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資源ごみの売却収入
【12月分】

3,582,590 円
【令和3年度累計】

30,412,104 円

指定ごみ袋手数料収入
【12月分】

1,630,042 円
【令和3年度累計】

12,427,290 円
今号に掲載している情報は、2 月 8 日時
点の情報です。今後、新型コロナウイル
ス感染症の状況によって、イベントや行
事の中止・延期など、掲載した内容が変
更される場合があります。
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10  スマイルエイジング
　　こちら市民病院です

山陽小野田市民憲章
みんなのちかい

私たちは、先人のこころを受け止め、
住みよいまちをめざして、 
ここにちかいをたてます。

一、このまちの未来のために自ら考えます。
一、このまちの未来のために汗を流します。

そして、このまちを愛します。
（平成 19 年 3 月21 日告示）

表紙の説明目 次C O N T E N T S目 次

発行 / 山陽小野田市
〒 756-8601　山陽小野田市日の出一丁目 1-1
☎ 0836-82-1111〈代表〉
編集 / シティセールス課　☎ 0836-82-1148
　 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

ki-kouhou@city.sanyo-onoda.lg.jpマイナンバーカード（1月 1日現在）

人口に対する交付枚数率 43.1％（＋ 0.9）

〈参考〉総務省ホームページ：（　）は前月との比較

　1月 29 日、高泊地区にある

縄地ヶ鼻公園では、紅梅が咲き

始めていました。訪れた人は花

を写真に撮るなどして、一足早

い春を楽しんでいました。園内

には約 30本の紅白の梅の木が

植えられており、3月上旬まで

観賞できます。

　また、3月上旬には約 3万本

の水仙を園内のいたるところで

楽しめます。ぜひ、散策してみ

てください。
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

　無症状の人は、県が実施している無料の検査を受けることができます。

　3 回目の接種時期は、2 回目の接種日から 8 か月を経過した後とされていましたが、国から最大
で 6 か月まで前倒しにすることができるとの方針が示されました。
　これを受けて接種券を順次前倒して発送しています。65 歳以上の人が優先になりますが、接種券
が届いた人は、接種日に 18 歳以上であれば 3 回目の接種を受けることができます。
※接種券に記載された 8 か月を経過する日付まで待つ必要はありません。　
　現在薬事承認をされているワクチンは、1・2 回目と異なる種類であっても十分な効果と安全性が
確認されており、早く接種できるワクチンを接種することをお勧めします。

新型コロナウイルス相談検査体制（PCR検査等）

3回目の新型コロナワクチンの接種開始時期を前倒しします

■新型コロナ集中 PCR 検査（郵送方式）を実施しています〈検査費用：無料〉

対 象 県内に住所を有し、感染に関して不安を覚える無症状の人

期 限 令和 4 年 2 月 28 日㈪

検査方法 だ液自己採取方式

申込方法 申込先に電話で申し込んでください。検査キットを郵送します。

申 込 先 【山口県受付窓口】☎ 083-920-5670（月〜土曜日 10:00 〜 17:00 ※祝日を除く）

【市受付窓口】健康増進課 ☎ 71-1814 （平日 8:30 〜 17:15）

■県が無料検査所（来所・オンライン）を開設しています

症状の

ない人

検査所では、「抗原定性検査」または「PCR 検査」のどちらかを受検できます。
検査所や開設日時等は県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/corona/vtpkensataisei.html 【県 HP】

◦山口県受診・相談センター
♯ 7700（短縮ダイヤル／ 24 時間対応）　☎︎ 083-902-2501（専用ダイヤル／ 24 時間対応）

◦健康増進課　☎︎ 71-1814（平日 8:30 〜 17:15）

　発熱等の症状がある場合は、下記のとおり相談または受診をお願いします。

◉かかりつけ医のある人　まずはかかりつけ医に電話で相談してください。
　かかりつけ医の受診が難しい場合は、医師から近隣の受診可能な医療機関のご案内があります。

◉かかりつけ医のない人
　県が指定している「診療・検査医療機関」に電話で相談してください。
※診療・検査医療機関とは、発熱等の症状がある人が診療・検査体制の整った医療機関
を適切・確実に受診していただくことを目的に、県が指定した医療機関のことです。
診療・検査医療機関一覧は、市ホームページからご覧いただけます。

◉相談する医療機関に迷うときは
　相談窓口までご連絡ください。近隣の受診可能な医療機関をご案内します。

発熱等の症状がある場合は相談または受診を！
症状の

ある人

【医療機関一覧】



【ワクチンナビ】
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商品券（スマイルチケット）
の使用期限が間近です！
　使用期限を過ぎると商品券は使用でき
なくなります。期限までに使用してくだ
さい。なお、商品券は、現金（電子マネー
を含む）との引き換えができません。

【使用期限】 令和 4 年 2 月 28 日月
問商工労働課（☎ 82-1150）

お忘れ
なく！

感染症に関する症状や感染予防、検査方法等について、専従スタッフによる助言や情報提供が受けられます。

ワクチン接種に関する質問を受け付けます。副反応や有効性・安全性など医療関連の相談は、山口県ワクチン接種専
門相談センター（☎︎ 083-902-2277、毎日24 時間対応）へ。 ☎︎ 0570-050-062【平日 8:30 〜 17:15】

▪山口県受診相談センター

▪山陽小野田市ワクチン接種コールセンター

感染予防・健康に関する相談・ワクチンに関する相談等について、受け付けています。

♯7700（IP 電話、ひかり電話など  ☎︎083-902-2510）【毎日 24 時間対応】

◉健康増進課　☎︎ 71-1814　FAX 39-5624【平日 8:30 〜17:15】
▪市の健康相談窓口

2 月 19 日㈯
ベビスマフェスタ〜繋〜
※当日のイベントを中止し、フォトコンテストの

みオンラインで開催します。

2 月 20 日㈰ 消費者問題・空き家セミナー＆空き家相談会

2 月 23 日㈷
澤クヮルテットバレンタインコンサート
※今後の開催については、状況を見て改めてご案

内します。

3 月上旬 第 24 回厚狭寝太郎の里おひなさまめぐり

3 月 6 日㈰ 山陽小野田ふるさと凧あげフェスティバル

中止のイベント

新型コロナワクチン接種の総合案内サイト「ワクチンナビ」
　コロナワクチンナビでは、新型コロナワクチンの接種会場を探せるほか、接種を
受ける方法などの情報を提供しています。開業医の予約状況も確認できます。

コロナワクチンナビ（厚生労働省）▶ https://v-sys.mhlw.go.jp

新型コロナワクチンの Q & A
新型コロナワクチンに関して、お問い合わせが多い質問を Q&A で紹介します。

Q体調が悪くなった等でワクチン接種をキャンセルする場合はどうしたらよいですか？
A下記までキャンセルの連絡をお願いします。
　●前日までのキャンセル　【開業医で予約】直接医療機関に連絡
　　【公的病院・集団接種で予約】山陽小野田市ワクチン接種コールセンター（☎︎ 0570-
　　050-062）またはWEB予約（https://v-yoyaku.jp/352161-sanyoonoda）で連絡
　●当日のキャンセル
 　　【開業医・公的病院で予約】直接医療機関に連絡　　【集団接種で予約】健康増進課（☎︎71-1814）
※公的病院・集団接種、開業医一覧は1月15日号広報「さんようおのだ」5ページまたは市ホームページをご覧ください。

Q小児ワクチン（5〜11歳）が始まると聞きました。市ではいつ頃から開始しますか？
A現在、接種開始に向けて準備を進めています。詳細が決まり次第、個別通知または市ホームペー
ジ等で知らせします。

Q濃厚接触者になったのですが、どのようにしたらよいですか？
A待機期間は、陽性者との最終接触日の翌日から7日間（8日目に解除）になります（2月8日現在）。
自宅で待機し、外出は自粛してください。症状がない人は、PCR検査等を受けることができます
ので、3ページ「新型コロナウイルス相談検査体制（PCR検査等）」をご覧ください。症状がある
人は 3ページ「発熱等の症状がある場合は相談または受診を！」をご覧ください。

【WEB 予約】
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「
春
の
花
壇
コ
ン
ク
ー
ル
」
参
加
者
募
集 問・ 社会教育課（☎82-1203　 84-8691）

　市では、花の生育を通じて地域のコ
ミュニティの結びつきを強め、協働に
よるまちづくりをすすめるため、花いっ
ぱい運動を展開してます。毎年、春と
秋に花壇コンクールを開催しています
ので、地域やご自宅で花を育てている
みなさん、ぜひ参加してください。
◎対象
　市民、市内の教育機関（幼稚園、保育

園を含む）、企業、各種団体
※プランターも参加の対象となります。

なお、花の種類や植え方に関する制
限はありません。
◎申込期限・方法
　3 月 11 日㈮までに社会教育課、各公

民館に備え付けの申込書に記入し提出

　（FAX、 E-mail でも可）
※申込書は市ホームページからダウン

ロードすることもできます。
◎審査日　4 月上〜中旬
※参加者には後日お知らせします。
◎各賞
　最優秀賞、優秀賞、努力賞、新人賞
※受賞者には賞品を贈呈します。

◉うちの自慢の “春 ”花壇 2022

昨年の「最優秀賞」

S
M

ILE
 LIF

E

〜
山
陽
小
野
田
市
移
住
定
住
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
〜 問シティセールス課（☎82-1241）

　3 月中旬に開設予定の山陽小野田市移住定住ポータルサイトを広く市内外に PR
するため、インスタグラムキャンペーンを行います。みんなの笑顔や市内のお気に
入りスポットを発信して「スマイルシティ山陽小野田」を PR しよう！応募者には抽
選で 6 人に市の名産品が当たります。応募方法は次のとおりです。

※投稿された写真は市の PR に活用します。使用権は市に帰属しますが、目的以外には使用
しません。笑顔の写真は被写体のご了承を得たうえで投稿してください。

※当選者には、ダイレクトメッセージで連絡します。非公開アカウントの場合は応募対象外です。

◉笑顔やお気に入りスポットを投稿しよう！

移住定住アカウント
をフォロー

「山陽小野田市で見つけた笑顔」
「私のスマイルスポット」
をテーマに撮影！

「# スマイルさがそう」
をつけて投稿！

【投稿期限】3/21 ㊗@sanyo.onoda.iju

STEP

1
STEP

2
STEP

3

投
稿
！

Smile♥ 
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3月 1日㈫〜 7日㈪は
春季火災予防運動実施期間

〜おうち時間
家族で点検 火の始末〜

　空気が乾燥し火災が起こりや
すい時季です。火の取扱いには
十分注意しましょう。

■住宅用火災警報器を
設置していますか？

　住宅用火災警報器は
寝室および階段（寝
室が2階以上の階にあるとき）
への設置が義務付けられてい
ます。設置していたことで火
災に早く気付き、大事に至ら
なかった事例が報告されてい
ます。早めに設置しましょう。

■定期的に住宅用火災警報器の
　点検をしましょう
◦年に2回は作動確認
◦設置から 10 年を目安に交換
を検討

問宇部・山陽小野田消防局予防課
（☎ 21-7699）

指定給水装置工事事業者の指定

　令和 4 年 1 月 17 日付けで、
次の業者を市指定給水装置工事
事業者に指定しました。

◦株式会社遠藤設備
山口市泉都町 4 番 5 号

（☎ 083-902-8282）

問水道局総務課（☎ 83-4111）

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・在職者のチーム

（野球部員である高校生を除く）

◦登録料　40,000 円

◦申込期間　随時

※申込時期により参加ができる

試合に制限があります。

■ソフトボール
◦対象　18歳以上の男女のチーム

（高校生を除く）

◦登録料　20,000 円

◦申込期限　3 月 1 日㈫（必着）

◦申込方法　電話

問・ 市体育協会事務局（文化ス

ポーツ推進課内　☎82-1116）

ねんりんピック山口2022
（山口県健康福祉祭）

■美術展
◦対象　県内在住で昭和 38 年

4 月 1 日以前生まれのアマ

チュアの人が創作した未発表

作品（出品は 1 人につき 1 点）

◦開催期間
　6 月 4 日㈯〜 6 日㈪

◦場所　防府市地域交流センター

◦募集部門　日本画、洋画、彫刻、

工芸、書、写真

◦申込期限・方法　3 月 24 日㈭

までに高齢福祉課、山陽総合事

務所、南支所、埴生支所、公

園通出張所、厚陽出張所に備

え付けの出品票に記入し提出

※作品は後日提出してください。

※出品票は県ホームページから

ダウンロードすること

もできます。

問・ 高齢福祉課（☎ 82-1173）

■スポーツ文化交流大会
開催日、開催場所、受付期間、

申込先は、種目によって異なり

ますのでお問い合わせください。

問山口県生涯現役推進センター

（☎ 083-928-2385）

J2 リーグ開幕
レノファ山口 FC
を応援しよう！

◦日時　2 月 20 日㈰　13:30 〜

◦場所　維新みらいふスタジアム
（山口市）

◦対戦相手　ロアッソ熊本
※チケット販売など、詳しくは

レノファ山口 FC
公式ホームページ
をご覧ください。

問文化スポーツ推進課
（☎ 82-1116）

人権擁護委員をご存知ですか

　本市には、市長が推薦し法務
大臣から委嘱された人権擁護委
員がいます。人権擁護委員は、
地域のみなさんが人権について
関心を持ってもらえるように啓
発活動を行ったり、人権相談を
受けたりする等の活動を行って
います。

有田 光枝 能勢 俊勝

藤永 美枝子 荒川 栄子

草田 和枝 青木 恵子

佐々木 宏志 江中 幸夫

長岡 忠男

※太字は、1 月 1 日付けで新たに
法務大臣から委嘱された人です。

問山口地方法務局宇部支局
（☎ 21-7211）

山陽小野田市おもてなし
サポーター研修会

　市内の観光地やイベントの情
報等を提供できる人材を育成す
るため、研修会を開催します。
◦対象　市内に所在する事業所

もしくは団体または市民
◦日時
　3 月 10 日㈭　13:00 〜 17:00
◦集合場所　市役所正面玄関前
◦内容　現地研修
※マイクロバスで市内の観光地

を巡ります。
◦受講料　無料
◦定員　9 人（先着順）
◦申込期限・方法
　3 月 3 日㈭までに電話で申込み
問・ シティセールス課

（☎ 82-1151）
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問問い合わせ先　 申込先　 提出先　 E-mail　 ホームページ

地域包括支援センター
運営協議会委員の公募

　地域包括支援センターの業務

について、市では地域包括支援セ

ンター運営協議会において、評価

を行うことで、センターの適切か

つ中立な運営の確保を目指して

います。広くみなさんの意見を反

映するため委員を募集します。

◦応募要件
　介護保険第１号被保険者であ

る 65 歳以上の市民（国・地方

公共団体の議員・職員は除く）

で、原則として、委嘱・任命

を受けている市の協議会等の

数が 5 以内の人（当協議会を

含め、新たに任命を受ける予

定の協議会等を含む）

◦報酬
　会議 1 回につき 4,000 円

◦募集人数
　1 人（委員全 12 人中。応募多

数の場合は書類選考）

◦任期　4 月 1 日から 2 年間

　（会議は年 2 回程度開催）

◦応募期限・方法
3 月 11 日㈮（消印有効）まで

に高齢福祉課、山陽総合事務

所、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（「地域包括支援

センターの業務等に関する意

見・提言」を 800 字程度にま

とめたもの）を添えて提出

（郵送、FAX、E-mail でも可）

※応募用紙は市ホームページか

らダウンロードすることもで

きます。

※提出書類は返却しません。

◦選考結果　直接本人に通知

問・ 〒 756-8601

　山陽小野田市役所　高齢福祉課

（☎ 82-1149　 82-1138）

korei-fukushi@city.sanyo-

onoda.lg.jp

※④は、③の「読んでいない」人を除く 316人が回答しています。

広報活動に関する市民アンケート集計結果

　広報活動に関してご意見を伺い今後の参考とするため、アンケートを実
施しました。ご回答いただいたみなさん、ありがとうございまし
た。結果を参考に市民の視点に立った広報活動を進めます。なお、
アンケート結果の詳細は市ホームページに掲載しています。

◎実施期間　令和3年 8月　　◎実施対象　1,200人（20歳以上）
◎回答数　343人（うちネット回答数71人）　　◎回答率　28.6％
問シティセールス課（☎ 82-1148）

■市の広報全般
①現在の広報活動についてどう

思いますか？

人数
満足 31
どちらかといえば満足 174
どちらかといえば不満 38
不満 5
わからない 69
無回答 26

計 343

④ページ数（情報量）は？
人数

ちょうどよい 273
少なく感じる 18
多く感じる 23
無回答 2

計 316

■広報「さんようおのだ」
③広報紙を読んでいますか？

人数
毎号読んでいる 214
ときどき読んでいる 101
読んでいない 27
無回答 1

計 343

②どの広報手段（媒体）に力を入れ
て欲しいですか？（複数回答可）

人数
広報「さんようおのだ」 234
市ホームページ 137
回覧板（チラシ） 120
テレビ 72
SNS 66
新聞 24
ラジオ 18
その他、無回答 14

計 685

■市ホームページ
⑤市ホームページを見ますか？

人数
定期的に見る 17
欲しい情報があるとき
だけ見る 192

見たことがない 127
無回答 7

計 343

■市公式 SNS　⑥利用したこと
のある SNS は？（複数回答可）

人数
利用したことがない 269
市公式フェイスブック 20
市公式ユーチューブ 12
市公式ツイッター 8
無回答 39

計 348

■市では SNS を活用して情報発信しています！
　生活に役立つ市政情報や市の魅力を発信中！ぜひご利用ください。

facebook TwitterYouTube

見てね！



情報ひろば もっと知りたい！ 市の情報

in fo rmat ion

マイナちゃん

さんようおのだ8

市民意見公募制度（パブリックコメント）意見募集

■第 3 期山陽小野田市教育大綱（案）
本市の教育をより一層充実させ、地域を支える人材を育成するため、目指すべき姿とその実現に向けた方向
性を示す指針として、第 3 期となる教育大綱を策定します。

問・ 〒 756-8601　山陽小野田市役所　企画課（☎ 82-1130　  83-2604）
　 kikaku@city.sanyo-onoda.lg.jp　　◦募集期限　3 月 11 日㈮（必着）
■山陽小野田市教育振興基本計画（案）

本市の教育大綱に掲げた理念・目標の実現に向け、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定します。
問・ 〒 756-8601　山陽小野田市役所　教育総務課（☎ 82-1200　  84-8691）
　 k-soumu@city.sanyo-onoda.lg.jp　　◦募集期限　3 月 11 日㈮（必着）
■山陽小野田市再犯防止推進計画（案）

本市における再犯防止に関する施策を計画的に推進するための基本となる計画です。
問・ 〒 756-8601　山陽小野田市役所　社会福祉課（☎ 82-1174　  81-5695）
　 shakai@city.sanyo-onoda.lg.jp　　◦募集期限　3 月 16 日㈬（必着）
◦意見を提出できる人
　市内に在住する人、市内に事務所（事業所）を有する個人・法人・団体、市内に勤務または通学する人
◦閲覧場所　山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所、厚陽出張所または各提出先
※市ホームページで閲覧することもできます。
◦意見の提出方法
　郵送、FAX、窓口または E-mail で提出してください。また、書面の様式は任意としますが、住所、氏名（団

体の場合は事務所の所在地、団体名および代表者氏名）および電話番号を明記してください。
※住所・氏名等が公表されることはありません。
◦意見等の公表
　いただいた意見等は、内容を検討し、市としての考え方を示したうえで公表します。ただし、賛否のみを記

した意見、当該計画の内容に合致しない意見、住所・氏名等を記していない意見等は公表しません。なお、
類似の意見はまとめて公表することがあります。また、提出された意見等に対する個別の回答はしません。

問市民課（☎ 82-1140）　市民窓口課（☎ 71-1513）

受付期限 3 月 15 日までの毎週火・木曜日

マイナンバーカードの受取りは市民課・市民窓口課まで！

必要書類 本人確認書類（運転免許証、健康
保険証等）、通知カード

受付時間 9:30 〜 13:00

予約なしでその場で申請。この機会にぜひ！

市民課・市民窓口課で随時受付

〈平日〉8:30 〜 17:00
※土・日曜日、祝日を除きます。

〈夜間〉本庁のみ：毎週水曜日
　17:15 〜 18:30

〈休日〉原則毎月第1・4日曜日
　9:00〜 12:00（要申込み）

in  厚狭税務署

マイナンバーカード出張申請

手続き

カンタ
ン！

専用タブレットで職員が顔写真を撮影



そーっと覗いて見てみよう！ 市内のあんなことやこんなこと♪

SCENE 1

■株式会社藤井商会
〈本　社〉高栄二丁目 1 番 14 号
〈代表者〉代表取締役　藤井 一郎
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小野田・楠企業団地へ進出
市と藤井商会が協定を締結

株 式会社藤井商会が小野田・楠企

業団地における新事業所の建設

を決定し、1 月 26 日、市役所で協定

調印式が行われました。同社は昭和 25

年に石炭の卸売を主として創業し、現

在は包装資材であるフレキシブルコン

テナバッグの製造・卸売を主力に事業

を行っています。調印式は高林謙行県

企業立地統括監の立会いのもと行われ、

藤田剛二市長は「新事業所建設を期に

更なる発展を期待している」とあいさ

つ。藤井一郎代表取締役は「将来的に

本社の移転も視野に入れ、企業団地を

有効活用したい」と抱負を述べました。

SCENE 3

有 帆公民館が発行する公民館だより「ありほ」

が、令和 3 年度山口県公民館報コンクールで

優秀賞を受賞し、1 月 24 日、市役所で受賞報告会

が行われました。広報委員を務めた安藤一さんは「公

民館だよりを読んで、公民館を訪れてもらうきっか

けになればと心がけて作った」と喜びを語りました。

公民館だより「ありほ」
県公民館報コンクール優秀賞受賞

左から藤田市長、高林県企業立地統括監、藤井代表取締役

左から有帆公民館古本瑞穂主事、山本晃館長、安藤さん、
長谷川裕教育長

人命と文化財を守る
文化財防火訓練

SCENE 2

1 月 21 日、文化財防火デーを前に、火災か

ら人命と文化財を守るための訓練として、

歴史民俗資料館で来館者の避難や文化財の搬出、

消防車での放水などを実施しました。小野田小

学校 3 年生も訓練に参加し、館内から安全にす

ばやく落ち着いて避難する方法を学びました。
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みんなでのばそう！  健康寿命！

スマイルエイジンスマイルエイジンググ

こちらこちら市民病院市民病院ですです

問山陽小野田市民病院（☎ 83-2355）　https://sanyo-onoda-city-hosp.jp

市民病院から耳よりな情報を市民病院から耳よりな情報を
市民のみなさんにお届けします。市民のみなさんにお届けします。

新型コロナワクチン追加接種
　新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回
目）の遅れの理由の一つとして、初回接種（1
回目と 2回目）と同じファイザー社のワクチ
ンを希望しても、予約できず見合わせている
人がいるということがあります。全員に希望
するワクチンが行き渡らないという供給量の
問題です。2回目の接種で副反応を経験し、3
回目はもっとひどくなるのではと心配されて

いる方も多いと思います。市民病院の職員は、
昨年 12月初回接種と同じファイザー社のワ
クチンを追加接種しました。注射部位の腫れ
や熱感、発熱や倦怠感などの全身症状は 2回
目と比較してほとんど差がありませんでした。
初回接種がファイザー社で追加接種をモデル
ナ社にした場合の副反応はどうかというデー
タは海外を見てもあまりありませんが、ファ
イザー社を接種する場合と大差ないと思われ
ます。追加接種のモデルナワクチン量は初回
接種時の半量となるため、むしろ副反応は軽
くなる可能性があります。ワクチンを選ぶこ
とよりも、早く接種することをお勧めします。

　市では、スマイルエイジングパーク事業と
して、公園で運動を楽しめる環境を整備して
います。健康遊具を須恵健康公園、江汐公園、
東下津河川公園に設置しています。3 月末に
は、厚狭川河畔寝太郎公園ゆめ広場にも健康
遊具を設置します。公園によって異なる健康
遊具を活用して、スマイルエイジングを目指
しましょう！

背筋・腹筋の強化

腹筋の強化・
足腰の柔軟性の向上

脚力・瞬発力の強化

肩部の強化・ストレッチ

腕力・腹筋力の強化脚部の強化

●❶ぶらさがり

●❸腹筋ベンチ

【健康遊具】【YouTube】

●❺サイクリングベンチ

●❷ジャンプタッチ

●❹ショルダートレーニング

●❻アームストレッチ

▪健康遊具で筋力アップを目指そう！
　「体を動かすこと」で体力づくりはもちろん、
生活習慣病などの病気の予防につながります。
また、筋力アップや脚力を強くすることで、
ロコモティブシンドローム（運動
器の衰えにより、日常生活の動
作が困難になる状態）の予防にも
つながります。

▪健康遊具の使い方を分かりやすく紹介
　健康遊具の使い方は「山陽小野田市公式動
画チャンネル」または
市ホームページ等で、
紹介しています。

▪健康遊具（江汐公園）の紹介

自分のペースで無理なく体を動かしましょう！

　スマイルエイジングとは、スマイルの源となる「心身の健康」を保ちつつ、誰もが笑顔で年を重ねていくことで、
「健康寿命の延伸」を目標とするものです。このコーナーでは、スマイルエイジングの「知

しるまもる

守」「食事」「運動」「交
流」の 4 つの分野の市民の「チャレンジ目標」について、詳しくご紹介します。　  問健康増進課　☎71-1814 

【市民のチャレンジ目標】毎日体を動かそう！運 動
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中央図書館 ☎ 83-2870　㊋〜㊎ 9:30 〜 19:00、㊏・㊐ 9:30 〜 17:00　 cyuo-library@city.sanyo-onoda.lg.jp 
赤崎分館 ☎ 88-1138/ 高千帆分館 ☎ 83-3212　 ㊋〜㊎ 13:00 〜 17:00、㊏・㊐ 9:30 〜 17:00
厚狭図書館 ☎ 72-0323　㊋〜㊎ 9:30 〜 19:00、㊏・㊐ 9:30 〜 17:00　 asa-library@city.sanyo-onoda.lg.jp 

【休館日】中央：2/14 〜28、3/3・7・14・21・28　厚狭：2/14 〜28、3/7・10・14・21・28

昨年、実業家の前澤友作氏が日本の民間人として
初めて国際宇宙ステーション（ISS）に滞在し、宇宙
旅行をぐっと身近に感じた方もいらっしゃったの
ではないでしょうか。今回おすすめする本は、地
球を飛び出し、宇宙をエリアにしたガイドブック
です。宇宙旅行シミュレーションの
ページはなかなかの臨場感です。い
くつかの旅行プランを紹介している
ので、みなさんそれぞれに、どれに
しようかと妄想を膨らませるのも楽
しい一冊です。ぜひご一読ください。

この本は「ハリーポッターと死の秘宝」の物語から19
年後の話です。主な登場人物はハリーとジニー、そ
してハリーの息子のアルバス・セブルスポッター、
その親友のスコーピウス・マルフォイです。今作は「逆
転時計」を使い、過去をさかのぼるため、ハリーポッ
ターシリーズを読んだことがある人は
物語がすんなり頭に入ってくると思い
ます。さらにこの本は会話形式で進む
ため、普段小説を読まない人でも非常
に読みやすいと思います。興味を持っ
た方にはぜひ読んでみて欲しいです。

司書のおすすめの一冊 私のおすすめの一冊

中央図書館 司書　後藤 美結樹 小野田工業高等学校　3 年
上田 真宗さん

「夢の宇宙旅行
完全ガイド」

宝島社
村沢 譲　監修

「ハリーポッターと
呪いの子」

静山社
J.K. ローリング　著

図書館
HP

EVENT このイベントに注目！

http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp

映写会〜懐かしの映画〜

休館中も電子図書館を
ご利用いただけます
システム更新および館内
整理のため、図書館は 2
月 28 日㈪まで休館していますが、
電子図書館の利用登録をしている
人は電子図書館をご利用いただけ
ます。「山陽小野田市電子図書館」
で検索するか、右下の QR コードか
らアクセスしてください。
※休館中は図書館ホーム

ぺージは閲覧できません。

　　　3/18 ㈮ ▶ 13:30 ～（高校生以上）
『椿姫』字幕

厚狭

中央　　　3/20 ㈰ ▶ 14:00 ～（高校生以上）
『ガス燈』字幕

上映会「星よりも、遠くへ」 〜震災の日の星空と被災者
とのつながりを描いたプラネタリウム版ドキュメンタリー〜

日時：3 月 6 日㈰　13:30 〜 15:00
場所：2 階視聴覚ホール
内容：仙台市天文台が制作した番組の上映

と東日本大震災に係る朗読会
定員：50 人（先着順）　　参加料：無料
申込方法：中央図書館窓口または電話

（FAX、E-mail でも可）

●中央図書館

「子どもの育ちと家族の関わり」
（放送大学連携公開講座）
日時：3 月 13 日㈰　13:30 〜 15:00
場所：2 階視聴覚ホール
講師：春日 由美（放送大学山口学習セン

ター客員准教授）
定員：30 人（先着順）
受講料：無料
申込方法：中央図書館窓口または電話（FAX、E-mail でも可）



えがおが
 いちばん！！

厚狭 杜のまち

★対象：小学校就学前までのお子さん
①お子さんの写真（プリントしたものま
たはデジタルデータ）②お子さんの名前
（ふりがな）③生年月日④年齢⑤性別⑥
親の名前⑦郵便番号⑧住所⑨電話番号⑩
15文字程度のコメントを記入
した申込書を添えて提出
（郵送、E-mail でも可）

〒756-8601山陽小野田市役所
シティセールス課広報係（☎82-1148）

　旧山陽道から厚狭駅に向かって伸びる厚狭商店街には趣
のある建物やお店が並ぶ。村上さんが代表を務めている「厚
狭 杜のまち」とは、「歩いて楽しめるまち」をコンセプトに、
まち筋に木々を増やし、自然の中でまちの魅力を知っても
らおうと活動する団体だ。活動の一つとして、古民家を活
用したおひなさまの展示や商店街を巡る小学生を対象とし
たスタンプラリー、「厚狭駅周辺町あるき」マップの作成な
ども行い、まちと人との繋がりを創る一役を担っている。
　設立の一番の契機となったのは平成 22 年（2010 年）7 月
に発生した厚狭の水害。被害を受けた家屋は多くが解体さ
れ、空き地が増えたことで商店街が寂しくなった。まちを
元気にする方法はないかと、空き地を活用し、小さな公園
をイメージしたポケットパークの整備を考えた。
　「活動するにあたって、当初は懐疑的な意見が多かった。
専門家にも公園を作るのは現実的でないと言われたが、諦
めるのではなく、むしろ絶対にやってやろうという気持ち
が強くなった」と話す。ただし、問題は山積みだった。メン
バー集めでは、声をかけても良い返事をもらえないことも
あった。それでも「面白そうやね。一緒にやろうか」という
仲間の言葉に助けられてここまでやってこれた。当初は資
金の援助もなかったため、最初のポケットパークはメンバー
で出資し、ベンチや机は木材を調達して手作りした。
　村上さんは「知恵を出し、ないものは作ればいい。そこに
は一から作る面白さがある。面白いと思ったら
行動する。そしてその積み重ねで厚狭のまちを
もっと面白いまちにしていけたら」と微笑んだ。

山
やました

下 快
か い と

斗 くん（7 か月）
今年も笑顔で過ごせますように☆

若
わかまつ

松 美
み つ き

月ちゃん（1歳）
元気いっぱいに大きくなってね

Profile・山陽小野田市出身。光市の巽設計コンサルタントに
60 歳定年まで勤め、定年後は実家の石材店を引き継ぐ。自
身の建築事務所を経営する傍ら「厚狭 杜のまち」の代表を務
め、教師や住職、酒屋、英会話教師、医者、陶芸家などのメ
ンバーで活動している。現在ポケットパークは 2 か所。休憩
スポットやイベントの会場としてまちに彩りを添えている。

▲ポケットパーク 3 号地
　（さくらほっとパーク）

▲厚狭 杜のまち発行
　「厚狭駅周辺町あるき」マップ

厚狭のまちを面白く「厚狭 杜のまち」代表

村上 武利 さん
MURAKAMI TAKETOSHI
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