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河本芽郁さんが最優秀賞
少年の主張コンクール県大会

　中学生を対象とした令和4年度の少年

の主張コンクール県大会で小野田中学校2

年生の河本さんが最優秀賞を受賞し、8月

31日、市役所で、長谷川裕教育長に受賞

の報告をしました。

　8月20日に山口市で開催された県大会

では、審査で選ばれた8人が発表。河本

さんは学校運営協議会の熟議で、地域のみ

なさんが地域や学校に愛着を持っている

こと、自分も地域の一員であることに気付

かされた経験を基に、「未来へのバトンは

私達に」というテーマで発表。地域から愛

される学校を目指すこと、次代を担う地域

の一員になることを誓いました。

　報告会で河本さんは「発表するまでは不

安だったが、発表が始まったら自分の世界

に入り込み、堂々と思いを伝えることがで

きた」と話し、長谷川教育長は「自分の意

見を主張できることはとても大切なこと。

地域の一員としての自覚が芽生えている

ことも素晴らしい」と称えました。

　同大会は物事を論理的に考える力や、自

らの主張を正しく伝え、理解してもらう力

などを身につけることが目的。発表内容は

家庭、学校生活、社会との関わり、未来へ

の希望などで、今年度は15校890人の

応募がありました。河本さんが中国・四国

ブロック代表に選ばれた場合、11月に開

催される全国大会に出場します。

左から河本さん、長谷川教育長

複合施設の設備を説明する山本職務執行者

　LABVとは、自治体が市有地を現物出

資し、民間事業者等が資金出資してつく

る事業体が、公共施設と民間収益施設を

複合的に整備・運営する事業手法で、全

国でも先進的な取組です。今回、9者（下

枠参照）が山陽小野田LABVプロジェクト

合同会社を設立。8月 30日にセントラ

ルホテルで記者会見が行われ、関係者11

人が出席しました。藤田剛二市長は「本市

の未来を切り開くこのプロジェクトを力

強く推進したい」と話し、山本計至合同会

社職務執行者は「ハード面だけでなくソ

フト面にも力を入れ、市に溶け込む施設

運営をしたい」と思いを述べました。

　本プロジェクトは、商工センター跡地

を活用した複合施設の整備をはじめ、そ

こから半径1㎞エリアの複数の事業候補

地で連鎖的に事業を実施し、居住・交流

人口の増加やまちの活性化、エリア価値

の向上を目指します。複合施設には市民

活動支援センター、小野田商工会議所、

山口銀行小野田支店、山口東京理科大学

の学生寮などを整備し、令和6年（2024

年）からの供用開始を目指しています。

LABV プロジェクト始動
商工センター跡地の再開発と周辺整備

山陽小野田 LABV プロジェクト合同会社

山陽小野田市、小野田商工会議所、山口銀
行、合人社計画研究所、大旗連合建築設計、
前田建設工業、富士商グループホールディ
ングス、長沢建設、エヌエステクノ
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資源ごみの売却収入
【7 月分】

4,805,205 円
【令和 4 年度累計】

17,567,311 円

指定ごみ袋手数料収入
【7 月分】

1,064,226 円
【令和 4 年度累計】

5,867,231 円

表紙の説明目 次C O N T E N T S目 次

　山陽小野田市 LABV プロジェ

クトの記者会見を 8 月 30 日、

セントラルホテルで開催しまし

た。このプロジェクトは、商工

センター跡地に複合施設を整備

し、その周辺エリアの事業候補

地の開発を行うことで、居住・

交流人口の増加や、まちに活気

を生み出すことを目的としてい

ます。詳しくは 2ページで紹介

しています。

今号に掲載している情報は、9 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。

今号に掲載している情報について

02  まちの「今」をお届けします

03  目次・表紙の説明

04  スマイルハロウィンさんようおのだ 2022

08  情報ひろば

11  さんようおのだウォッチング

13  図書館つうしん

14  SMILE UP ！
　　えがおがいちばん‼︎

06  高泊地区デマンド型交通（予約型乗合
　　タクシー「とまり号」）運行開始

12  スマイルエイジング
　　すくすく子育て

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）

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

07  新型コロナウイルス感染症に
     関するお知らせ

　広報「さんようおのだ」10 月 1 日号等
の配付文書は、10 月 3 日㈪の自治会便で
発送します。

マイナンバーカード（7 月末現在）

人口に対する交付枚数率 48.2％（＋ 0.6）

〈参考〉総務省ホームページ：（　）は前月との比較



10/30日10:30〜16:30サンフェスタ広場
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おのだサンパークに集合！おのだサンパークに集合！

◦ジェルキャンドル制作体験
◦レノファ山口 PR コーナー
◦理科大、市内高校ブース など

◦みんなでさんハロダンス
　「さんハロへ GO!」
◦理科大、市内高校 PR
◦西広ショータライブ、
　どさけんお笑いライブ など

◦トリック・オア・トリート
　合言葉「さんハロ !」で
　お菓子をもらっちゃおう！
◦かぼちゃの重さ当てクイズ
　市の名産品など素敵な景品
　が当たる！（14:00 締切）
◦工作、ゲームコーナー など色々

楽しいイベントがあるよ！

参加無料

観覧
無料

総合グランプリ・準グランプリには、
豪華商品をプレゼント！

★仮装コンテスト
　（事前申込者のみ）

受付 10:30 〜、開始 13:00 〜
【申込方法】さんハロ公式サイト
から申込み。抽選結果をお知らせ
しますので、必ずメールアドレス
を記入してください。

★仮装パレード（当日受付）
サンフェスタ広場に集合だ！

受付 10:30 〜、
開始 11:55 予定

10/26 ㊌までの毎週水曜日 18時から、地元ラジオ放送
局「FMスマイルウェ～ブ」にて 1時間の生放送♪

仮装パレード 仮装パレード ＆＆ コンテスト コンテスト

ラジオ放送で情報ゲット！ラジオ放送で情報ゲット！

「スマイルハロウィンさんようおのだ2022」のメインイベントとして、
仮装パレード＆コンテストやトリック・オア・トリート、ブース出店もあるよ♪

魅力発信ブース魅力発信ブース

ステージイベントステージイベント

その他のイベントその他のイベント

参加しなきゃ
ハロウィンじゃない！
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フォトコンテストフォトコンテスト

オレンジモンスターと遊ぼう！オレンジモンスターと遊ぼう！ディスプレイコンテストディスプレイコンテスト

【開催期間】
10 月 1 日土〜 31 日月

【投票期間】
10 月 1 日土〜 20 日木

【投票期間】
10 月 1 日土〜 31 日月

投稿方法

遊び方

出現場所

投票方法・期間

投票方法・期間

①さんハロ公式インスタグラムをフォロー！
②オレンジ、ハロウィン、カボチャ、スマイル（笑

顔）にちなんだ写真を市内で撮影
③ハッシュタグ「# さんハロフォトコン」をつけ

てインスタグラムに投稿

①「オレンジモンスターと遊ぼう！」アプリをス
マートフォンにインストール

②オレンジモンスターの出現場所へ行き、オレン
ジモンスターを見つけて、ポイントを貯める

③ 10 ポイントごとに景品が当たるガチャを引く

・市内観光地 10 か所（各 1 ポイント）
・ハロウィン限定メニュー提供店 10

店舗（ハロウィン限定メニュー注文で 
各 1 ポイント）

・対象イベント 5 か所（各 2 ポイント）

①さんハロ公式インスタグラムをフォロー！
②気に入ったディスプレイに「いいね！」

①さんハロ公式インスタグラムをフォロー！
②気に入った写真に「いいね！」

複数投票 OK だよ♪

複数投票 OK だよ♪

ポイントを集めて豪華景品を当てよう！

受賞者 9 人には、豪華商品をプレゼント！

公式サイトやSNSからも情報をゲット！

【公式サイト】 【Instagram】 【Twitter】 【Facebook】

スマイルまちなかフェススマイルまちなかフェスNEW

市内全体を会場にして様々なイベントを開催！サッカー、お笑い、音楽、地元イベントなど盛
りだくさん。イベント情報は、さんハロ公式サイトでチェックして遊びに来てね♪

事前申込不要。キックオフ前に応援イベントも予定。
レノファ山口をみんなで応援しよう！

【日時】10 月 9 日㊐　14:00 〜（開場 12:00 〜）
【場所】おのだサンパーク 2 階 大催事場

目玉イベント レノファ山口パブリックビューイング

詳
細
は
コ
チ
ラ

詳
細
は
コ
チ
ラ

詳
細
は
コ
チ
ラ

問い合わせ スタジオ・スマイル事務局（シティセールス課内）
☎ 82-1241   83-2604　 citysales@city.sanyo-onoda.lg.jp

観覧
無料
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10月スタート！

デマンド型交通って何？

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス
「高畑・高泊循環線」

について

　デマンド型交通（予約型乗合タクシー）とは、公共交通空
白・不便地域で利用者の予約にあわせて、所定の乗り場か
ら目的地まで乗り合って移動できるサービスです。

対 象 主に高畑・高泊循環線の高泊地区沿
線とその周辺に居住する市民（域外の人も利用可）

運 行 日

（年末年始12月29日〜1月3日、祝日は運休）
予約時のみ運行します。

月・水・金曜日
1日 14便（上下各 7便）

運 賃

回数券　3,000 円：300 円× 11 枚つづり
　　　　1,500 円：150 円× 11 枚つづり
身体障害者手帳等をお持ちの人、1歳以上小
学生以下は半額、1歳未満は無料です。

1 乗車 300円（1 人 1 回あたり）

予約受付

「とまり号」の予約と伝えてください。帰りの
便は別に予約が必要です。

小野田第一交通コールセンターに電話

運行内容

高泊地区 デマンド型交通運行開始
「とまり号」予約型乗合タクシー

問商工労働課（☎ 82-1150）

❶コールセンター
　に電話で予約

❷最寄りの乗降地
点にタクシーが
お迎え

❸予約を受けた
　複数の乗降地点
　に順次お迎え

❹目的地に到着
　（降車時支払い）

【市HP】

愛称

小野田第一交通コールセンター
☎ 0120-49-7489

（24 時間 365 日対応）

運行エリア

◦高泊地区へのデマンド型交通導入に伴い、新生町〜高泊公民館の運行は 9
月末で廃止となります。

◦「高畑循環線（山陽小野田市民病院〜市役所前〜小野田駅〜高千帆台方面）」
は、10 月以降も継続して運行します。

デマンド型交通新規導入区間

路　線
停留所

高畑循環線運行区間

※詳しくは、高泊地域交流センターおよび商工労働課に備付けの利用ガイドまたは市ホームページをご覧ください。
※所定の乗降地点でのみ乗降可能です。

利用方法は
簡単！



新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

中止のイベント

10 月 29 日㈯ お祝い夢花火

新型コロナワクチンの詳しい情報は、厚生労働省
ホームページからもご覧いただけます。

検 索厚労　コロナ　ワクチン

　小児ワクチンの追加接種（3回目接種）を開始します。なお、小児の接種について、オミクロ
ン株流行下での一定の科学的知見が得られたことから、小児についても努力義務の規定を適用
することとなりました。ただし、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づいて受け
ていただくことに変わりはありません。

■対象者：5 歳〜 11 歳の人で、2 回目接種から 5 か月を経過した人
■接種券の発送について：
◦ 2 回目を令和 4 年 4 月 30 日までに接種した人 ⇒  発送済
◦ 2 回目を令和 4 年 5 月   1 日以降に接種した人 ⇒  接種可能になる月の前月末に発送予定
■接種開始時期：接種券が届き次第接種可
※小児ワクチンの詳細については、厚生労働省ホームページ（右QRコード）をご確認ください。

小児ワクチンの追加接種（3 回目接種）が始まります

■療養解除の要件（9 月 7 日以降見直し）

◉症状がある人：発症日（0 日目）から 7 日間経過し、かつ、症状軽快（解熱剤を使用せずに解熱し、
呼吸器症状が改善傾向）後 24 時間経過したとき、8 日目から療養解除が可能。（入院中、高齢
者施設の入所者等は除く）

◉症状がない人：検体採取日（0 日目）から 7 日間を経過したとき、8 日目から療養解除が可能。
なお、検体採取日（0 日目）から 5 日目に医療用抗原検査キット（自費）による検査で陰性を確
認した場合には、5 日間経過後（6 日目）に療養解除が可能。

※症状がある人の場合は発症日から 10日間、症状がない人の場合には検体採取日から 7日間を経過す
るまでは、感染リスクが残ることから、検温などで自身による健康状態の確認や、高齢者等重症化リス
クが高い人との接触、重症化リスクが高い施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会
食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の陽性者の療養期間について

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。

▪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　☎ 71-1817　FAX 39-5624【平日 8:30 〜17:15】

▪市の健康相談窓口

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】
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情報ひろば もっと知りたい！ 市の情報

in fo rmat ion

受章おめでとうございます！（敬称略）
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【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎82-1148）まで。お得な割引もあります。

マイカーの点検・整備　

　昨年の 9 月から 11 月までに
全国で発生した車の路上故障件
数は約 8 万 5 千件。故障を防ぐ
ために、確実な点検・整備の実
施にご協力をお願いします。
※詳しくは自動車点検整備推進

協議会ホームページを
ご覧ください。

問山口運輸支局整備部門
（☎ 083-922-5398）

コミュニティ助成事業

　安全な地域づくりと共生のま
ちづくりや、コミュニティ活動
に必要な備品や集会施設の整備
等に対して助成を行っています。
■対象事業①
　地域防災組織育成助成事業
■対象事業②　一般コミュニティ

助成事業、コミュニティセンター
助成事業、青少年健全育成助成
事業、地域国際化推進助成事業

◦申込期限　
①  9 月 26 日㈪（必着）
② 10 月  7 日㈮（必着）
◦申込方法　申込先に備付けの

申請書に必要書類を添えて提出
※詳しくはお問い合わせください。
問・
①総務課（☎ 82-1122）
②市民活動推進課（☎ 82-1134）

ふるさと山口
企業合同就職フェア

◦対象　令和 5 年 3 月
に大学・短大・高専・
専修学校等を卒業予定の人、求
職中の人または保護者

◦日時　10 月 28 日㈮
◦午前の部　10:00 〜 12:30
◦午後の部　13:30 〜 16:00

◦場所
　山口グランドホテル（山口市）

◦参加料　無料

◦実施方法　入退場自由、服装
　自由、事前申込み不要

問山口しごとセンター
（☎ 083-976-1145）

ハローワーク宇部
障がい者就職面接会

　就職を希望する障がい者と企
業との就職面接会を開催します。
◦日時　10 月 19 日㈬　
　13:00 〜 15:30
◦場所　ときわ湖水ホール（宇部市）
◦申込期間・方法
　9 月 21 日㈬〜 10 月 7 日㈮に

電話で申込み
問ハローワーク宇部（☎ 31-0164）

◆高齢者叙勲
瑞宝単光章　矢田 新治　　元山陽町消防団分団長

JR 美祢線の運休

◦運休日　9 月 21 日㈬
◦運休区間　厚狭駅〜長門市駅
　（上り）厚狭発 10:20 〜 14:45
　（下り）長門市発 9:53 〜 15:16
※バスの代行輸送を行います。
問JR 西日本お客様センター

（☎ 0570-00-2486）

さんようおのだ観光ナビ

　山陽小野田観光協会は公式
ホームページを全面リニューア
ルしました。愛称を「さんよう
おのだ観光ナビ」として、観光
情報を分かりやすく、また、市
の魅力が伝わるように情報発信
していきます。ぜひご活
用ください。
問山陽小野田観光協会事務局
　（シティセールス課内

☎ 82-1313）

商品券（スマイルチケット）
についての問い合わせ先

　コールセンターの設置は 9 月
15 日で終了しました。問い合わ
せは、下記までご連絡ください。
問商工労働課（☎ 82-1150）
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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

◆第 36回全国ホープス西日本ブロック卓球大会（高知県）
◎日　程　8月 27日㈯・28日㈰
◎出場者　おのだ JTC スポーツ少年団所属

【男子団体】潰田 陽向（赤崎小学校6年）
                   森重 結斗（小野田小学校6年）
                   藤村 光竜（赤崎小学校6年）
                   森重 晴斗（小野田小学校1年）
【女子団体】河角 夏希（須恵小学校6年）

                   蔭山 美咲（須恵小学校6年）
                   蓑田 朋（高千帆小学校6年）
                   井上 実咲希（須恵小学校3年）

◆全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会（香川県）
◎日　程　7月 27日㈬〜 8月 1日㈪
◎出場者　沖谷 祐希奈（徳山商工高等学校2年）

ハロウィンジャンボ5億円

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。

２種類同時発売！
発売期間 9/21 水〜10/21 金クーちゃん

ハロウィンジャンボミニ5千万円

9月 21日水

（1等 3億円・前後賞各1億円合わせて）

（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）

各1枚 300 円

秋の全国交通安全運動
9月 21日㈬〜 30日㈮

〜住みよい山口
いつも心に　交通安全〜

■重点目標
◦子どもと高齢者を始めとする
歩行者の安全確保

◦夕暮れ時と夜間の歩行者事故等
の防止および飲酒運転の根絶

◦自転車の交通ルール遵守の徹底
◦横断歩道における歩行者優先
の徹底

■交通安全運動出発式
◦日時　9 月 21 日㈬
　10:00 〜（雨天中止）　

◦場所　市役所正面玄関前　

◦内容　市交通安全母の会によ
るマスコット寄贈、小野田小百
合幼稚園による演技披露 ほか

■交通安全ポスター展
◦日時　9 月 16 日㈮〜 24 日㈯
　10:00 〜 20:00
　（最終日は 12:00 まで）

◦場所　おのだサンパーク

◦入場料　無料

■交通安全フェスタ
◦日時　9 月 24 日㈯　10:30 〜

◦場所　おのだサンパーク

◦入場料　無料

◦内容　各種表彰、須恵小学校
金管バンド演奏、山口県警察
音楽隊演奏、パトカー・白バ
イ展示（雨天中止） ほか

問生活安全課（☎ 82-1133）

◆第77回天皇賜杯・皇后賜杯
　全日本ソフトテニス選手権大会（香川県）
◎日　程　10月 21日㈮〜 23日㈰
◎出場者　小路 架帆

第12回きらら交流館まつり

　長期休館前最後の交流館まつ
りを開催します。

◦日時
　10 月 9 日㈰　9:30 〜 15:00

◦場所　きらら交流館

◦内容　ステージイベント（竜
王太鼓、猿回し、キッズダンス、
ライブ）、抽選会、もちまき、
きららマルシェ（同時開催）

問きらら交流館（☎ 88-0200）

猫マルシェ＆チャリティライブ

　収益は地域猫活動（飼い主のい
ない猫の保護活動）に活用します。

◦日時
　10 月 1 日㈯　10:00 〜 15:00

◦場所　江汐公園管理棟前広場

◦内容　雑貨・農産物等販売、
ワークショップ、フリーマー
ケット、ライブ ほか

問スマイル Cats（主催）
（☎ 83-2567　担当：吉田）

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎82-1148）まで。



情報ひろば もっと知りたい！ 市の情報

in fo rmat ion

さんようおのだ10

小野田工業高校定時制公開授業

◦対象　本市または宇部市在住
で 20 歳以上の人

◦受講期間　10 月中旬〜 2 月末
◦公開科目　世界史、体育、英語、

機械実習、情報、電気
◦費用　授業料は免除（教材費

等の必要経費は別途徴収）
◦定員　若干名
◦選考日　9 月 29 日㈭　18:30 〜
◦選考会場　小野田工業高等学校
◦選考方法　小論文、面接
◦申込期限　9 月 26 日㈪　
　（受付時間 13:00 〜 19:00）　
（土・日曜日、祝日を除く）

◦申込方法　受講願書・受検票・
住所が証明できるものを提出

※願書・受検票は学校ホームペー
ジからダウンロード
できます。

問・ 小野田工業高等学校
（☎ 83-2153）

弓道教室に参加しませんか？

◦対象　市内在住・在職で 18 歳
以上の人（高校生は保護者も同
時に受講することで申込み可）

◦日時　10 月 22 日〜 12 月 3 日

ねたろう食育博士の食育教室
〜伝統食「みそ」の不思議を
発見しよう！〜

◦対象
　市内在住・在学の小学生親子
◦日時
　10 月 8 日㈯　9:30 〜 10:30
◦場所　厚狭地区複合施設
◦内容　みその歴史や作り方等

に関する講座、みそ仕込み体験
◦講師　㈱シマヤ社員
◦参加料　無料
◦定員　13 人（先着順）
◦持参するもの
　エプロン、三角巾
◦申込開始・方法　9 月 22 日㈭

から電話または窓口で申込み
問健康増進課（☎ 71-1815）

トイレを公共下水道に繋げましょう　

　公共下水道が整備された区域にお住まいの人は、
生活雑排水を公共下水道へ流すための排水設備を
設置する義務があります。以下の制度があります
のでご利用ください。
■水洗便所改造資金融資あっせん制度
　公共下水道整備後 5年以内に行う水洗便所改造工事に対し、水
洗便所改造資金の融資あっせんを行います。

■利子補給制度
　公共下水道整備後 3年以内に水洗便所改造工事を行う場合は、
改造資金の償還後、利子相当額を市が補助します。
※申請条件等詳しくは、下水道課にお問い合わせください。
◉トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないで！
　下水道管に異物が詰まったり、異物の混入により汚水処理施設の
機器が故障したりするなどの事故が発生しています。トイレには
トイレットペーパー以外のものを流さないようにしましょう。

問下水道課（☎82-1164）

の毎週水・土曜日
　19:00 〜 21:00（全 13 回）
◦場所　武道館弓道場
◦受講料　4,000 円
　（保険料および教材費を含む）
◦申込期限・方法
　10 月 21 日㈮までに電話また

は E-mail で申込み
問・ 体育協会事務局（文化ス
ポーツ推進課内　☎ 82-1116）

9・10月は動物の飼い方
マナーアップ強化期間

　愛情と責任を持ってペットを
飼い、人と動物が快適に暮らせ
る生活環境を作りましょう。
■愛犬にできること
◦登録鑑札・注射済票をつけま
しょう
◦フンの放置は絶対にしない　
◦放し飼いやリードを外して散
歩しない

■愛猫にできること
◦室内飼育に努めましょう
◦野良猫へのエサやりには責任
が伴います

■ペットの繁殖を望まない場合
不妊・去勢手術などの繁殖制
限を検討しましょう

問環境課（☎ 82-1143）

病院局企業職員採用試験

■病院行政職（1 人程度）
◦要件　①昭和 53 年 4 月 2 日

以降に生まれた人で、学校教
育法に規定する高等学校、短
期大学、高等専門学校、大学
およびこれらと同等と認めら
れる学校を卒業した人

② 200 床以上の病院で DPC 調
査データ作成または DPC 入
院請求業務の経験を 2 年以上
有している人

■理学療法士（1 人程度）
◦要件　昭和 62 年 4 月 2 日以

降に生まれた人で、理学療法
士の免許を有している人（令
和 4 年度実施予定の国家試験
で取得見込みの人を含む）

◦試験日　10 月 15 日㈯
◦採用予定日　随時
　（新卒の場合は令和5年4月1日）
◦申込期限　9 月 30 日㈮
※申込方法等詳しくはお問い合

わせください。
問・ 病院局総務課（☎ 83-2355）
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８ 月 19 日、株式会社明防から 30 万円、伊藤

博代表取締役から 30 万のご寄附をいただ

き、市役所で感謝状を贈呈しました。伊藤代表取

締役は「若い子どもたちのために役立ててほしい。

地域に少しでも還元できれば嬉しい」と話しまし

た。寄附金は学校図書の購入に活用します。

オ ーストラリアのモートンベイ市と平成 4

年（1992 年）に姉妹都市提携を行い、今年

で 30 周年を迎えたことを記念し、8 月 22 日に

市役所でオンラインの式典を開催。式典では、友

好都市協定を締結し、中学生海外派遣に加え、今

後様々な文化交流も行っていく予定です。

株式会社明防から寄附
青少年の育成に活用

姉妹都市提携30周年
モートンベイ市と記念式典

左から伊藤耕輔取締役、伊藤博代表取締役、藤田剛二市長

画面左からピーター・フラナリー市長、藤田剛二市長

SCENE 3

学 校教育の振興および公園整備のため三好俊治

さん、直子さんご夫妻から、新型音響設備一

式 2 組・ジンダイアケボノ（桜）7 本をご寄附いた

だきました。8 月 30 日に市役所で寄附採納式を行

い、直子さんは「14 年間お世話になった赤崎校区や

市へ感謝を込めて寄附を贈ります」と話しました。

三好ご夫妻から寄附
介護事業引退を機に地域へ貢献

前列左から三好俊治さん、直子さん

SCENE 4

厚 生労働省が認定する、若者の採用や育成に積

極的で雇用管理が優良な中小企業を対象とし

た「ユースエール制度」に、㈲ゼネラルクリーンサー

ビスが認定されました。時間外労働時間の減少や有

給休暇を取得しやすい職場づくりなどが評価された

もので、市内事業所としては初の認定となります。

若者の積極採用や育成
市内事業所がユースエール認定

認定証を手にする吉田壮司代表取締役社長
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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

★子どもの発達が気になったら？
　「名前を呼んでも振り向かない」「話さない、
言葉が出ない」「じっとしているのが苦手で落
ち着きがない」など、子どもの発達のことで悩
んでいませんか？健康増進課では、保護者から
の話を聞いて、子どもに応じたアドバイスを行
い、右の教室や相談の場を紹介しています。
　その他、乳幼児発達クリニックや療養相談会
も開催しています。気になることや心配ごとが
ある人は、まずはお気軽にご相談ください。

■にこキッズ（療育教室）
　発育や発達が気にな
る子どもやその保護
者を対象に、児童指導
員や保健師の指導の
もと、触れ合う楽しさ
を経験し、生活の中での関わり方を学びます。
■心理相談
　発達面で気になることについて、臨床心理士
が相談に応じます。子どもに発達検査を行い、
発達を確認し、得意なところや苦手なところ
を助言します。

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問健康増進課（☎ 71-1815）

　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 

知 守 【テーマ】現場で働く保健医療専門職健康講座‼︎地域の職場へ出向きます

知守は、自分の健康状態を把握して（知
る）、良好に維持する（守る ) ための行
為や、病気や症状の悪化を防ぐ（悪化か
ら身を守る）ことなんよ。健康講座に参
加して、自分や家族の健康に関心をもっ
ちょる市民をみんなで目指そうやぁ！
Ⓐ答えは、家で健康についてはなそう

スマエジちゃんのクイズに挑戦！
　「知守」の市民のチャレンジ目標の1つ
を紹介します。〇には何が当てはまる？
Q家で〇〇についてはなそう

地域・職場で活用！〜厚狭地区婦人会〜

▪「健康講座外部講師シリーズ」を知っちょる？
　「健康講座外部講師シリーズ」は、市民が健
康に対する理解と関心を深め、健康づくりを
推進することでスマイルエイジングを実践す
るために、外部講師を依頼先へ派遣して行う
出前健康講座です。講師は市内に在住・在勤
の保健医療専門職で、地域貢献の一環として
無償で協力していただいています。

　健康講座のテーマは現在 54 種類あり、各保健
医療専門職から生の声を聞き、実践で
きるチャンスです。地域、企業のみな
さんからの依頼をお待ちしています♪ 【健康講座】

丁寧なアドバイスで正しい運動方法が
学べてよかった。家でも取り組みたい。

普段は地域住民と接する機会が少ない
ので、講座を通して多くの人に健康増
進に繋がる知識や情報をお伝えしたい。

　厚狭地区婦人
会は、社会奉仕
と自己啓発の主
体的活動（地域行
事への協力や定
期的な料理・手芸教室など）を開催されています。
今回初めて健康講座外部講師シリーズを活用。テー
マは「ひざ痛・腰痛」で、理学療法士の指導のもと、
痛みの原因の種類などを学んだほか予防のための
筋力トレーニングやストレッチを実践しました。
　参加者からは、スマイルエイジングの実践につ
ながるという声や、講師からは、地域で開催する
健康講座の必要性を感じる声が聞かれました。

【市HP】

声
講師の講師の

声
参加者の
参加者の
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【休館日】中央：9/19・23・26、10/3・6・10・17　厚狭：9/19・23・26、10/3・10・13・17

カラスの行動と進化をテーマに研究する動物行動
学者の松原始さん。本書は動物の専門家である著
者が、偏見や誤解を持たれがちな動物たちの生き
方を多面的に紹介した一冊です。笑いを誘うユー
モラスな文章と細密な動物の挿絵で内容を理解し
やすく、だれでも楽しめます。本書
の読後ではきっと、身の周りのカラ
スや動物たちを見る目が少し変わっ
ているかもしれませんね。なお、本
書は電子書籍版での所蔵もあります
のでそちらもぜひご利用ください。

「夫
ふ う し

子の道は忠
ちゅうじょ

恕のみ」私は人生においてただ一つ
のことを貫いてきた。自分にも人にもウソをつかず、
思いやりを持って人に接することだ、と訳されてい
る。僕はこの言葉に孔子の人としての基盤となるも
のを感じた。誠実さ、人を思いやる心を自分の芯と
して貫くこと。それはとても難しい
ことだろう。それを成し遂げた孔子
だからこそ多くの人に尊敬され、彼
の残した言葉がこうして今、僕に伝
わってきたのだ。人生の指針となる
言葉に出会える一冊だ。

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　海田 直樹 サビエル高等学校 1 年生
山本 鷲 さん

「 カラスはずる賢い、ハト
は頭が悪い、サメは狂暴、

イルカは温厚って本当か？」
山と渓谷社
松原 始 著

「 超訳論語「人生巧者」
はみな孔子に学ぶ」

三笠書房
田口 佳史 著

みんなが意外と知らない図書館業務
のあれこれをご紹介！

国立国会図書館のデジタル化
した資料が閲覧できます
国立国会図書館のデジタル化した
資料のうち、絶版等の理由で入手
困難な資料（約 152 万点）と、明
治〜昭和にかけての歴史的音源

（流行歌や落語など約 5 万点）が中
央図書館で閲覧できます。（利用に
は図書館の利用者登録が必要）

EVENT このイベントに注目！

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

中央図書館 ☎ 83-2870　 83-3564　㊋〜㊎ 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　 72-1156　㊋〜㊎ 9:30 〜 19:00、㊏・㊐ 9:30 〜 17:00　 asa-library@city.sanyo-onoda.lg.jp 図書館HP

映写会〜懐かしの映画〜
　　　10/21㈮ ▶13:30～（高校生以上）

『居酒屋』字幕
厚狭

中央　　　10/30㈰ ▶14:00～（高校生以上）
『ライオンのおやつ 2』

●中央図書館
■第7回絵本で笑顔！フォトコンテスト
　絵本を楽しんでいるお子さんやお孫さんの
写真を募集します。
応募資格：市内、宇部市、美祢市在住の人、
または市内在勤・在学の人
応募要件：はがきサイズで 1 人 3 点まで
応募期限：10 月 16 日㈰
応募方法：中央図書館窓口（郵送、E-mail でも可）
提出先：〒 756-0802　山陽小野田市栄町 9-13　中央図書館

■山陽小野田語り部の会による「山口どこでも紙芝居」
　ふるさと文化遺産「竜王山」「寝太郎」などにちなんだ紙芝居
を行います。どなたでも参加できます。
日時：10 月 8 日㈯、12 月 10 日㈯　14:00 〜

場所：2 階視聴覚ホール

参加料：無料　  定員：20 人程度（先着順）

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！！
★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）

佐
さ さ き

々木  奏
か な た

多くん（5歳）・風
ふ う な

鳴ちゃん（8か月）

・音
お と は

巴ちゃん（3 歳）　3兄妹仲良く育ってね！
守
も り た

田  尚
な お

央くん（1歳）
お外であそぶのが大すきな子です！

Profile・山陽小野田市出身。家族は夫と小学１年生の長女。
休日はレノファ山口の応援や登山、釣り、川遊びと自然の
中でアクティブに過ごす。猫の保護活動を行うほか、市の
スポーツによるまちづくり推進委員として、駅伝大会やマ
ラソン大会等、市のスポーツ行事の運営にも関わっている。

▲きららビーチでのヨガ
（やすちん写真提供）

▲大分県くじゅう連山中岳にて

　自宅サロンやスマイルキッズ、地域交流センターなどで、
子育て中のお母さんや親子、大人を対象としたヨガ教室を
主宰している。ヨガの魅力は、年齢に関係なく、体に不調
を抱えている人も始められること、と藤本さん。体を整え、
不調を改善しながら、少しずつ達成感を積み重ねていくこ
とで、成長を感じられるようなレッスンを心がけている。
　小学校から社会人までバレーボールに打ち込んでいたが、
20歳のときに病気を経験。スポーツから離れることを余儀
なくされる中で、不調と付き合いながらでもできるスポー
ツとしてヨガに出会った。その後長女を出産し、産後5か
月のとき、市主催のヨガ教室に参加。先生に憧れてインス
トラクターになりたいと奮起し、長女が2歳のときにイン
ストラクターの資格を取得した。
　子育てで余裕を失くしていたとき、ヨガがあったから自
分の中に “余白 ”が生まれた、と藤本さん。育児中、家族
や周りに助けてもらった経験から、今度は自分が周りを助
けたいと考えている。「ヨガで自分に戻れる時間を作って、
また頑張ろうと思える、そんな空間を作りたいです」
　レッスンでは「自分を大切に」と伝えているそう。「自分
の中に優しさ貯金ができると、今度は他の人に優しさを向
けていける。それがたくさん集まると、このまちはもっと
優しい世界になっていくと思うんです」と笑顔で話す。自
身も何かできることはないかと考え、月に2回、ファミリー
サポートセンターでサービスを提供する側の会員として活
動し、児童クラブから塾への送迎をしている。「困っている
人が手をあげやすいような場所や機会を作る手
助けができたら。自分ができることを少しずつ、
優しさの種まきをしていきたいと思っています」

「優しさ」を広げるヨガインストラクター

藤本 由貴 さん
FUJIMOTO YUKI
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