日常生活に気をつけ，風邪を引かないようにしましょう。

○飛散地の情報を集め，飛散量が多く予想される日はで

きるだけ花粉と接触しないよう注意しましょう。

○花粉の飛散前に，薬の処方などの治療を受けましょう。

○日常生活に気をつけ，風邪を引かないようにしましょう。

○頭をおおう　ツルツルした素材の帽子をかぶり，入室前
は帽子の花粉をしっかり落とす。

○眼鏡をする　眼鏡やサングラスを着用する。
○専用マスク　外出時は花粉症用のマスクを着用する。
○上着の着用　外出時は皮膚の露出を避け，化学繊維や綿

素材の上着を着用する。静電気防止スプ
レーも効果的。

○まめに清掃　洗濯物は取り込む時に良く叩き，掃除機も
かけるとなお効果的。床掃除は，花粉を飛
ばさないよう濡れ雑巾を使う。

市役所本庁で休日窓口サービスを実施します ▼ 3/30 ㈰・4/6 ㈰  9 時～13時
■市民課・税務課・健康増進課・高齢障害課・児童福祉課・学校教育課の主な窓口業務（詳しくは 6Pをご覧ください。）
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【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。

商業起業家支援センター
「日の出市場」出店者募集

　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。
◇場所　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）
◇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
していること（飲食業は不可），
市税等の滞納が無いこと他

◇使用期間　1年間
※ 3年間まで延長可能です。
◇問い合せ・申込先
　商工労働課（☎ 82-1150）

～ボランティアで輝く第2の人生～
◇対象　ボランティアや地域活動
に関心のある人

◇とき　3 月 9日㈰　13:30 ～ 16:00
◇ところ　文化会館
◇定員　120 人
◇参加料　無料
◇内容　
○基調講演

　「シニアの地域デビューについて」
　山口県立大学附属地域共生センター

　坂本　俊彦　准教授
○パネルディスカッション

◇問い合せ先　社会福祉協議会
　小野田支所（☎ 83-2344）
　山陽支所（☎ 72-1813）

第1回地域福祉セミナー

お知らせ

◇対象　市内の土地・家屋の固定資
産税の納税者（代理人の場合は委
任状が必要）

※借地・借家人などが閲覧する場
合は，「賃貸借契約書」等の権利
関係を示す書類が必要です。

◇期間　4 月 1 日㈫～ 6月 2日㈪
　8:30 ～ 17:15（土・日・祝日を除く）
※ 4月 6日㈰（休日窓口サービス実
施日）は，税務課固定資産税係で
9:00 ～ 13:00 まで縦覧できます。

◇縦覧場所　税務課固定資産税係，
総合事務所市民窓口課，埴生支所

◇持参するもの
　本人確認ができるもの（免許証等）
◇問い合せ先
　税務課固定資産税係（☎ 82-1127）

固 定 資 産 税 の 縦 覧

情報ひろば

◇対象　
　昭和 54年 4月 2日以降生まれの人
◇受付期間　4 月 1 日㈫～ 10 日㈭
◇1次試験　5 月 18 日㈰
※詳しくはお問い合わせください。
◇問い合せ先　
　中国・四国地区国立大学法人等
職員採用試験実施委員会採用試
験事務室

　（☎082-424-5616 FAX 082-424-6030）
　http://home.hiroshima-u.ac.jp/
jinji/shiken/index.html

国立大学法人等職員採用試験 平成20年度

地 籍 調 査
についてお知らせします

　平成20年度の地籍調査は，木戸大鼻，
木戸新町，木戸中の町の全部および刈
屋上条，波瀬の崎，須恵西，浜河内の
一部 0.86 ㎢を調査します。

■問い合せ先　地籍調査課（☎82-1154）

とき ところ 対象区域

3月17日㈪ 木戸自治会館
刈屋上条・木戸
大鼻・その他

3月18日㈫ 木戸自治会館
木戸新町・木戸
中の町・その他

3月19日㈬ さくら保育園
波瀬の崎・

その他

3月21日㈮ さくら保育園
波瀬の崎・

その他

3月24日㈪
浜河内

自治会館
浜河内・その他

3月25日㈫
須恵西

自治会館
須恵西・その他

■地籍調査を行うにあたり，ご協力
いただく内容は次のとおりです。

○隣接の土地との境界に杭を打つこ

と。

○所有地がやぶのような場合は，測

量ができるように境界の周囲を伐

採すること。

○所有地の境界，地番，地目などを

確認するための現地調査に立ち会

うこと。

■地籍調査を行うにあたり，ご協力
いただく内容は次のとおりです。

○隣接の土地との境界に杭
くい

を打つこ

と。

○所有地がやぶのような場合は，測

量ができるように境界の周囲を伐

採すること。

○所有地の境界，地番，地目などを

確認するための現地調査に立ち会

うこと。

※調査対象区域の地図など，詳し
くは広報 2月 15 日号をご覧く
ださい。

※調査対象区域の地図など，詳し
くは広報 2月 15 日号をご覧く
ださい。

■説明会日程（時間はいずれも19:00 ～）■説明会日程（時間はいずれも19:00 ～）
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市 民 交 通 災 害 共 済
◇対象　市内在住または在職の人と
その家族（学生は市外在住も可）

◇保障額

死亡 交通死亡事故 1,000,000 円

入院 1日につき
（180 日限度） 1,000 円

通院

10 日以内 7,000 円
11 日以上 9,000 円
21 日以上 12,000 円
31 日以上より 10 日増すご
とに 5,000 円を加算。最高
91 日以上で 47,000 円

◇掛金　１人につき年額 520 円
※ 1 人 1 口まで（途中加入の場合
は月額 45 円の月割りです。）

◇共済期間
　4月 1日～平成 21 年 3月 31 日
※途中加入の場合，申込日の翌日
から平成 21 年 3 月 31 日までで
す。

※給付対象期間は共済期間に同じ
です。

◇申込方法　申込書に必要事項を
記入し，掛金を添えて提出

◇申込先　総務課，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

◇問い合せ先
　総務課防災交通係（☎ 82-1122）

【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。

　小・中学校に納める給食費や学
用品費，修学旅行費などの支出が
経済的に困難な保護者で，認定基
準に該当する人を対象とした援助
制度があります。
◇申込方法　学校教育課，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
付けの申請書を申込先に提出

◇申込期限　4 月 30 日㈬
◇申込先　学校教育課または総合
事務所地域行政課

◇問い合せ先
　学校教育課（☎ 82-1202）

就学援助制度の申請

◇期間　3 月 4日㈫ 14:00 ～ 10日㈪
◇ところ　市役所 1階ロビー
◇問い合せ先　企画課（☎ 82-1130）

山口県統計グラフコンクール
入 賞 作 品 展 示 会

◇期間　3 月 20 日㈷まで
◇ところ　厚狭駅前商店街
◇内容　ひな人形，さげもんの展示
※期間中は，山陽商工会議所女性会
による甘味処をご用意しています。

■メインイベント
○とき　3月 8日㈯　10:00～ 15:00
○内容　蔵開き（永山酒造），甘味
処（おべべ横駐車場，はらき京染
店），おでん・炊き込みごはん等
の販売（久永食料品店）

◇問い合せ先
　山陽商工会議所（☎ 73-2525）

ね た ろ う の 里
お ひ な さ ま め ぐ り

　「～皆で考えよう！本当の豊かさ－
未来の子どもたちのために今できる
こと～」と題し，実践活動の紹介や
シンポジウムなどを行います。最近
よく耳にするバイオマスについての
理解を深め，ごみ問題を含めた本市
の課題について話し合いましょう。
みなさんの参加をお待ちしています。
◇とき　3月 15日㈯　13:30～ 17:00
◇ところ　文化会館
◇参加料　無料
◇内容　
○特別講演

　「バイオマスとは－“足るを知る”」
　＜京都工芸繊維大学

　奥　彬　名誉教授＞
　その他

○パネルディスカッションなど

◇問い合せ先　企画課（☎ 82-1130）

市民環境フォーラムの開催

■国民健康保険被保険者証
　保険証の有効期限は 3月 31 日で
す。現在お持ちの被保険者証は，4
月 1日以降使用できませんので，お
気をつけください。新しい被保険者
証については，3月末までに郵送に
てご自宅にお届けします。また，平
成 20年度の医療制度改正により，平
成 19 年度に 65 歳以上で退職者医療
をお持ちの人は，一般の国民健康保
険被保険者証に切り替わります。
■修学被保険者証
　新しい国民健康保険被保険者証
と，4月 1日以降の日付の入った在
学証明書，印判を持って健康増進課
国保資格給付係，総合事務所市民窓
口課，埴生支所までお越しください。
◇問い合せ先
　健康増進課（☎ 82-1179）

国 民 健 康 保 険
被 保 険 者 証 の 更 新
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訂正とお詫び

　2月 1日号の住居表示の記事に
ついて，下記のとおり訂正します。

■ P5　「住所などの表記はこう
変わります」

○【住所の場合】
旧山陽小野田市大字厚狭○○番地○○

新山陽小野田市厚狭一丁目△番△号

○【本籍や不動産（建物）の場合】
旧山陽小野田市大字厚狭○○番地○○

新山陽小野田市厚狭一丁目○○番地○○

○【不動産（土地）の場合】
旧山陽小野田市大字厚狭○○番○○

新山陽小野田市厚狭一丁目○○番○○

情報ひろば

◎市有地および公社所有地の売り払い

土地の所在および地番 地目 地積（㎡） 予定価格（円）

赤崎二丁目 4545番 1 宅　地  185.25   3,982,875
大字西高泊字西大塚 1189番 28 宅　地  552.32  19,275,968
 2 街区 9,10 画地（◇） 保留地  459.82  21,083,750
 6 街区 21～ 27画地（◇） 保留地 6,232.08 190,720,320
 7 街区 1,2 画地（◇） 保留地 1,318.51  60,458,600
 8 街区 14,15 画地（◇） 保留地  403.27  17,880,030
 9 街区 15画地（◇） 保留地  742.43  32,917,920
10 街区 27～ 32画地（◇） 保留地  976.65  40,358,720
12 街区 2,3 画地（◇） 保留地 1,429.93  69,900,080
12 街区 6,7 画地（◇） 保留地  420.24  20,542,390
12 街区 10～ 11画地（◇） 保留地 1,528.16  74,701,620
13 街区 3,4,5 画地（◇） 保留地  697.26  29,858,630
14 街区 10,11 画地（◇） 保留地  322.86  16,304,430

■競売物件

※表中（◇）がついた土地は，厚狭駅南部地区土地区画整理事業施行地区内保留地です。

　戦没者等の死亡当時のご遺族で，
平成 17 年 4 月 1 日時点に公務扶助
料や遺族年金等を受ける方がいない
場合，額面 40 万円，10 年償還の記
名国債が支給されます。請求がまだ
の方は，お早めにお手続きください。
◇対象者および優先順位
1弔慰金の受給権者
2戦没者等の子
3戦没者等と生計関係を有してい
た方で，戦没者等と氏が同じであ
る①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

4上記3以外の①父母②孫③祖父
母④兄弟姉妹

5上記以外のご遺族で，戦没者等の
死亡時までに引き続き一年以上生計
関係を有していた三親等内の親族

◇請求期限　3 月 31日㈪（請求期限
後のご請求はお受けできません。）

◇問い合せ先
　社会福祉課（☎ 82-1174）

戦没者ご遺族の皆様へ

緊急地震速報に係る悪質商法や
不審な人物などにご注意を

　最近，緊急地震速報の受信装置設
置の義務化を偽ったり，気象庁の名
をかたった訪問やアンケート調査など
の行為が行われているとの情報があり
ます。気象庁では，市民のみなさまに
受信装置の設置等を義務付けたり，直
接設置に伺ったりすることはありませ
ん。また，アンケート調査を行う場合
でもご家庭を直接訪問したり，個人情
報の記入をお願いしたりすることはあ
りませんので，ご注意ください。
◇問い合せ先
　商工労働課（☎ 82-1150）

　家計調査は，昭和 21 年から行
われている国の指定統計調査です。
平成 20 年は，南松浜，あさひが丘，
刈屋西条，刈屋中村，楴搬山地域の
一部世帯に調査員が伺い，家計簿
の記入をお願いする方法で調査を
行います。調査された内容は，統
計以外の目的に使われることはあ
りません。秘密は厳守されますの
で，ご協力をお願いします。
◇問い合せ先　山口県統計分析課経
済学事統計班（☎ 083-933-2660）

家計調査にご協力を

【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。

　市内に所在する市有地および土地開発公社所有地を，一般競争入札および
公募抽選により売り払います。詳細についてはお問い合わせいただくか，市
ホームページおよび広報さんようおのだ2月 15日号をご覧ください。
問　管財課　☎82-1128　＜ http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ ＞

　市内に所在する市有地および土地開発公社所有地を，一般競争入札および
公募抽選により売り払います。詳細についてはお問い合わせいただくか，市
ホームページおよび広報さんようおのだ2月 15日号をご覧ください。
問　管財課　☎82-1128　＜ http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ ＞
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竜王山公園オートキャンプ場
☎89-0055  

多彩な人が集まる場所

◇㈳オート・キャンプ協会公認
指導者がお待ちしています

　キャンプ場全般の品質やサービ
スの向上を目的として，㈳日本オー
ト・キャンプ協会公認の指導者講
習を受講，修了しました。安全管
理はもちろんのこと，衛生面や貸
出備品などのメンテナンスも含め，
みなさまに快適にご利用いただけ
るキャンプ場として，管理・運営
してまいります。
◇多彩なメンバーで運営
　救命救急講習の修了者，保育士
として 3 年間の現場経験者，環境
NPOで環境教育を専門にしていた
者など，様々な経験を持つメンバー
で運営しています。その他にも，イ
ベント等でアドバイスを頂いている
自然観察指導員，ビオトープ管理士，
森林インストラクター，大学教授，
大工さんにパン屋さん，そして地元
で頑張っておられる有機農家のみな
さんといった，多彩で楽しい方々が
キャンプ場に集まっています。
◇地域のみなさまをお手伝い
　キャンプ場はいろいろな方が集
まる場所です。ちょっとしたきっ
かけから，イベントや交流が実現
します。「子どもたちに自然観察を

させたいんだけど，誰か教えてく
れる人はいないかな。」とか「木工
をしたいけど，1人よりも複数でし
たいな。」などのご要望がありまし
たら，ぜひご連絡ください。
　“何か” をやってみたいとき，私
たちが応援します。

▲

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/）

【休館日】毎週月・火曜日・3月20日㈷

きららガラス未来館
☎88-0064

◇対象　4歳以上
◇とき　3月 30 日㈰
　午前： 9:00 ～ 11:00
　午後：13:30 ～ 15:30
◇定員　なし
※参加者多数の場合，お待ち頂く
ことがあります。

◇申込方法　当日先着順
※ 10 人以上で参加される場合，事
前にご連絡ください。
○サンドブラスト体験
■体験料　1,050 円～ 1,150 円

○エナメル絵付け体験
■体験料　1,250 円～ 1,350 円

※エナメル絵付けの作品は，電気
炉で焼き付けますので，お渡し
には 1週間程度かかります。▲

詳しくは，電話またはホームペー
ジをご覧ください。

▲

3 月 20日㈷は休館します。
(http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
glass/mnj_glass.htm)

◆春休みガラス体験教室
～いろいろな形の

ガラスが選べます～

　春休みガラス体験教室を開催し
ます。大人の方も楽しめる内容に
なっていますので，ぜひお越しく
ださい。グループでのご参加も歓
迎します。

人のうごき（2月 1日現在）

世帯 27,763 世帯 （-5）
人口 67,289 人 （-40）
男 31,707 人 （-14）
女 35,582 人 （-26）

※（　）内は前月との比較

市民意見公募制度【寄せられたご意見をご紹介します】パブリック
コメント

　2月 15 日まで募集した「中山間地
域づくり指針（案）」パブリックコ
メントの結果をお知らせします。

中山間
地域づくり指針（案）

【担当課】　
　企画課　☎ 82-1130
●公募期間
　平成 20年 1月 16日～ 2月 15日
●意見の件数　0 件

市役所本庁で休日窓口サービスを実施します ▼ 3/30 ㈰・4/6 ㈰  9 時～13時
■市民課・税務課・健康増進課・高齢障害課・児童福祉課・学校教育課の主な窓口業務（詳しくは 6Pをご覧ください。）
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情報ひろば

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）

■「古紙類」の出し方について
　古紙類は，【新聞（折込広告含む）】，【ダンボール】，【雑
誌・本・雑紙】，【紙パック】に区分し，区分ごとにたた
んでひもでしばって出してください。ダンボールに梱包
したり，針金でしばったりしないようお願いします。
※雑紙は，紙袋や中身が見えるビニール袋に入れて出

されても構いません。

■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

emergency on

planet earth

地
ア ー ス

球はわが身
み

( 明
あ す

日はわが身
み

）

　今なお増え続ける温室効果ガスは，地球温暖化の大きな
要因となっています。日本では，温室効果ガスの排出量削
減のため，200万人以上の人が国民的環境運動である「チ
ーム・マイナス6％」に参加しています。

■チームマイナス6％（http://www.team-6.jp/）
2012 年までに，温室効果ガス排出量の 6％削減を目標とし，
温度調節，水道の使い方，自動車の使い方，商品の選び方，買
い物とごみ，電気の使い方といった項目で，みんなが実践でき
る活動計画を設定，実行する運動です。

CAUTION
注意
！

税務職員を装った

「振り込め詐欺」が多発しています！

　国税局，税務署，市区町村，社会保険庁などの職員を装い，
税金の支払いを求める詐欺や，電話によりATMを操作する
ように誘導し，現金を振り込ませる詐欺が多発しています。

CHECK!!
○還付金の受取りのためにフリーダイヤルに電話をお願い
したり，ATMでの受取りを依頼することはありません。

○納税のために，金融機関の口座を指定して振り込みを求
めることはありません。

－その振り込み、大丈夫ですか？

●名義変更などの手続きはお早めに ●軽自動車税の減免について
　軽自動車税は ,その年の 4月 1日に軽自動車を
お持ちの人に課税されます。登録抹消を希望する場
合や ,売買などにより所有者を変更した場合 ,転入・
転出等により住所が変わった場合は ,4 月 1日まで
に以下の場所で手続きをしてください。4月 2日以
降に手続きをされても ,4 月 1日現在に軽自動車を
お持ちの人に課税されますのでご注意ください。

軽自動車の種類 手続き場所

•原動機付自転車
　（125cc 以下）

•小型特殊自動車

税務課市民税係

総合事務所

南支所 , 埴生支所

•二輪の軽自動車
　（125cc超250cc以下）

•三輪・四輪の軽自動車

山口県軽自動車協会

（☎ 083-922-8877）

•二輪の小型自動車
　（251cc 以上）

山口運輸支局

（☎ 050-5540-2073）

軽自動車税についてのお知らせ ■問い合せ先
　税務課市民税係（☎82-1125）

　18歳未満の心身に障がいのある人と生計を同じ
くする人 , もしくは心身に障がいがある人本人が
所有する軽自動車等について , 一定の要件を満た
す場合 , 申請により軽自動車税が減免される場合
があります。なお ,減免できるのは ,普通自動車を
含めて 1人 1台です。

申請手続きについて

新規
（新たに減免を受けられ

る場合）

手続きに必要な書類を持

参していただく必要があ

ります。詳しくはお問い

合わせください。

継続
（昨年に引き続き減免を
受けられる場合）

4月上旬に送付する現況

届を提出してください。

▼申請場所　税務課市民税係 , 総合事務所

▼申請期限　5月 26日㈪（納期限の7日前）

※平成 20年度軽自動車税納税通知書発送予定日は
5月 1日です。また納期限は 6月 2日です。
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「弓道教室」参加者募集
～講師：山陽小野田地区弓道連盟～

■問い合せ・申込先　体育振興課（☎ 84-2430） ■問い合せ・申込先　体育協会事務局（☎ 84-2430）

■対象　中学生以上の市内在住・在職の人
■とき　5月 14日㈬～ 6月 14日㈯　19:00 ～ 21:00
※毎週水・土曜日の計 10回開催です。
■ところ　武道館弓道場
※運動のできる服装と靴下で参加してください。
■受講料　4,000 円
※保険料を含みます。開校式の時にお支払いください。
■申込期限　5月 12日㈪

軟式野球・
ソフトボールチームの登録
■軟式野球　
○対象　市内在住・在職の人（野球部員である高校生を除く）
○登録料　30,000 円
○申込期限　随時受け付けます。
■ソフトボール　
○対象　市内在住・在職者の社会人チーム（学生・女性を除く）
○登録料　17,000 円
○申込期限　3 月 17日㈪

種目 単位団名 対象者 練習日 練習時間 練習場所 連絡先

剣道
武道館剣士クラブ 小１～小６ 火・金 18:00～19:30 市武道館 相原久信 （☎ 83-2772）

山陽少年剣道 小１～高校生 月 17:30～18:30 厚狭公民館 伊藤　清 （☎ 73-0762）
水 出合小学校体育館 保坂孝士 （☎ 72-1205）

柔道

武道館柔道 5歳～中学生 月・水 18:30～20:00 市武道館 藤島良次 （☎ 88-3041）

山陽柔道 小１～小６
厚狭･出合校区 月・金 17:30～19:00 厚狭警察署道場 千々松和男 （☎ 72-0485）

埴生柔道 年長～小６ 金 18:00～20:00 青年の家体育館 豊田弘光 （☎ 76-1575）土 10:00～12:00

空手

日本空手道会小野田 園児～高校生 水・土 18:00～21:00 市武道館 川畠　博 （☎ 090-2299-2026）

小野田空手道 小１～高校生 月・木 18:30～20:00 市武道館 小野勝己 （☎ 44-3980）
年長～高校生 月・水 19:00～21:00 高千帆中学校サブアリーナ 河内隆満 （☎ 84-0910）

本山空手道会 年長～高校生
月・木

18:30～20:30
本山コミュニティ体育館

山田孝宣 （☎ 84-1314）水 セメント町第一自治会館
金 赤崎公民館

山陽空手道 小１～高校生 月 18:00～20:00 厚狭小学校体育館 柳井利春 （☎ 090-8364-0871）金 17:00～19:00 厚狭公民館
空手道　糸東会

埴生教室 年長～高校生
月・木 18:00～20:00 青年の家体育館 砥上知幸 （☎ 72-2706）第 2木 市武道館

水泳 小野田水泳 小１～高校生
７月　土･日 17:00～19:00

夏休みは
7:30 ～ 8:30

市民プール 重永澄恵 （☎ 83-1824）８月
火･木･土･日

卓球 おのだ JTC 小１～小６ 月・水 18:30～20:30 小野田小学校 沖中幸人 （☎ 83-0940）
少林寺拳法 少林寺拳法厚狭支部 年中～高校生 火・木 19:00～20:10 厚狭警察署 3階 渡部邦彦 （☎ 0837-52-0645）
陸上 山陽レッツ・ランニング 小１～ 月・水・金 19:30～21:00 岡石丸運動広場 伯野邦彦 （☎ 73-1637）
ダンス
（律動） 赤崎GOLDKIDS 小１～小６ 金 18:30～20:30 須恵西自治会館または赤崎小学校体育館 三上愛子 （☎ 090-7549-2052）

◎スポーツ少年団団員募集

第 7回ジュニアゴルフ教室参加者募集 「春の市民ハイキング」参加者募集

※入団希望者は，練習のある日に練習場所に見学に行き，各自で申し込んでください。

■市民体育館からお知らせします

■とき　3月 30日㈰　8:10 ～順次（雨天中止）
■ところ　竜王山（下関市）　標高 613ｍ（90分コース）
■行程　赤崎公民館（8:10）→公園通りバス停→硫酸町
バス停→市役所→総合事務所→青年の家→深坂峠登山
口→頂上（昼食）→菊川道の駅→市内着（15:20）
■参加料　一般 1,000 円，中学生未満 500円
■定員　40人（先着順）
■申込期限　3月 24日㈪
■申込方法　体育振興課，市民活動推進課，総合事務所
地域行政課，赤崎公民館，青年の家に備え付けの申込書
を記入し，参加料を添えて提出
■問い合せ先　体育振興課（☎ 84-2430）

■とき　3月 30日㈰　8:10 ～順次（雨天中止）
■ところ　竜王山（下関市）　標高 613ｍ（90分コース）
■行程　赤崎公民館（8:10）→公園通りバス停→硫酸町
バス停→市役所→総合事務所→青年の家→深坂峠登山
口→頂上（昼食）→菊川道の駅→市内着（15:20）
■参加料　一般 1,000 円，中学生未満 500円
■定員　40人（先着順）
■申込期限　3月 24日㈪
■申込方法　体育振興課，市民活動推進課，総合事務所
地域行政課，赤崎公民館，青年の家に備え付けの申込書
を記入し，参加料を添えて提出
■問い合せ先　体育振興課（☎ 84-2430）

■対象　市内小学生（4年生以上），中学生（1・2年生）
■とき　4月 1日㈫　9:00 ～ 15:00
■ところ　プレジデントカントリー倶楽部山陽
■内容　ゴルフ競技の概要（ビデオ等），打ち放し練習，
パター練習，ラウンドレッスン（初心者を除く）
■参加料　1,000 円（当日徴収）
■定員　30人（先着順）
■申込期限　3月 17日㈪
■申込方法　市内各小・中学校に配布されている申込書を
記入し，体育協会事務局（市民体育管内）へ提出（FAX可）
■問い合せ・申込先　
　体育協会事務局（☎ 84-2430　FAX 84-2318）

■対象　市内小学生（4年生以上），中学生（1・2年生）
■とき　4月 1日㈫　9:00 ～ 15:00
■ところ　プレジデントカントリー倶楽部山陽
■内容　ゴルフ競技の概要（ビデオ等），打ち放し練習，
パター練習，ラウンドレッスン（初心者を除く）
■参加料　1,000 円（当日徴収）
■定員　30人（先着順）
■申込期限　3月 17日㈪
■申込方法　市内各小・中学校に配布されている申込書を
記入し，体育協会事務局（市民体育管内）へ提出（FAX可）
■問い合せ・申込先　
　体育協会事務局（☎ 84-2430　FAX 84-2318）

市役所本庁で休日窓口サービスを実施します ▼ 3/30 ㈰・4/6 ㈰  9 時～13時
■市民課・税務課・健康増進課・高齢障害課・児童福祉課・学校教育課の主な窓口業務（詳しくは 6Pをご覧ください。）
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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

▲

  3/  9㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 あさひクリニック

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 殿町三　☎71-0148

▲

  3/16㈰
山口労災病院 山口労災病院 かわむら内科

南中川町　☎83-2881 南中川町　☎83-2881 渡場　☎78-1433

▲

  3/20㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 くどうクリニック

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 宇部市万倉芦河内　☎67-0903

▲

  3/23㈰
中島医院 松岡整形外科 てらい内科クリニック
日の出三丁目　☎83-3910 北竜王町　☎81-3818 末益　☎71-0022

▲

  3/30㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 原田外科医院

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 森本　☎76-3121

▲

  4/  6㈰
村重医院 山口労災病院 松井医院

須恵一丁目　☎83-3706 南中川町　☎83-2881 東側　☎76-0029

▲

  4/13㈰
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

広報広聴課 ☎82-1133 埴生公民館 ☎76-0066 市民活動推進課 ☎82-1134 中央福祉センター ☎83-2050
赤崎公民館 ☎88-0162 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
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

3月の各種相談

ところ とき

▲

法律相談 広報広聴課 24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 19日㈬  10：00～12：00

埴生公民館 19日㈬    9：30～12：00

▲

人権相談

市民活動推進課 11日㈫    9：30～12：00

中央
福祉センター 18日㈫    9：30～12：00

赤崎公民館 25日㈫    9：30～12：00

▲
行政・人権・
登記相談

山陽総合
福祉センター 12日㈬    9：30～12：00

▲

心配ごと
相談

赤崎公民館
高千帆福祉会館

  6日㈭・25日㈫ 
　　　　  9：00～12：00

山陽総合
福祉センター

  5日㈬・12日㈬・26日㈬
　　　 　 9：00～12：00

埴生公民館 19日㈬    9:00～12:00

▲

年金相談
市役所1階
第 4会議室 19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

ところ とき

▲

交通事故相談 小野田警察署 毎週月～金曜   8：30～17：00

▲

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

小野田
保健センター

13日㈭   9：00～11：30 ※尿検査あり
保健指導・栄養指導・健診結果説明
※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

27日㈭ 13：30～15：00 
保健指導・栄養指導・健診結果説明
※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

  4日㈫13:30～15:30
18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。
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33月のカレンダー

：山陽オート開催日 ：場外発売外

3 月
ねたろうの里おひなさまめぐり（1日～20日）

/厚狭駅前商店街
確定申告出張相談　9:30 ～／厚陽公民館

外

4 火 確定申告出張相談　9:30 ～／厚陽公民館 外

5 水 確定申告出張相談　9:30 ～／本山公民館 外

6 木 確定申告出張相談　9:30 ～／本山公民館 外

7 金 確定申告出張相談　9:30 ～／有帆公民館 外

8 土 外

9 日 小野田駅前フリーマーケット　8:00 ～／小野田駅前ロータリー 外

10 月 確定申告出張相談　9:30 ～／商工センター 外

11 火 確定申告出張相談　9:30 ～／商工センター 外

12 水 確定申告出張相談　9:30 ～／赤崎公民館 外

13 木 確定申告出張相談　9:30 ～／赤崎公民館
対話の日　19:00 ～／成松公会堂

14 金 確定申告出張相談　9:30 ～／赤崎公民館 外

15 土 確定申告相談　9:30 ～／市役所ロビー 外

16 日 確定申告相談　9:30 ～／保健センター 外

17 月 市民病院直行バスの運行開始
地籍調査説明会　19:00 ～／木戸自治会館

外

18 火 地籍調査説明会　19:00 ～／木戸自治会館

19 水 地籍調査説明会　19:00 ～／さくら保育園

20 祝

合併 3周年記念「市民ふれあいの集い」
10:00 ～／文化会館

高校サッカーフェスティバル（～ 23日）
／県立おのだサッカー交流公園 ほか

21 金 地籍調査説明会　19:00 ～／さくら保育園

22 土 山陽小野田市物産展（～ 23日）
　 9:30 ～／山陽オートレース場

23 日 第 16回椿まつり in Ejio　10:00 ～／江汐公園

24 月 地籍調査説明会　19:00 ～／浜河内自治会館

25 火 地籍調査説明会　19:00 ～／須恵西自治会館

26 水 外

27 木 対話の日　19:00 ～／自由ヶ丘自治会館 外

28 金 外

29 土 外

30 日 休日窓口サービス　9:00 ～／市役所 外

31 月
4/1 火
2 水

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

献血 7日 ㈮ 14:00 ～ 16:00 日本化薬㈱

【アクセス】
★洞玄寺（西下津一）
下津バス停から
徒歩で5分
※ JR厚狭駅から「梶
汐湯行き」または「宇
部中央行き（山川口経
由）」のバスにご乗車
ください。

今からおよそ200年前，宇部市大沢で生まれた千林尼は，生来，慈
悲心に篤

あつ

く，自ら托鉢して集めた浄財を資金に，山陽小野田・宇部地域において社会事業に励んだボランティアの先駆
者です。女性の社会進出が容易でなかったこの時代に，積極的に社会に働きかけ，船木から有帆への指月道，厚狭吉部
田の小石橋，小野田船越の石畳，厚狭下津の木橋など数多くの橋や道路を築いて，60年の生涯を世の発展のために捧げ
ました。彼女の墓は洞

とう げ ん じ

玄寺境内に奉られ，今なお，このまちを温かく見守っています。

【まち再発見❽】 ～千林尼の墓～

千林尼の墓

３月市議会定例会の日程のお知らせ
● 一般質問は3月10日㈪～14日㈮の予定です。会期日程については変更されることがあります。

２月２９日㈮～３月２７日㈭
問市議会事務局（☎82-1182）
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さんようおのだ　まるごとウォッチング

　本市のセメント製造関連遺産への関心を高めてもら
おうと「セメント住吉社宅活用保存会」が主催する講
演会が市民館で開かれました。「小野田徳利窯あれこれ」
と題して行われた講演では，セメント産業の草創期を
支えた“徳利窯”の果たした役割などが，様々な資料
とともに解説され，会場を埋めた100名を超える聴講
者は，本市の誇る産業遺産の歴史的価値を改めて学び
ながら，“セメントのまち”の歴史を振り返りました。

小野田徳利窯あれこれ
～セメントの歴史を振り返る～

2/17世界の料理教室
～世界の味を堪能～

　市民館で世界の料理教室が開催され , 南米コロンビ
ア出身の後藤レオノールさん（写真中央）を講師に ,
受講生 28人が鶏肉のトマト煮とアボカドのサラダづ
くりに挑戦しました。年齢も性別もさまざまな受講生
のみなさん。講師の先生ともすぐに打ち解け , 味付け
や煮込み加減などのアドバイスを受けながら約 1時
間半で料理は完成（写真下）。コロンビアについての
話題に花を咲かせながら ,おいしくいただきました。

2/16

　市の消防本部で「消防協力者表彰式」が行われ，福岡
県在住の伊東恵子さん（写真右）に感謝状が授与されま
した。伊東さんは，1月21日に市内の温泉施設を利用中，
心肺停止状態となった女性に対し，心臓マッサージなど
救急処置を行い，約2分後に女性は意識を回復されまし
た。処置を手伝ったお姉さん（写真左）と一緒に消防本
部を訪れた伊東さんは，「元気になられて本当に良かっ
たです。」と，女性の無事を喜ばれました。

消防協力者表彰式
～迅速な処置が救った生命～

2/7交流したい農成果発表会
～世代間交流が残したもの～

2/3

　小学生から大人まで，世代を超えた地域交流の活性化
を目的とした“交流したい農”の成果発表会が，文化会
館で行われました。小学生と高校生による“芋掘り体験”
など，一年間の活動を映像で振り返ったあとは，厚狭高
生の手による“ポテトマフィン”と“いももち”を試食。
試食した小学生は「どっちも美味しい。何よりみんなで
作業したことが楽しかった。」と，“世代を超えた交流”
の成果に顔をほころばせました。
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　今回ご紹介した“ピリトロ四川風牛姿寿司”の調理実演

会を，3月 26日（水曜日 13:30 ～）きらら交流館にて開

催します。当日は，全国大会風景のスライドショーや，調

理実演および試食などを行います。定員は 100人で，参加

の申込みは，3月 6日（木曜日）から受け付けます。

　お問い合せや申込みについては，山陽小野田観光協会事

務局（商工労働課内　☎ 82-1151）までご連絡ください。▲全国大会で最優秀賞を受賞した“ピリトロ四川風牛姿寿司”。
＜写真提供：県農林水産部流通企画室＞

最優秀賞作品調理実演会のお知らせ

創作料理日本一～ピリッ！トロッ！美味いっ！！～

河村　慎吾さん

平松小正寺
実家が日本料理店を営んでおり，15
歳の時に調理師を志す。専攻は日本料
理だが，修行時代に中華料理やフラン
ス料理も学ぶ。現在は，農業家として
ゆずを栽培する傍ら，夢である飲食店
の出店準備中。

　今年 1月 26 日，東京で開催された「平成 19年度創作
料理発表会ファミリーミートクッキング全国大会」にお
いて，本市から山口県代表として出場した河村慎吾さん
が，見事，初出場にして最優秀賞である農林水産大臣賞
を受賞されました。
　受賞作品は “ピリトロ四川風牛姿寿司”。その名前から
頭に思い浮かぶのは何料理でしょうか。“ピリトロ” とい
う言葉の響きは洋食？いやいや “四川風” だけに中華か
も？待てよ，やっぱり “寿司” だから日本料理？洋食に
中華に日本料理，どれも全部正解です。名前からして興
味を引かれるこの料理，日頃わたしたちが口にする機会
の多い 3つの “食” の要素が入った “欲張り” な一品です。
　「全国大会では楽しんで作れました。最優秀賞はもちろ
ん嬉しいんですが，プレッシャーも感じていたので，賞
が頂けて正直ホッとしています。」と大会を振り返る河村さん。各都道府県
の代表者が集まって料理の腕を競う同大会，適度な緊張感を持って臨めた
ことも好結果につながる一因だったようです。日本料理をベースに中華と
フレンチの技法を取り入れた受賞作は，大会の審査員を務めた食生活ジャ
ーナリストの岸朝子さんに「とても良くまとまっている。」との賛辞を受け
たほどで，お味の方も最優秀にふさわしい出来栄えです。
　河村さんが次に掲げる目標は「自分のお店を出す」こと。現在は，一緒
にお店をもり立ててくれるスタッフを募集中です。「専門に勉強した日本料
理を下地に，美味しい創作料理を出すお店にしたいですね。」河村さんの “創
る” 料理が私たちの舌を喜ばせてくれるのも，遠い先の話ではなさそうです。

「豆板醤の刺激で“ピリ”，肉の食感で“トロ”。
スーパーなどで手に入る材料で作れます。」

創

このまちで“創る”
いっぱい

市役所本庁で休日窓口サービスを実施します ▼ 3/30 ㈰・4/6 ㈰  9 時～13時
■市民課・税務課・健康増進課・高齢障害課・児童福祉課・学校教育課の主な窓口業務（詳しくは 6Pをご覧ください。）

夢
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16 自治基本条例の取組状況

　｢自治体の憲法 ｣と形容される自治基本条例について
は，以前からこのコラムでも何度か取り上げてきました。
この条例は，情報共有・市民参加・協働といった自治運
営の基本原則や市民・議会・行政の役割や責務などを定
め，市の数ある条例の中でも最上位に位置づけられるも
のです。
　昨年の4月に 20数名の市民が集まり ｢自治基本条例
をつくる会 ｣を立ち上げました。月に 2回のペースで
行ってきた会議では，条例の中身をいかに考え，どのよ
うな手法で条例づくりを展開していくべきなのか，先進
地の制定状況などの情報を整理しながら，毎回，真剣な
討議がなされています。
　しかしその一方で，条例に対する関心が高まらず，思
うように市民意識が醸成されていかない状況もありま
す。そこで，一人でも多くの方に関心をもっていただく
ために，次号の広報紙といっしょに，2度目の ｢つくる
会ニュース ｣を全戸に配布する予定です。現在の取組状
況などが掲載されていますのでご覧いただければと思い
ます。
　また，広報活動の一環として，3月 20日に行われる
合併3周年記念行事や23日の椿まつりにも参加します。
「つくる会」では，今後も多くの市民の皆様の様々なご
意見を取り入れて，市民目線の条例づくりを目指します。

行政改革課（☎ 82-1135）

 子どもたちに「税」に対する
理解を深めてもらおうと，１
月 22 日，赤崎小学校 6年生
を対象に開かれた「租税教室」
で，市の税務課職員が講師を
務めました。この「租税教室」
は，税務署を中心に，山陽小
野田・美祢地区租税教育推進協議会が主催するもので，
講師を務めた職員は，ビデオやイラストを使って，学校
や道路など税金で賄われる身近なものを例に挙げながら，
「税」の役割や大切さを説明しました。
　社会保障をはじめ，誰もが安心して暮らせる社会の仕
組みを維持するうえで，「税」はなくてはならないもので
す。少子・高齢化が進み社会全体の仕組みが大きく変わ
りつつある中で，こうした取組みが，次代を担う子ども
たちに「税」の意義・役割を正しく伝えていく場となれ
ばと期待しています。

子どもに伝えたい "税金の話 "

税 金 あ れ こ れ税 金 あ
れ こ

れ税 金 あ
れ こ

れ

■問い合せ先　税務課収納係（☎82-1126）

　毎週水曜日は午後 7時まで「夜間窓口」を開設
しています。税の収納や納税相談を行っておりま
すので，昼間お仕事などで忙しい方は，是非，こ
の機会をご利用ください。

便利な「夜間窓口」をご利用ください

▲「租税教室」のようす

消防こちら

119 消防本部警防課
（☎83-2702）

消防車などの緊急走行へのご協力をお願いします

　消防車や救急車は，火災・救助や救急のために，毎日
のように市内を走り回っています。「うるさい」といっ
た苦情の他に，サイレンが鳴ると「火災ですか？」といっ
た問い合わせも殺到します。
　しかし消防車や救急車の走って行く先には，必ず「助
けを求めている人」が待っています。ピンチの時は「お
互い様」。消防車や救急車の緊急走行に皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

サイレン音でわかる。火災？事故？

救助などにむかう緊急車両は ‶ウ
ーウー” というサイレンを鳴ら
しながら現場にむかいます。

●ウーウー音

火災の場合，消防車はサイレン
と鐘を交互に鳴らしながら緊急
走行します。

●ウーウー・カンカン音

事故・急病・火災などの場合で
も救急車は ‶ピーポー音” を鳴
らします。補助警告音として ‶ウ
ーウー音” も鳴らします。

●ピーポー音

※市消防本部では，ドライバーの皆様に緊急車の接近を，よ
り確実に知らせるため，補助警告音として「イエルプ音（ヒュ
ンヒュン音）」を順次導入する予定です。



「広報さんようおのだ」　2008/3/1－20 － 「広報さんようおのだ」　2008/3/1 －21 －

えがお が いちばん!!
編集室の
ひとりごと

山
やまもと

本凌
りょうや

也くん（6歳）
" ♪ピッカピッカの１年生♬ "になるよ～。
りょうくんがんばってね。（新生二丁目）

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❶ お答えします

担当課　市民課自治振興係（☎82-1142）

「住居表示に伴う本籍
4 4

の変更について」

　自動車運転免許証の住所変更の手続きはどのよ
うにすればよいのですか？証明が必要と聞きまし
たが，その証明書はどこでもらえますか？

（42歳　男性）

【回答❶】
　本籍は，「通知書」には記載していませんが，
本籍が変更になる方については，実施後に市役所
の市民課から別途通知します。「住居表示の証明
書（※ 1）」（本籍用）が必要な方は，実施日以降
に無料で発行いたしますのでご利用ください。

【回答❷】
　運転免許証の住所変更の手続きについては，免
許の更新時期に併せて手続きをしていただいても
差し支えありませんが，変更手続きをされる場合
には，市が送付した「通知書」または市が発行す
る「住居表示の証明書（※ 1）」（住所用または本
籍用）をお持ちになり手続きをしてください。

市 政 Ｑ Ａ＆
　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

質問❷ 「住居表示に伴う住所
4 4

の変更について」

　住居表示が実施される際に配布された「通知書」
には，住所の変更について書かれていましたが，
本籍に関する記載はありませんでした。私の場合，
住所と同じ場所に本籍を置いているのですが，本
籍については変わらないのでしょうか？

（58歳　女性）

【※１】　証明書はいずれも市民課，総合事務所市
民窓口課，南支所，埴生支所，公園通出張所で無

4

料
4

で発行しています。最寄りの窓口で請求してい
ただき，ご希望の枚数分を受け取ってください。

市役所には「率先実行計画推進委員会」というものがあり
ます。職員一人ひとりが “率先” して，地球温暖化防止のた
めに積極的に取り組んでいこうと設置されたもので , 月に 1
回のノーマイカー通勤やコピー用紙の両面使用，お昼休み
の一斉消灯（窓口業務を除く）などすでに実施している “省
エネ対策” も多々あります。そういった中で仕事上の必需品
であるパソコンが何台も稼働している編集室は “環境にやさ
しい” 職場とは胸を張って言えないのですが，パワーセーブ
（パソコンの休止状態のこと）までの時間を短くするなど，
最低限の取組みはしているつもりです・・・冬季の市役所内の
暖房温度も 19度に設定されていますので，編集室のある 1
階は “風通し” が良くて，お昼近くになっても足先が冷たい
という日もしばしばですが，テレビで太平洋のとある島が
水没しつつあるというニュースを見たりすると，「この程度
の寒さぐらい凌

しの
いでいかなければ」と徐々にではあります

が，環境問題に目覚めつつある最近です。でも，2月なのに
テレビの女性アナウンサーが“半袖”の服を着てベラベラしゃ
べっているのを目にすると・・・？（くろ）

市役所本庁で休日窓口サービスを実施します ▼ 3/30 ㈰・4/6 ㈰  9 時～13時
■市民課・税務課・健康増進課・高齢障害課・児童福祉課・学校教育課の主な窓口業務（詳しくは 6Pをご覧ください。）



今月のおすすめ料理
材料（４人分）「豚肉の香味甘辛だれ野菜巻き」

～早春の行楽の一品に～

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（赤崎・本山校区担当）

【1人分栄養価】エネルギー 177kcal ／たんぱく質 16.2g ／脂質 7.7g ／塩分 1.1g

豚肉（かたまり） 300g
　酒 大さじ1
　にんにく 1片
　生姜の皮 適量
　青ねぎ 20g
　塩 小さじ⅕
【甘辛だれ】
　コチジャン・酢・みりん・しょう
　ゆ・砂糖・生姜汁 各大さじ2
白ねぎ・きゅうり 各80g
トマト 120g
サラダ菜 16枚
大葉 8枚

作り方
❶鍋に水 , 豚肉のかたまり ,A を加え , 落としぶた

をして , 中火で 25～ 30分ゆで , 火を止めてそ

のまま10分おく。

❷①を鍋から取り出し薄く切る。

❸Bをよく混ぜて甘辛だれを作る。

❹トマトは薄い半月切りにする。白ねぎは白髪

ねぎ , 大葉はせん切り , きゅうりは板ずりして

3cmのせん切りにする。

❺大皿に豚肉 ,野菜を盛り合わせる。

❻サラダ菜に⑤を巻き甘辛だれを少量かけ , 巻い

て食べる。

☎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）

山陽小野田市
高校サッカーフェスティバル

椿まつり in Ejio
～早春のふれあいを求めて～

▼管理棟
○椿の展示
　（3月 20日㈷～ 30日㈰）
○生け花の展示
○薄茶席
○各種バザー・各種体験

第16回

西日本の 2 府 12 県から 50 校（県内 14 校）, 約
1800 人の選手が参加予定です。
※参加校については，市ホームページをご覧ください。
　（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）

●問い合せ先　都市計画課（☎82-1162）
●問い合せ先
　山陽小野田市体育協会（市民体育館内　☎ 84-2430）

第 27回

●と　き　3月 23日㈰　10:00 ～ 15:00
●ところ　江汐公園（管理棟・グリーン広場）

●と　き　3月 20日㈷～ 23日㈰
●ところ　県立おのだサッカー交流公園ほか

▼グリーン広場
○早春のふれあい

オン・ステージ
○もちまき
○お楽しみ抽選会（13:00予定）
○フリーマーケット

A

B

（）

山陽小野田市物産展

　■問い合せ先　山陽小野田観光協会（商工労働課内　☎82-1151）

市内外の特産品が大集合！

と　き

ところ

3月 22日㈯・23日㈰

山陽オート

9：30～ 16：30

（大屋根子ども広場東側）

●ページ上の無料入場券を切り取ってお持ちください。
　（16歳以上の方 1人につき 1枚必要です。）

●内容

•ナルトビエイ試食コーナー（11：00～ 各日先着200人）
•カニ汁無料配布コーナー（12：00～ 各日先着300人）
•海産物・農産物販売
•林産物販売（竹細工・しいたけ・そば等）
•山陽小野田市特産品市
•オートレース場設置市特産品販売
　（船橋・川口・伊勢崎・浜松・飯塚）

•山陽小野田市姉妹都市特産品販売（秩父市）
•観光名所パネル展示
　（山陽小野田市 , 秩父市 , レッドクリフ市）

※特産品を購入された方 , 各日先着 250 人にマイ
バッグを進呈します。

山陽オート無料入場券
3/22　23山陽小野田市

物産展 有効日
土 日

※ 16 歳以上の方 1人につき 1枚必要です。

山陽オート無料入場券山陽オート無料入場券
3/22　23山陽小野田市

物産展 有効日
土 日

※ 16 歳以上の方 1人につき 1枚必要です。

3/22　23山陽小野田市

物産展 有効日
土 日

※ 16 歳以上の方 1人につき 1枚必要です。


