夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」
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平成 年度第２回議会定例会が︑６月 日から 日
までの会期５ 日間で開かれ︑提出議案 件︑全員協議
会での報告３件がいずれも慎重に審議され︑原案どお
り可決または承認されました︒
14

19

事業執行予算を早急に補正す
る必要が生じたため︑平成
年３ 月 日付けの専決処分
で︑原案のとおり承認されま
した︒

23

専決処分を報告し承認を求め
ることについて︵平成 年度
阿武町簡易水道事業特別会計
補正予算︵第５回︶︶
平成 年度簡易水道事業特
別会計で︑惣郷簡易水道災害
復旧工事に関する繰越に不測
の日数を要したための繰越明
許費に関する３月 日付けの
専決処分で︑原案のとおり承
認されました︒
25

専決処分を報告し承認を求め
ることについて︵阿武町国民
健康保険税条例の一部を改正
する条例︶
地方税法の一部改正に伴う
課税限度額の引き上げ等に係
る３ 月 日付けの専決処分
で︑原案のとおり承認されま
した︒

専決処分を報告し承認を求め
ることについて︵阿武町国民
健康保険税条例の一部を改正
する条例︶
国保税の第１期分の納期が
６ 月１日から始まることか
ら︑税率を５月 日までに定
めるため︑５月 日付けの専
決処分で︑原案のとおり承認
されました︒

31

阿武町営住宅条例の一部を改
正する条例
宇田中央地区町営住宅の供
用開始に伴う阿武町営住宅条
例の一部改正で︑原案のとお
り可決されました︒

阿武町使用料条例の一部を改
正する条例
宇田中央地区町営住宅の︑
駐車場の供用開始に伴う阿武
町 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 で︑
原案のとおり可決されました︒

阿武町飲料水供給施設の設置
及び管理に関する条例の一部
を改正する条例
土地区飲料水供給施設の供
用開始に伴う関係条例の一部
改正で︑原案のとおり可決さ
れました︒

財産の取得について
グリーンパークあぶの上手
︵ 東側 ︶
に新たに分譲宅地を造
成するため︑用地購入による
財産の取得で︑原案のとおり
可決されました︒

平成 年度阿武町一般会計補
正予算︵第１回︶
今回の補正額は５５６２万
５０００ 円の増額で︑補正後
の歳入歳出予算の総額は︑
億８６２万５０００円となり
ました︒

今回の補正の主なもの
各款において人事異動等に
伴う人件費の調整を行ってお
りますが︑この他に︑

26

30 31

31

専決処分を報告し承認を求め
ることについて︵阿武町税条
例の一部を改正する条例︶
法人町民税や軽自動車税の
税率改正等に係る地方税法の
一部改正が３月 日付けで公
布され︑４月１日から施行と
なったための３月 日付けの
専決処分で︑原案のとおり承
認されました︒

28

31

31

31

一般質問
本定例会の一般質問に
は︑３人の方から次の５つ
の質問があり︑町長からそ
れぞれ答弁がされました︒
質問者及び内容
☆小田高正議員
○まちづくりのマーケティ
ング戦略について
○窓口対応の徹底と今後の
職員の人材育成について
☆小田達雄議員
○農地の利用状況について
○高齢者の憩いの場につい
て
☆白松博之議員
○阿武町の観光への取り組
みについて
なお詳しい内容について
※
は議会だより
︵４Ｐ︶に掲
載しています︒

25

25

26

専決処分を報告し承認を求め
ることについて︵平成 年度
阿 武 町 一 般 会 計 補 正 予 算︵ 第
８回︶︶
平成 年度一般会計の年度
末の事業予算の追加に伴い︑
25

第２回議会定例会（６月１９日〜２３日）
平成２６年

一般会計５,５６２万円増額補正で
予算総額は２８億８６２万５,０００円に

26

宇田中央地区町営住宅

2

道の駅構内、反射板などの
安全施設を整備し、より快適な道の駅に
災害復旧工事５７件
１億４,９３６万６,８００円の契約を締結

総務費は︑番号制度の導入
のための社会保障・税番号制
度システム整備業務委託料の
新規計上︑グリーンパークあ
ぶに配置するグラウンドゴル
フセットやテント等に係る一
般コミュニティ助成事業補助
金の新規計上などです︒
民生費は︑新たに設置した
福賀児童クラブに配置するテ
レビ他の備品購入費の新規計
上ほかです︒
衛生費は︑県のグリーンニ
ューディール基金事業による
海岸漂着ゴミ回収及び処分委
託料の新規計上ほかです︒
農林水産業費は︑福賀久瀬
原地区の農地を農地中間管理
機構を通じて福の里に集積す
ることによる農地集積・集約
化対策事業交付金の新規計上
ほかです︒
商工費は︑主に道の駅関連
で︑惣菜部門強化のため既存
施設の改修工事費︑トイレの
給水を安定させるため受水槽
の設置や配管工事費︑反射板
等の構内安全施設整備工事費
等を新規計上したほか︑町の
観光パンフレットの増刷費な
どです︒
教育費は︑利用者から要望
の強い町民センター裏駐車場
の照明設備工事費および故障

した調理室冷蔵庫の更新経費
の新規計上ほかです︒
災害復旧費は︑公共土木施
設災害復旧工事費の増額で︑
道路３箇所︑河川６箇所につ
いて︑査定決定金額の単価更
正等による事業費の変更に伴
う増額計上などです︒

◆農地・農業用施設災害復旧
工事
︵グループ４︶ ︱１０６
上田平水路ほか４件︵１２３
６ 万６０００ 円・小田建設
㈱︶
◆公共土木施設災害復旧工事
︵ グループ１︶補 災 河 第５ ２０
号 馬取川
︵２︶
ほ か ２ 件 ︵２
９８９万４４００円・㈲吉岡
土建︶
◆公共土木施設災害復旧工事
︵ グループ２︶補 災 道 第５ ２ ４
号 新田弥富線
︵４︶
ほか２件
︵１７１２万８８００円・㈲
吉岡土建︶
◆公共土木施設災害復旧工事
︵ グループ３︶補 災 河 第 １ ４ ２
号 開作川
︵１︶
ほか３件︵１
４３１万円・㈲吉岡土建︶
◆公共土木施設災害復旧工事
︵ グループ ４ ︶ 補 災 河 第 ２ ９
１号 大刈川ほか３件︵２２
６８万円・阿武建設㈱︶
◆公共土木施設災害復旧工事
︵ グループ５ ︶ 補 災 道 第 １ ５
１ 号 王子ヶ坂惣郷線
︵２︶
ほ
か４件︵１６０３万８０００
円・小田建設㈱︶
◆公共土木施設災害復旧工事
︵ グループ６︶補 災 道 第 １ ５ ４
号 大刈線
︵３︶
ほか１件︵９
９９万円・阿武建設㈱︶
◆美咲第４分譲宅地造成工事
︵第２工区︶︵５１１万１６

４０円・小田産業㈱︶
◆美咲第４分譲宅地上下水道
整備工事︵５０７万６０００
円・小田産業㈱︶
◆町道柳尾汐入線道路改良工
事︵４６８７万２０００円・
小田建設㈱︶
◆林地崩壊防止事業 芋ヶ迫
地区山腹工事︵３８８万８０
００円・㈲吉岡土建︶
◆阿武町武道館改修工事︵２
１２７万６０００円・萩土建㈱︶

◆美里住宅修繕工事︵１００
４万４０００円・阿武建設㈱︶
◆みどり保育園本園屋外遊具
取替工事︵３２９万４０００
円・内田工業㈱︶

㈱あぶクリエイションの経営
状況について
地方自治法の規定に基づ
き︑その経営状況が報告され
ました︒

3

平成 年度阿武町繰越明許費
繰越計算書の報告について
平成 年度一般会計及び簡
易水道事業特別会計の繰越明
許費について︑地方自治法施
行令の規定により︑その結果
が報告されました︒

19

19

19

10

改修工事の進む阿武町武道館

25

25

契約の締結について
契約の締結について︑次の
件の概要報告がされました︒
工事名︵請負金額・請負業
者名︶
◆農地・農業用施設災害復旧
工事
︵グループ１︶ ︱１３５
大元上ため池ほか９件︵１２
４２万円・㈲吉岡土建︶
◆農地・農業用施設災害復旧
工 事︵ グループ ２ ︶ ︱ ０ １
０柏木農地ほか９件︵７９４
万８８００円・阿武建設㈱︶
◆農地・農業用施設災害復旧
工 事︵ グループ ３ ︶ ︱ ０ ４
２原沖農地ほか 件︵１２１
６万８００円・㈲吉岡土建︶
17

19

Q
Ａ

耕作放棄地対策は

耕作放棄地
（遠岳山）

道の駅周辺に高齢者憩いの場を

ダムを建設する等今後の
農地有効利用対策を見直
しては︒
町
町長
長 多目的ダムは︑経
費の問題等で難しい︒
また︑農業委員会で
は︑町全体の農地台帳を
整備し︑耕作放棄地を含
めた詳細な農地の地図情
報をまとめ︑耕作放棄地
解消策につとめる︒
なお︑福賀地区では︑
農地の集積も進んでいる
が︑沿岸部では集落営農
組織も十分確立されてい
ないので難しい面 もある︒
今後とも︑各農家個々
の課題等の把握や受託組
織の援助等も考慮し関係
機関と協力し解決に当た
りたい︒

Q

が多く︑各地に気軽に集
まれる場所もでき︑デイ
サービス等も充実してき
た︒その方の利用でよい
のではないか︒
また高齢者へのアンケ
ート等を実施し︑その結
果を見て今後検討した
い︒

高齢者も多様化し憩いの
方法も多様化している

問
問 道の駅に隣接した︑
高齢者憩いの場・交流の
場を作れば︑道の駅・温
泉等も気軽に利用でき︑
家族の人も安心では︒
町
町長
長 以前老人憩いの家
があったが︑利用者減と
老朽化のため廃止した︒
現在は高齢者も元気な人

Ａ

重複等で難しい面もある︒
今後︑法人間連携等も考
え検討する︒
水路・農道等の整備は︑
直接支払制度等の施策を
活用してほしい︒
問 耕作条件のよい奈古
問
駅南側の農地がどんどん
減っている︒
一方︑
ほとんど
が耕作放
棄地であ
る広大な
遠岳団地
に多目的

担い手への農地集積を目指す

問
問 町内でも耕作放棄地
が増えているが現状は︒
町長
長 農業労働力の減少
町
・高齢化等から全国的に
も耕作放棄地が増加して
いる︒阿武町では全農地
の 約８・２ ％ の ੵ の 耕
作放棄地がある︒全国的
にも︑ここ 年で約３倍
になっている︒
問
問 その原因と解消の対
策は︒担い手対策と小規
模農家への農道・用水路
整備等への補助対策は︒
町長
長 高齢化・労働力不
町
足が大きな要因で次に︑
引き受け手がないので耕
作放棄となるものが多
く︑農地の条件等が悪い
というのは少ない︒
担い手対策・労働力支
援の対策は︑受託組織
﹁ドリームファーム阿
武﹂で農作業を受託し作
業をしているが農繁期の

小田達雄 議員

月 日

けながら道の駅の周辺整
備を含めた道の駅全体の
魅力づく
りをさら
に図り︑
産 業 振
興︑観光
振興につ
なげてい
きたい︒

自覚も必要であるが︑今
後とも幹部職員を通じ指
導の徹底をはかる︒専門
知識の習得については︑
新任研修や専門研修等を
通じ習得させている︒ま
た年齢構成については重
要であり改善を図ってい
く︒幹部職員の育成につ
いては︑研修制度などを
活用し育成に努める︒

78

一般質問 第2 回 定 例 会

町長
長 道の駅自体が目的
町
地となるようつくり育
て︑加えて町全体に様々
な魅力をつくることは同
感︒そのために︑ニーズ
を考慮し︑優先順位を付

Ａ

問 阿武町活性化のため
問
には職員のやる気と専門
知識の習得が重要︒町民
の立場に立った窓口対応
を徹底してほしい︒ま
た︑係長以上の平均年齢
は 歳で職員の約半数で
あり︑今後の行政運営に
対し幹部をどう育成する
か問う︒
町
町長
長 窓口対応は職員の

10

19

窓口対応の充実と︑年齢構
Q 成からみた今後の幹部職員
の育成は
年齢構成を改善し幹部職員
の育成に努める

道の駅阿武町

6

町づくりを進めるマーケ
Q
ティング構想について
道の駅が目的地になること
Ａ に加え︑今後は町全体に魅
力をつくりたい

問 リニューアルオープ
問
ンした道の駅を基盤とし
て︑町の活性化のために
次の３点について提案す
る︒
①遊漁事業活性化の糸口
となる﹁鹿島湾の観光開
発﹂
②あらゆる世代の人が一
日中過ごせる﹁フィッシ
ングパーク構想﹂
③海水浴客の利便性の確
保と交通対策のための
﹁清ヶ浜周辺整備﹂
これらの点を線でつな
げ阿武町の面とし日本海
や１９１号線を活かし︑
道の駅を起点とした町づ
くりの柱とされてはどう
か︒

53

小田高正 議員

4

Q

阿武町の観光への
取り組みについて
観光資源を見直し︑具体的に

月 日開催

行財政改革等特別委員会報告

財産の取得について
問
問 これまでの宅地造成
の成果は︒
答
答 土地と建てられる家
屋合わせて︑固定資産税
を含めた成果について
は︑全体的な指標を整理
して示す︒
問
問 グリーンパークあぶ
東側農地の耕作者は︑耕
作面積が減るが︑代替地
の要望は︒
答
答 耕作者は︑他にも預
かっている耕作地がたく
さんあり︑代替の要望は
ない︒

この用地の取得にあた
っては︑保育園︑文教施
設︑公園︑買い物などに
も近く︑子育て環境が整
っていることなどから︑
大切な農地ではあるが︑
あえてコンパクトシティ
ーの考え方のもとに選定
した︒

現地踏査

町道宇田中央線
法面安定対策工事

19

平成 年度一般会計補
正予算︵第1回︶
問
問 社会保障・税番号制
度システム整備業務委託
料について説明を︒
答 住民全員がマイナン
答
バーカードを持つことに
なる︒平成 年１月に正
規のカードと引き替え︑
本稼働となる︒
問
問 道の駅発祥交流館の
加工施設改修工事の内容
は︒
答 弁当︑惣菜︑ジャム
答
加工に使用するため︑加
工施設に改修する︒
元カフェ８４６は︑弁
当︑おかず︑惣菜が作れ
るように間仕切り工事︒
旧事務所は︑ジャム加工
に使用できるように厨房
施設を整備する︒

飯谷地区農道拡幅工事

美咲第4分譲住宅地

林業専用道東イラオ山線

5

介するなど連携して積極
的な観光誘致活動を進め
ているところである︒
現在︑萩・石見空港の
東京路線２便化により利
便性が向上していて︑集
客も見込めることからこ
の方面からの活動も必要
かと考えている︒今後も
道の駅等で街頭ＰＲを予
定しているが︑観光客の
増加︑また地域の利用促
進のため︑各種運賃助成
も行っているところであ
る︒
阿武町で何が観光資源
となり得るのか︑今一度
考えて︑それを具体的に
計画等に盛り込んでいき
たいと思っている︒

農道工事で露出した
イラオ火山灰層

災害復旧工事（芋ヶ迫地区山腹工事）公営住宅
（宇田中央地区） 伊豆上ため池改修工事

6
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計画などへ盛り込んでいきたい
れる予定があるのか︒
また︑観光ということ
に対してどのようにとら
えておられるのか︒
町
町長
長 ジオパーク認定に
ついては︑申請が早くと
も２年後とされているの
で︑今後萩市などから話
があれば︑よく確認をし
ていきたい︒
平成 年度はＮＨＫの
大河ドラマ﹁花燃ゆ﹂が
放送されるが︑これを県
の魅力として全国に発信
できる絶好の機会ととら
え︑官民一体となった
PR活動を推進すること
とされている︒当然阿武
町としても大きなチャン
スで︑こうした機会をと
らえ︑町の振興に役立て
たい︒
更に阿武町では広域的
な観光振興を目的に萩
市・長門市・美祢市・益
田市・津和野町と連携
し︑毎年マスコミや旅行
代理店に地域を活かし
た︑広域周遊コースを紹

26

Ａ

問 阿武町は地理的に見
問
て︑萩市と津和野という
２ 大観光地に挟まれなが
らも︑町の魅力を十分提
供できず︑観光客に素通
りされているのが現状で
はないか︒
一部報道では萩市が
﹁阿武火山群まちおこ
し︑ジオパーク認定へ始
動﹂とあったが︑かつて
火山を観光に結び付ける
動きは︑阿武町が最初で
はなかったかと思う︒特
に阿武町は実際に火山の
中を見ることのできる大
変貴重なイラオ火山を抱
えている︒
来年は萩市が大河ドラ
マをきっかけに︑観光客
誘致にかなり力を入れら
れるようだが︑阿武町は
どのような取り組みをさ

27

長嶺吉家 議員
柳橋財産取得箇所
（グリーンパークあぶ東側）

白松博之 議員

56

51

いん しゅん

平成

年

月

日生まれ

︵岡田橋︶
田中 胤旬 ちゃん

7月生まれ
︵パパ︶健司さん・︵ママ︶あずささん

はじめまして！鈴花です︒
まだつかまり立ちだけど︑お母さ
んの後をハイハイでついていくよ︒
早く歩けるようになりたいな︒
みなさん︑これからよろしくお願
いします︒

石原

︵下郷︶
鈴花 ちゃん
平成 年 月 日生まれ

すず か

はじめまして胤旬です︒毎日お姉
ちゃんと仲良く遊んでいます︒
お出かけすると︑たくさんの人に
話しかけてもらえてとっても幸せ♥
これからも見かけたら声をかけてね︒

︵パパ︶勝幸さん・︵ママ︶紗代子さん

16

24

山本ひとみ看護師が
山口県健康福祉功労者
知事表彰を受賞

31

多年にわたり看護業務に従事し︑保健
福祉の向上に顕著な功績のあった看護職
員を表彰する﹁山口県健康福祉功労者
︵優良看護職員︶知事表彰﹂の表彰式が
６月 日︑山口県看護研修会館で行わ
れ︑阿武町国民健康保険福賀診療所 看
護師長 山本ひとみさん︵ 歳・宇生賀
中央︶
が受賞されました︒
山本看護師は昭和 年から現在まで
年にわたり福賀診療所に勤務︒山間へき
地で人口６７５人︑高齢化率も ・ ％
︵平成 年３月 日現在︶と年齢層の高
い地区で︑へき地という環境に欠かせな
い地域医療に長年携わり︑住民の健康管
理と健康増進に献身的に努めてこられま
した︒今回の受賞はこうした功績が認め
られたものです︒
受賞に際し山本看護師は︑﹁みなさんの
おかげでこんな素晴らしい賞をいただく
ことができ︑感謝しています︒患者さん
のために真摯に看護に務め︑調薬やケガ
の処置など︑間違えのないように細心の
注意を払っています﹂と話されました︒

7

7

山本ひとみ看護師
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35

11

いんしゅん
すずか

15

26

Thank you very much!!

本当にお世話になりました☆

昨年10月から、みどり保育園で外国人保育士
補助員として働いていたベバリー・ニコル・ケン
プトさん。外国人青年招致事業の任期が７月末を
もって満了となり、このたび帰国することになり
ました。
みどり保育園に常駐し、英語のあいさつや歌、
劇などをとおして英語に親しみ、日常的に異文化
に触れる機会をたくさん作っていただきました。
これからカナダのビショップス大学に戻って、勉強を続けるベバリー先生の今後のご活躍をお祈りします。

表紙説明 子どもも楽しみ！英語教室
みどり保育園では、カナダのビショップス大学からみどり保育園に保育士助手と
して来日しているベバリー先生が、学習塾で英語を教えている梅地彩さんとタッグ
を組んで、毎週火曜日に英語教室を開催しています。
「これはなんて言うの？」と英語のカードを見せ、英単語を答える活動や、ベバ
リー先生が動作を表す「run」
（走る）、
「jump」
（ジャンプ）などを声に出し、子どもた
ちがそれを実践するなど、活動も多彩。
小さいうちから 生 の発音に触れ、子どもたちの口からも流暢な英単語が発せ
られます。この体験を通して、きっと世界で活躍する人材に育ってくれる、はず！
？
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阿 武 町 職 員 募 集
阿武町では、小さくても個性が光るまちづくりを担う、職員を募集します。
募集職種

一般
行政事務
（上級）

保健師

看護師

募集人員

若干名

受験資格

試験内容

【第１次試験】
教養試験
昭和60年４月２日以
一般性格診断検査
降に生まれた人で、
４
職場適応性検査
年制大学を卒業した人
作文試験
または平成２７年３月
【第２次試験】
に卒業見込みの人
集団面接
個人面接

１名

昭和60年４月２日以
【第１次試験】
降に生まれた人で、保
専門試験
健 師 の 資 格を有 する
一般性格診断検査
人または平成27年２
職場適応性検査
月実 施 予 定 の 保 健 師
作文試験
国家試験に合格し当該
【第２次試験】
免 許を取 得 する見 込
個人面接
みの人

１名

昭和44年４月２日以
降に生まれた人で正看【第１次試験】
護師資格を有し、実務 専門試験
経験３年以上の人で、看護師適性検査
阿武町国民健康保険【第２次試験】
福 賀 診 療 所に勤 務で 個人面接
きる人

※一般行政事務及び保健師は、採用後阿武町に居住できる方に
限ります。

阿武町のこれから
を一緒に！
教育委員会 社会教育係
下 川 翔 平
(平成24年度入庁)
私は教育委員会で生涯学習活動の
促進などを主な仕事としています。
生涯学習といっても、その対象は社
会教育、人権教育、スポーツ等様々
な分野に広がります。それぞれの分
野で町民のニーズに応えた事業を行
う必要性があり、それを分析し企画
することはとてもやりがいがありま
す。
仕事をしていく上でたくさんの町
民の方々と接する機会が多く、その
一つ一つがみなさんの意見を知る大
切な機会となっています。そうした
機会に得た意見をすぐに事業に反映
できる柔軟性は、小さな町である阿
武町だからこそできることと感じま
す。
町民と職員が一体になって行って
いく阿武町のまちづくり。阿武町の
これからを一緒に考えていきません
か？ご応募お待ちしています。

○受付期間 平成26年7月1日〜８月19日
○試験日程 第１次試験【日時】平成26年９月21日
（日）午前９時〜午後２時30分（予定）
【場所】阿武町町民センター
第２次試験 10月下旬 ※詳細は第1次試験合格者に通知します。
○受験資格 上記にかかわらず、次のいずれかに該当する人は受験できません。
（１）日本国籍を有しない人
（２）成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
（３）禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで、またはその執行を受けること
がなくなるまでの人
○採用予定日 平成27年４月1日
○受験手続 ①受験申込書及び受験票に必要な事項を記入し、最終学校卒業（見込）証明書、最終
学校成績証明書の写し、看護師の場合看護師免許証の写し及び実務歴に関する経歴
書（様式任意）を添えて、阿武町役場総務課へ提出してください。
②受験申込書及び受験票は役場総務課及び各支所または阿武町役場のホームページか
らもダウンロードできます。（http://www.town.abu.lg.jp）
③郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。
（当日消印有効）
○問い合わせ先 〒759-3622 山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地
阿武町役場 総務課 ☎08388-2-3110 FAX.08388-2-2090
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と
が
う
り
あ
福賀中学校から

●絵や写真で、
とても楽
しく学びました。大人に
なったら外国へ行って、
教えていただいた英語で
多くの人と話したいです。
●先生のお話はいつも面
白くて楽しかったです。
もっと、先生と英語でお
話したかったです。
●英語が得意ではなかっ
たけど、文章が書けた
り、話したりすることが
できました。教えていた
だいたことを続けていき
たいです。
●アメリカへ戻られて
も、お体に気をつけて元
気にすごしてください。

●鯉のぼり、一緒に立て
ましたね。楽しかったで
す。豆まきの時一緒に写
真を撮りましたね。今も
思い出に残っています。
●ウェイン先生はいつも
明るくて、楽しい先生で
した。英語の発音練習が
しっかりできて、楽しか
ったです。
●日本語で説明してくだ
さって、英文の意味がよ
くわかりました。行事等
でもお世話になりまし
た。
●英語劇でスイカ太郎を
した時、読み方を教えて
くださってありがとうご
ざいました。休み時間に
遊んでくださって、とて
も楽しかったです。

ウェイ

先
ン

4年間ありがとう!

From Fukuga Junior High School
7月17日の授業では英語でメッセージを伝えます！

阿武中学校から
とっても短い間でしたがお世話に
なりました。とっても楽しい授業
でした。
（葵）
すごくハイテンションな授業でと
ても楽しかったです。 （夕貴）
3年間でしたがありがとうござい
ました。テキサスに帰っても頑張
ってください。
（彩花）
You are a very good teacher!
I love you!
（哲太）
3年間ありがとうございました。
ウェイン先生の授業はとても楽し
かったです。アメリカに帰っても
頑張ってください。
（春香）
サンキュー ウェイン！ グッド
バイ！
（Rui）
3年間ありがとうございました。
ウェィン先生はとても楽しい人で
した。
（泉）
Thank you!!
（貴紀）

Thank you,Wayne !
今までありがとうございました。
本物の英語が聞けて良かったです。
（香帆）
今まで英語の授業を教えていただ
きありがとうございました。とて
もおもしろかったです。 （拓巳）

たです。
（遥香）
Thank you!!
（Chura）
ウェイン先生は僕たちが小学生の
ころから教えてくださってありが
とうございました。向こうに帰っ
ても元気でいてください。
（大輔）
ウェイン先生今までありがとう！
アメリカの伝統文化を学ぶことが
できました。
（総太郎）
ウェイン先生長い間お世話になり
ました。先生はいつも元気でとて
も勇気づけられました。See
You！
（浩輝）
今まで私たちのALTをしてくだ
I enjoyed studying English.
（芽生） さりありがとうございました。ウ
今までありがとうございました。 ェイン先生が教える勉強は楽しか
ウェイン先生との授業は楽しかっ ったです。
（実乃里）
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生

平成22年8月にアメリカ合衆国か
ら来日したウェイン・イン先生。阿武
町での4年間の外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）の任期を終え、このたび帰国する
ことになりました。
町内の小・中学校での英語の学習や
国際理解教育の活動をとおして、子ど
もたちと楽しくふれあってくださった
ウェイン先生。また、諸行事に積極的
に参加し、大いに盛り上げていただき
ました。今日まで本当にありがとうご
ざいました。
アメリカでの今後のご活躍をお祈り
します。

阿武小学校から
I m happy!

Thank you,Wayne!
いつも笑顔のウェイン先生！

楽しいゲームやチャンツを
たくさん教えてもらったよ！

季節の行事も
楽しかったよ！

What s that?

We will never forget your smile and kindness!
福賀小学校から

Thank you,Mr.Wayne★

英語のゲームが楽
しかったよ！いろ
んなゲームを教え
てくれてありがと
う。

9

いつも熱心に教え
てくれてありがと
う！英語の本を読
んでくれて嬉しか
ったよ。

We like Engrish♪

尼子氏のルーツに迫る
阿武町歴史秘話発見講座
阿武町にゆかりの深
い尼子氏をはじめ︑阿
武町の歴史に迫る〝阿
武町歴史秘話発見講
座〟
︵ 全４ 回 ︶が ６ 月
日開講しました︒
第１ 回 講 座 は 大 覚 寺
住職 末益泰輝さんを講
師に迎え︑同寺に墓の
ある尼子義久公を中心
に︑阿武町と尼子氏の
関係について講話がありました︒次回は７月
前 時から町民センターで開催されます︒
日午

尼子義久公墓所での説明
丁寧に縫い方を教える

いざという時の備え〝よし 〟
消防団夏季訓練

べっぴんさんになれる

基本動作︑機関操法
の習熟を図ることを目
的に７月６日︑阿武町
消防団夏季訓練が開催
され１１３人の団員が
参加しました︒
この日︑４人の新入
団員に辞令交付が行わ
れたほか︑女性団員は
AED指導操作訓練な
どを行い︑訓練の最後
には各分団代表による操法実演も行われ︑技術の向
上への意識を深めました︒

！
！

７ 月 日に阿武中学校全生徒 人が道徳の授業
で︑中学校舎︑体育館および町民センターのトイレ
掃除を行いました︒これは精神修行を兼ねて行われ
たボランティア活動で︑清掃に臨む姿は︑真剣その
もの︒生徒は嫌な顔ひとつせず積極的に清掃を行い
ました︒
きっとトイ
レの神様が見
ていて︑みん
な〝べっぴん
さん〟になれ
るはず

阿武中生徒がトイレ清掃ボランティア

！？

町民センターでの清掃の様子
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首都圏在住の阿
武町出身者で組織
する︑町初めての
同郷会﹁東京ふる
さと阿武町会﹂の
創 立 大 会 が６ 月
日︑東京都港区の
シーサイドホテル
芝弥生で開催され
ました︒
これは町外在住
者にもふるさと阿
武町を応援してい
ただきたいと︑サ
ポート町民組織化
事業により都市住
民との交流強化を
図ることを目的に︑広報あぶの有料購読者など１５
０人に広く呼びかけを行い︑会員来賓合わせて 人
が参加されました︒
総会では会長に阿武町福賀の出身で㈱東京アート
代表取締役会長の三木正市さんが就任し﹁郷里を離
れて上京し︑それぞれの道を歩いて来た人たちが︑
阿武町出身という縁で一つに繋がることができまし
た︒微力ながらふるさとのお役に立ちたい﹂とあい
さつ︒参加者の自己紹介や近況報告を行いました︒
また︑懇親会では３地区の出身中学の校歌を斉唱
するなど︑旧交を温めて大いに盛り上がりました︒

21

かけがえのないふるさとへの思い

第一回東京ふるさと阿武町会

﹁東京ふるさと阿武町会﹂は首都圏在住の阿武町
出身者ならどなたでも参加でき︑来年も６月 日
︵土︶﹁シーサイドホテル芝弥生﹂で開催されます︒
お問い合わせは役場総務課 ☎０８３８８︱２
︱３１１１までご連絡ください︒

47

20

18

20

25

地域のお年寄りと児童が一緒に活動を行う〝ふれ
あ い 集 会 〟 が６ 月 日 ︑ 阿 武 小 学 校 で 行 わ れ ま し
た︒活動内容は︑凧作り・おきあがりこぼし作り・
金魚マスコット作り・唐人ごま体験・竹とんぼ・折
り紙・カラオケなど多岐にわたり︑児童とお年寄り
は親睦を深めました︒

11

!?

阿武小でふれあい集会

10

磨かれた 芸 と 技 に
児童もビックリ

Ｔｏｐｉｃｓ 山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ

操法の見本を示す奈古第一分団員

10

あなたのまちの身近な話題をお寄せください。
役場総務課企画広報係（☎2̶3111） E-mail : kikaku02@town.abu.lg.jp

抜群のシャリ感と甘みが自慢

10

一流の技術と姿勢を学ぶ

福賀ミネラルすいか出荷式

!!

あま〜いスイカを堪能

スポ少バレー部が至誠館大
バレー部と合同練習

身の詰まったスイカの出荷作業

町の桃源郷〝つづら〟で
過ごす贅沢時間

阿武小 スポ少バレー部
キャプテン
青島 凜さん（野柳）
基本を分かりやすく教えて
もらったので、これからもっと
上手くなれるよう練習します！

紫陽花観賞とパエリア作り

至誠館大学 バレー部キャプテン
筒井 葵さん
去年一緒にやった時より上
手くなっていてびっくりしま
した。

らく えん

ひ

さ

あ

大学生に見守られながら〝トス〟

ha

福賀特産〝ミネラ
ルすいか〟の出荷式
が７ 月 日 ︑ あ ぶ ら
んど萩農協福賀支所
集出荷場で行われ︑
自慢のスイカが全国
各地へ向けて送り出
されました︒
式では福賀すいか
部会会長の木村武和
さん︵宇生賀中央︶
が﹁福賀のスイカ
は ︑１ 株１ 果 穫 り で
高糖度・大玉のスイ
カを生産していま
す︒今年は天候にも恵まれ︑大玉でシャリ感抜群の
出来となりました︒今年も自信を持って送り出せ
る︑良いスイカができました！﹂とあいさつ︒
その後テープカット
が行われ︑トラックが
市場に向けて出発して
いきました︒福賀で
は︑昼夜の寒暖差が大
きい準高冷地の気候を
活かして５ 名の農家が
２ でスイカ栽培をし
ており︑今年は出荷量
７ ０ ０ ０ 玉 ︑ 販 売 額２
０００ 万円を目指し︑
８ 月中旬頃まで出荷さ
れる予定です︒

11

こ
に

パエリア作りに興味津々

山本笑愛ちゃん、
真寸子さん、愛咲
陽ちゃん（写真左
から）（萩市）
パエリアはおい
しかったし、滝も
カニも紫陽花も見
れて楽しかったよ。

し

また遊びにきたいな！

60

柳井シヅ子さん（宇田浦）
健康のためにと思って
参加したけど、こんなに
きれいにしちょってとは
思わんかった！これからもこんな会
を続けてほしいねえ。

阿武小学校スポーツ少年団バレー部と︑萩市にあ
る至誠館大学バレー部の合同練習が７月１日︑同大
学体育館で行われました︒至誠館大学バレー部は現
在中国大学バレー１部リーグに所属する強豪で︑元
全日本女子バレー監督の吉田國昭さんが指導を行っ
ています︒児童は最初緊張した様子でしたが︑優し
いお姉さんたちの指導にすぐに打ち解け︑大きな声
を出して練習に取り組んでいました︒
至誠館大学 バレー部監督
吉田國昭さん
声が一番の戦力！自信がな
くても声を出せば出来るよう
になる。
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宇田郷のつづら地
区で伊藤博史さん
が ︑ 杉 や 檜 を１ ０ ０
年育てる計画で整備
している〝只楽園〟
で６ 月 日 ︑ 紫 陽 花
観賞とパエリア作り
が開催され︑町内外
から 人が参加しま
した︒これは︑地域
おこし協力隊の渡辺
香隊員を中心とした
地元実行委員会が企
画したもので︑伊藤さんがきれいに整備している景
色を楽しみながら︑同隊員の廣田浩士さんが得意と
するパエリアを食べようと企画されたもの︒他に
も︑仏坂入り口にある観音滝を尋ねたりと︑地元の
良さを再発見する催しとなりました︒

90歳健脚で滝まで踏破

ひそかなブーム
スリッパ卓球で汗

６月３日に宇田郷婦人学級︵若
葉・ちとせ合同︶﹁スポーツの集い﹂を宇田ふれ
あい体育館で開催しました︒
毎年グラウンドゴルフでしたが︑今回は︑悪天
候のため︑宇田郷地区でひそかにブームになりか
けのスリッパ卓球を開催しました︒競技が始まる
と皆さん本気モードになり︑熱戦の連続︒いい汗
をかきました︒成績は次のとおりです︒
優 勝 清水 紀美子︵宇田浦︶
準優勝 小林 智子 ︵宇田浦︶
３ 位 近藤 真由美︵惣郷︶

はじめてのボウリング教室に 人！

６月 日にユーズボウル萩店で宇田ふれあいク
ラブ主催のふれあいボウリン
グ教室が開催されました︒
今回新しく始まり︑ 人の
会員が参加︒ ３〜 ４人のチー
ムに別れ男女混成でストライ
クを狙いました︒今後は︑大
会もあるようですので︑どうぞお楽しみに︒

38

ユリを鑑賞
ピザ作り体験

知識もお腹も大満足！ひまわり移動教室
福賀婦人ひまわり学級の移動教
室が６月 日に広島県三次市方面
で開催されました︒梅雨の中休み
となり動くと汗ばむような天気
で︑絶好の移動教室日和でした︒
最初に世羅ゆり園で広大な園内を
見て回りました︒残念ながらシー
ズンの境目で︑一望の花畑は望め
ませんでしたが︑多様なユリの花
に一同魅了されました︒その後訪
れた平田観光農園では︑古民家を
改装したレストランで昼食をと
り︑くだもの博士によるフルーツ
研修の後︑園内のハウスで収穫を行い︑そのフル
ーツを使ったピザ作りを体験しました︒学習・収
穫・料理が一度に行え︑知識もお腹も大満足の︑
お得感いっぱいの体験学習となりました︒

大声援と大爆笑！カローリングで職域親睦
福賀地区職域親睦球技大会を６月 日︑福賀地
区の各種職域から７チームを編成して開催しまし
た︒雨のため︑福賀小中学校体育館でカローリン
グを行いました︒初めて体験する人が多く︑盛り
上がりが心配されましたが︑皆さんすぐにコツを
習得され︑思った以上の熱戦とな
りました︒各コートで声援と爆笑
が巻き起こる大会となり︑またや
りたいとの声も多く聞かれまし
た︒夕方からの懇親会では︑引受
職場のゲームや飛び入りの宴会芸
などもあり︑職域を超えて親睦を
深めることが出来ました︒

６月 日に阿武町ふれあいセンターで宇田郷地
区男料理の集いを開催しました︒今回は以前から
要 望 が あ っ た〝 夕 方 開 催 〟で ︑ 冷 蔵 庫 の 中 に あ り
そうな品目で下準備︒みなさん手際よく調理しま
した︒メニューを欲張り過ぎて︑時間がかかりま
したが︑試食しながら︑近況報
告をし楽しく過ごしました︒次
回は︑買い物からスタートした
い思います︒ご期待ください︒

冷蔵庫にありそうな材料で〝男の晩餐〟

38
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大分・中津の 歴｢史・景勝 を｣学び尽くす
〜官兵衛の知恵に触れたさつき学級〜
７月１日︑学級生 人が参加して︑奈古さつき
婦人学級７月講座︿移動教室﹀を開催しました︒
最初に訪れたのは︑日本で唯一の8連アーチ石
造橋﹁耶馬溪橋﹂︒日本百名橋と言われるだけあ
り︑石造りの趣のある橋に美しさを感じました︒
﹁青の洞門﹂は︑禅海和尚がノミと
鎚だけで 年かけて完成させたトン
ネルで︑明かり採りの窓やノミの跡
が残り当時の苦労が偲ばれました︒
昼食後は︑黒田官兵衛によって築
かれた﹁中津城﹂を見学︒天守は萩
城を模して造られたこと︑また石垣にも官兵衛の
知恵が施されていることなど︑熱心に地元ボラン
ティアガイドの説明を聞いていました︒
最後に︑福澤諭吉旧居・福澤記念館を訪れ︑大
分県中津市での教室を締めくくりました︒

﹁花燃ゆ﹂に備え？ 吉｢田松陰 学｣び直す
〜至誠に感動！寿齢大学〜
29

12

27

31

７月９日︑奈古寿齢大学７月講座︿移動教
室﹀を開催し︑ 人が参加しました︒
来年の︑ＮＨＫ大河ドラマ﹁花燃ゆ﹂の放
送前に︑吉田松陰先生について学ぼうと︑松
陰神社･誕生地･墓地を巡りました︒
身分や階級にとらわれず誰でも塾生として
受け入れ︑明治維新の原動力となる多くの逸
材を育てた松下村塾や︑幽囚ノ旧宅などを見学
し︑講師の田中浩先生の話に熱心に耳を傾けてい
ました︒学級生は﹁至誠﹂という言葉に感動し︑
松陰先生の生き方を通して︑これからの人生を考
えるきっかけとなりました︒

28

30
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チャレンジ・ふれあい・地域で

水泳許可・禁止区域
ブイより沖へ
出ない

※河口は
禁止

つつみ

土

プール

港

宇田へ

中学校
小学校

福賀へ

奈古駅

郷川

萩へ

温水プール
※小学３年生以下は保護者同伴

宇久 ・ 木与地区

福賀地区

港

かぶ坂
宇久港
清ヶ浜

水泳許可区域は、
福賀国民プール
のみとします。

宇田へ
木与駅

奈古へ

※清ヶ浜はブイより沖へは出ない
消波ブロックからの飛び込みはしない

保護者同伴許可区域
水泳禁止区域

惣郷
H

水泳禁止区域立礼
1
2
3
4

田部湾内
元浦港内
畑尻
ばらすよけ〜すずめ島

2

F

B

C

尾無

水泳禁止区域

畑

G 3

宇田郷駅
文

今浦E
D
A

宇田郷地区

4

郷
井部田

1

つづら

平原

A
B
C
D
E
F
G
H

びわくび（田部湾の反対側）
二反田（旧生コン）
青浦（旧道入口）
井部田尻
今浦港内
より仏
宇田郷駅前
尾無港内

田部

※町内すべての河川・ため池で泳ぐことを禁止します。
※小学生が海で泳ぐ場合は、必ず保護者同伴とします。

今年も︑子どもたちが心待ちにしてきた﹁夏休み﹂がや
ってきました︒思いきり自分のやりたいことにチャレンジ
して︑楽しい思い出がいっぱいの素晴らしい夏休みになる
ことを願っています︒
阿武町教育委員会では︑子どもたちを水の事故から守る
ために︑左の図のとおり﹁水泳許可・禁止区域﹂を定めて
います︒地域の皆さんも設置場所をご確認いただき︑子ど
もたちの安全を守るためにご協力をよろしくお願いします︒
また︑水泳禁止区域の近くで︑子どもたちを見かけられ
たり危険な行為などありましたら︑ぜひ︑ご指導ください︒

上郷
砂防

阿武町教育委員会

水泳許可区域
水泳禁止区域
水泳禁止区域立札

奈古地区

筒尾

地域のみなさんへ

保護者のみなさんへ

児童生徒のみなさんへ

地域で育てる子どもたち!

家族みんなでふれあいの時間を!

夏休みにしかできない体験を!

「地域の子どもは地域で育てる」と
いう意識で、「声かけ」や「あいさ
つ」など、子どもたちと積極的に関
わってください。そして、いけない
ことはぜひ注意してください。
家庭だけでなく地域のみなさんが
一体となって、
「たくましく心豊かな
阿武町っ子」
を育てていきましょう。
夏休みに子どもたちの明るい笑顔
があふれることを願っています。

子どもたちにとって夏休みの楽し
みのひとつが 家族とのふれあい で
す。お忙しい毎日でしょうが、子ど
もとのふれあいの時間をしっかりと
っていただき、家族共通の思い出づ
くりをお願いします。また、毎日継
続的にできる家庭や地域での「仕
事」を一緒に考え、子どもたちに取
り組ませていきましょう。
子どもたちにとって楽しい体験だ
けでなく、きつい体験も心の健やか
な成長のためには大切です。
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心待ちにしていた夏休みが始まり
ました。
「夏休みだからできること」、
「夏休みでないとできないこと」に
積極的にチャレンジしてみましょう。
この機会に趣味や特技を磨き、い
ろいろなことにチャレンジすること
で充実感や満足感を味わうことがで
きます。
今年の夏も、心に残る素晴らしい
体験や活動に積極的に挑戦し、有意
義な夏休みにしていきましょう。

金子保健師

夏休みになりました！ 受ける予定の予防接種は受けられましたか？
小中高生で受ける予防接種がある方は長期休みがチャンスです！
この機会にぜひ受けましょう！
【特に忘れずに受けていただきたい予防接種】
予防接種名
麻疹・風疹
（ＭＲ）2期
二種混合

対

象

者

接種回数等

●平成20年4月2日〜21年4月1日
生まれの方

接種期間は平成27年3月末

●小学6年生

接種期間は平成27年3月末

●生後6か月〜7歳6か月
※平成19年度4月2日生まれ以降の場合 1期2回接種後、1年後に1回追加接種
7歳6か月までの接種が無料となります
日本脳炎

●9歳以上13歳未満

2期1回

●機会を逃した方：
平成８年4月2日〜平成19年４月1日
生まれ

1期3回･2期1回：残りの回数を接種
※接種間隔等は、医療機関にご相談く
ださい。

【問い合わせ先：役場民生課】☎２−３１１３
ま
今年も開催し
「食べるって
す！
楽しいね！」

みんなのアイデアが
「ダイニングカフェ８４
６」
と
「ちっぽら食堂」
、
「まんま屋たんぽこ」
で
メニューになるよ！

石川栄養士

あぶ町食育しあわせプラン実行委員会では、地産地消をすすめ、阿武町の特産品をみんなでおい
しく食べるために、子どもたちのアイデア料理を募集します！ 優秀作品は、みんなの学校給食で
献立になったり、町内のお店でメニュー化されるというおまけ付きです。応募者全員に参加賞を用
意していますので、夏休みに親子でアイデア料理を考えてぜひご応募ください！ たくさんのご応
募をお待ちしています！
■応募料理 ①阿武町の特産品６品「米、地元の海産物、無角和牛、ほうれん草、人参、玉ねぎ」のい
ずれかを使って手軽にできる料理
今年も食材を
②応募料理はごはん、おかず（主菜、副菜、汁物）、デザートで本人のオリジナルレシピ
絞りました！
で、１人何品でも応募可能です
！
デザートもＯＫ
③材料費は４人分１,６００円以内で、1時間以内でできる料理
④各学校から配布された応募用紙に記入し、写真を１枚添付または下記アドレスまでデー
タでお送りください（minsei05@town.abu.lg.jp）
９月27日
（土）
■応募〆切 平成26年９月１日
（月）各学校まで提出してください
町民センターで
■選考方法 １次審査：書類審査 ２次審査：実際に料理を作り、試食審査
行います！
■審査発表 平成26年10月中旬にご連絡します
■表 彰 式 後日、受賞者には文書にてご連絡します
なお、受賞者には賞品をプレゼントします

【問い合わせ先】役場民生課「アイデア料理コンテスト」係

☎２−３１１３
（担当：石川）
14

日時
中村ますみさん ●プロフィール●
モデルとして業界に入り、歌手としてデ
ビュー。
CM出演や番組アシスタントなどのタレ
ント活動を経て、作曲家中村泰士と結婚。
1995年に乳がん発病。乳房摘出手術。
元気になった姿を通して病気の方を励ま
す活動を行っている。

場所

※乳がん検診は、定員に達しました。個別検診は、12月26日までとなっています。ご希望の方
は、医療機関へ直接、予約してください。
日時

場所

●予約時に希望時間をお知らせください●
・午後１時30分〜
定員に達した場合、希望の時
間が予約できない場合があり
・午後２時30分〜
ます。
早めにご予約ください。
・午後３時30分〜

■集団子宮がん検診がオススメのわけ■
１・検査時間が短い！5分程度で終わります
２・検査が簡単！子宮の中の細胞を綿棒で
少しこすりとります
３・痛みがほとんどない
４・検診の効果が高い
５・プライバシーに配慮
医師と顔を合わせることはありません
６・生理中でも受けることができます
（心配、不安な方はご相談ください）

予約・問い合わせ先
役場民生課 ☎２−３１１３

「山口県がん総合相談窓口」開設のお知らせ
相談員による相談窓口が開設されました。
《相談内容》
○がんや生活への不安、介護支援者等の紹介
○がん治療や療養、セカンドオピニオンに関す
ること
○経済的負担への支援制度の紹介
○就労継続のための情報提供 など
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《連絡先》
主として電話相談（面接での相談は予約が必要）
平日（月〜金：年末年始、祝日除く）
9:00〜12:00、13:00〜16:00
※電話料は相談者負担となります
TEL：083-902-6220

ご家庭に浄化槽を設置された皆様へ
浄化槽法により以下の手続きが必要です。
・水質検査について 毎年１回 （一社）山口県浄化槽協会から水質検査の案内がありますので、必ず受
検してください。
・保守点検について 浄化槽の点検、調整等は１年間に３回以上実施してください。
・清掃について
汚泥の引き抜き等は、１年間に１回以上実施してください。
保守点検及び清掃は浄化槽に関する専門知識や機材が必要です。
業者に委託するなど適正に維持管理をしてください。
※保守点検と清掃の回数は、浄化槽の種類によって異なります。
◆問い合わせ先

一般社団法人 山口県浄化槽協会 萩支部 ☎０８３８−２６−３６１６
萩健康福祉センター ☎０８３８−２5−２６６６

「地域見守りネットワーク」の講演会を開催します！
今、求められている地域のつながりを考える
〜 気づき をかかわりに変える〜
●日 時

７月２８日、月曜日（※昨年、豪雨災害のあった日）
午前９時30分〜11時50分（協定締結式、講演会ほか）

阿武町町民センター・文化ホール （入場無料）
●講 師 ルーテル学院大学 大学院社会福祉学専攻主任教授 和田 敏明 氏
●場 所

●問い合わせ先

役場民生課（☎２−３１１３）

◎高齢者や障害者、子ども等が安心して暮らし続けられるよう、みんなで見守り支え合う仕組みづくり
を一緒に考えていきましょう。お誘い合わせのうえ、一人でも多くの方のご来場をお待ちしています。

無人ヘリコプターによる防除のお知らせ
阿武町内の水稲・大豆などを病害虫の被害から守
るため、無人ヘリコプターによる薬剤の空中散布を
次のとおり行う予定です。農作物にとって大切な作
業ですので、ご理解とご協力をお願いします。

地 区
１回目
２回目
３回目
奈古地区 7/15〜27 8/12〜20 8/25〜9/6
宇田郷地区
〃
〃
〃
福賀地区 7/10〜25 8/3〜20

防除時間は午前６時から午後７時までの予定です。
安全には万全を期しておりますが、散布には危険
をともないますので無人ヘリコプター及び散布圃場
には近づかないようお願いします。
民家等の近隣で散布する場合がありますので、洗
濯物、自家用車、ペット等には十分気をつけてくだ
さい。天候や圃場条件により日程が変更になる場合
がありますので、ご了承ください。

堆肥の販売・運搬・散布、コンバイン
刈り取り作業を請け負います
作業内容及び料金
作 業 内 容
基本料金
堆肥の販売・運搬・散布
1t当／3,000円
コンバイン刈取・籾運搬作業 10a当／17,900円
※コンバイン刈り取り作業については、時期により
対応出来ない場合があります。

【申し込み方法】申込書に必要事項を記入し、８月
15日
（金）
までに下記のいずれかに提出してください。
【申し込み・問い合わせ先】
阿武町農業公社（役場経済課）☎2-3114
JAあぶらんど萩奈古支所 ☎2-3131
JAあぶらんど萩福賀支所 ☎5-0311
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職域ソフトボール大会 参加チーム募集
■日
時 ８月20日
（水）、21日
（木） 午後６時30分〜
■場
所 町民グラウンド、阿武小中グラウンド
■参加資格 （１）原則として単独の職域で編成。無理な場合は同地区内での混成を認める。他地区と
の混成の場合は、同業の職域で編成すること。
（２）出場者は職域に必ず属していること。
■チーム編成 ○１チーム20人以内
○常時、45歳以上男子もしくは女子が３人以上出場していること。
■競技方法 ○スローピッチソフトボールルール
○14インチ球使用、選手は常時10人出場
■申込締切 ８月１日
（金） ※申込用紙は、阿武町教育委員会にあります。
■代表者会議・抽選 ８月７日
（木）午後６時30分から 町民センター
■申込・問い合わせ先 阿武町教育委員会 ☎２−０５０１

ひとつまみ

解説

阿武町スポーツ推進計画
〜スポーツで育てる人とまちの元気

阿武町〜

週3日以上のスポーツを！・・・ＡＢＵ３・３０運動
「阿武町スポーツ推進計画」の目標年次である平成36年度に計画が実現された姿を示
すものとして、指標を設定しました。
なお、この目標の達成は、町民のみならずスポーツ関係団体・学校・企業・行政等が協
働・連携してはじめて実現できるものです。みなさんのご協力をお願いします。
視

点
する

支える

項

目

24年度調査結果

① 過去1年間にスポーツを実施した人の割合

76.1％

90％以上

② 町民の週１回以上のスポーツ行動者率

40.4％

65％以上

③ 町民の週3回以上のスポーツ行動者率

21.4％

30％以上

① 町民の総合型地域スポーツクラブ認知度

29.2％

60％以上

② 町民のスポーツボランティア実施率

10.5％

20％以上

③ スポーツ施設数・設備の満足度の割合

39.3％

50％以上

36,595人

38,000人

36.6％

50％以上

④ スポーツ施設利用者数
観る

目 標

① スポーツを直接観戦した人数の割合

参 考：スポーツ基本計画（H24 文部科学省）
国 スポーツ基本計画目標

国 スポーツ基本計画目標

国 スポーツ基本計画目標

１年間に１度もスポーツをし

できるだけ早期に週１回以上

できるだけ早期に週３回以上

ない者の数がゼロに近づく

65％程度となることを目指す

30％程度となることを目指す

表彰席

36

︵敬称略︶

上田陽葵さん

第 回 玖珂町
近郷少年柔道大会

84

７月６日 玖珂体育センター
個人戦 男子２年の部
★第３位 上田陽葵
︵ 水ヶ迫 ︶

︵宇田中央︶

第 回﹁かえるさん・
田んぼの中で混成合唱﹂
グラウンドゴルフ大会

６月 日
宇田ふれあいグラウンド
︻フリーの部︼
★優 勝 虎竹 彰︵宇田中央︶
★準優勝 中村晶男︵宇田中央︶
★第３位 白石修照︵宇田中央︶
︻レディの部︼
★優 勝 岩本房枝︵宇田中央︶
★準優勝 中村雅子︵宇田中央︶
★第３位 近藤利津子

︻ゴールドの部︼
★優 勝 角石勝枝
︵宇田浦︶
★準優勝 伊藤繁汎︵宇田中央︶
★第３位 柳井昭三︵宇田中央︶
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奈古高
校
は
今
●グリーンライフ 田植え
６月13日
（金）、生物資源科学科３年の『グリーンライフ』で、阿武小学校５年生のみなさんと
一緒に田植えを行いました。最初は田んぼに入るのをためらう姿も見られましたが、先輩たちの
丁寧で優しい指導で、全員が一生懸命、楽しく田植えをすることができました。
●ようこそ先輩
６月16日
（月）５・６時間目、２・３年生を対象に、本校卒業生を招いて「ようこそ先輩」を開
催しました。先輩の体験談を聞き、「働くということは想像以上に厳しい」と感じる一方で、
「自分も早く仕事に就きたい」という思いを抱いた生徒もいたようでした。
●交通安全教室
６月20日
（金）、萩警察署交通課の方を講師にお招きして、交通安全教室を実施しました。昨年
改正された自転車に関する罰則や実際に県内で発生した自転車事故についてお話いただきまし
た。また、サイクル・スクールリーダーの交通委員を補助員として、とっさの動きができるかど
うかの反射実験も交え、交通マナーの大切さや安全に通学するための心構えを学ぶことができま
した。
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美咲第４分譲宅地の売出しを開始します
平成26年8月4日受付開始
8月29日
（金）、希望区画は、9月3日
（水）に抽選で決定します。

美咲第４分譲宅地
整備状況

第1次申込締切

申し込みができる方
●居住専用住宅を建てられる方
●宅地購入後、２年以内に住宅建設に着手できる方
現地概要 住所：阿武郡阿武町大字奈古字野地外
交通：ＪＲ奈古駅から歩いて５分
阿武町役場から歩いて５分
阿武小学校から歩いて10分

美咲第４
分譲宅地
配置図

区画１
面積
311㎡
販売価格
2,822,000円

区画５
面積 356㎡
販売価格
3,232,000円

区画７
面積 293㎡
販売価格
2,660,000円

区画４
面積 298㎡
販売価格
2,703,000円

区画６
面積 354㎡
販売価格
3,213,000円

区画８
面積 285㎡
販売価格
2,582,000円

町道汐入野地線

年金のたより

坪
3万円！！
美咲第１分譲地

区画３
面積 307㎡
販売価格
2,783,000円

区画２
面積
297㎡
販売価格
2,694,000円

区画９
面積 283㎡
販売価格
2,566,000円
至

道の駅方面

現地案内図
阿武町役場●
スーパー● 病院
日本海

●保育園
中学校 文
小学校 文 国道191号

JR奈古駅 ●公園

阿武町
道の駅
●
至 萩市

★この分譲宅地は、阿武町が定住促進の
ために特別に準備した住宅専用地です。
【問い合わせ・申し込み先】
阿武町役場施設課
住所：阿武郡阿武町大字奈古2636
電話：08388-2-3112

至 益田市
郷川

現地
至 萩市紫福

（注意事項）
各区画面積及び販売価
格は、今後の確定測量
により多少変わること
が有りますので、ご注
意ください。

ご存じですか？ 障害基礎年金

【障害基礎年金とは】
国民年金に加入中（もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる）に初診日※のある病気やけが
で政令に定める１級または２級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
厚生年金に加入中に初診日があるときは、障害厚生年金も受給できます。
※障害の原因となった病気やけがで初めてお医者さんにかかった日のことです。

【受給するための要件】
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が３分の１以
上ないことが必要です。ただし、初診日が平成28年３月31日までにある場合は、初診日のある月の
前々月までの１年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
障害基礎年金額（年額）
１級……９６万６,０００円
２級……７７万２,８００円

受給者に生計を維持されている子※がいる場合は、加算があります。
１人目・２人目…各２２万２，
４００円
３人目以降……… 各７万４，
１００円
※子とは、18歳になって最初の３月31日までの子、または20歳未満で１、２
級の障害がある子のことです。

【国民年金加入前に障害者になった人は】
国民年金に加入する20歳になる前に１級、２級の障害者になった場合は、20歳になったときから
障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額ま
たは半額が支給停止となります。
■問い合わせ先
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日本年金機構萩年金事務所
役場住民課住民係
日本年金機構ホームページ

☎０８３８ー２４ー２１５８
☎２ー０５００
http://www.nenkin.go.jp/

★国民健康保険高齢受給者証が交付されます
７０歳以上７５歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者
証（以下、
『 高齢受給者証』）」が交付されます。適用は７０歳の誕生日の翌月（１日が誕生日の人はその月）
から７５歳の誕生日の前日までです。
該当する方には、適用開始日の前月末に「高齢受給者証」を郵送します。

★お医者さんにかかるときは
お医者さんにかかるときは、次のものを忘れずに医療機関の窓口に提出してください。
・国保の保険証 ・高齢受給者証

★窓口で支払う費用（一部負担金）の割合
所得区分
・一般
・低所得Ⅱ
・
Ⅰ

負担割合
対象となる人
昭和19年4月1日以前に生まれた人
1割
※一部負担金は、所得に応じて異なります。
昭和19年4月2日以降に生まれた人
2割
詳しくは、お問い合せください。
現役並み所得者
3割

●交通事故にあったときは必ず届出を！
交通事故など第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、国保や後期高齢者医療で診療を受け
ることはできます。この場合、医療費はあとで加害者に請求します。
加害者から治療費を受けとったり、示談をすませると国保や後期高齢者医療が使えなくなることがあり
ます。示談の前に必ずご相談ください。

★まずは警察に届けて、
「事故証明書」をもらう
★役場民生課窓口で「第三者の行為による被害届」の手続きをする
※届け出に必要なもの・・・保険証、印鑑、事故証明書（後日でも可）

後 期 高 齢 者 医 療 （75歳以上の方など）
●後期高齢者医療減額認定証の更新のお知らせ
現在交付されている減額認定証の有効期限は、平成26年7月31日となっています。
これまで、減額認定証をお持ちで新年度の認定区分が「区分Ⅱ」※2 に該当する方は更新時に申請の手
続きが必要でしたが、平成26年度から不要となります。

現在、減額認定証をお持ちで平成26年8月以降の認定区分が「区分Ⅰ」※1 または「区分Ⅱ」※2 に
該当する方には、平成26年7月31日までに新しい減額認定証を郵送します。
お手元に届きましたら、平成26年8月1日から医療機関へご提示ください。
なお、現在お持ちの減額認定証は8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください（返却の
必要はありません）。
※１
※２

区分Ⅰ：世帯の全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円（年金収入は控除額を80万円として計算し
ます）または老齢福祉年金受給者
区分Ⅱ：世帯の全員が住民税非課税（区分Ⅰに該当する方を除く）

減額認定証の交付を受けるには申請が必要です。随時受け付けておりますので、役場民生課または各支
所の窓口で手続きしてください。

●現在「区分Ⅱ」の減額認定証をお持ちの方へ
過去1年間の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額となります。再
度、申請が必要となりますので、役場民生課または各支所の窓口で手続きしてください。
〔申請に必要なもの〕 ①後期高齢者医療制度の被保険者証
②現在交付されている減額認定証（区分Ⅱ）
③病院の領収書など91日以上の入院日数の分かる書類

●問い合わせ先 阿武町役場民生課 （☎０８３８８−２−３１１５）
山口県後期高齢者医療広域連合（☎０８３−９２１−７１１１）
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エコの日 毎月 日は︑地球に良いことをする﹁エコの日です﹂︒ 7月は︑﹁エアコンの温度調節をこまめにしよう﹂

●７０歳になると自己負担割合や
自己負担限度額が変わります。
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●国保及び後期高齢者医療の対象の方 保険証を更新します!!
ひと

女と男の一行詩

ひと

現在発行している「国民健康被保険者証」及び「後期高齢者医療被保険者証」は有効期限が７月
31日までとなっています。
●発送は…国保及び後期高齢者医療の保険証は、
７月下旬までに簡易書留でお送りします。保険証は、
８月１日からご使用になれます。
（※古い保険証は、
８月１日以降使えませんので各自で処分するか、役場民
生課または各支所へ返却してください。）

★国保 被保険者証（カード）は、ピンク色（一般）またはオレンジ色（退職者）となります。

絵日記に

（注）
７０歳以上の国保加入者の方には、「国民健康保険高齢受給者証」（白色）を併せて送付します。

★後期高齢者医療 被保険者証は、薄紫色となります。

エプロン姿の

国 民 健 康 保 険

（75歳未満の方）

●入院されたときは、限度額適用認定証などの提示を忘れずに

パパを描く

◎外来で自己負担が高額になる方も、「限度額適用認定証」が使えるようになりました。
あらかじめ国保窓口で申請し、交付された「限度額適用認定証」（住民税非課税世帯の人は「限度額適
用・標準負担額減額認定証」）を病院や薬局で提示すれば、それぞれ限度額までの窓口負担となります。
（保険税を滞納していると認定証を交付されない場合があります。）
※「限度額適用認定証」の有効期限は毎年７月３１日までです。必要な方は更新申請をしてください。
●申請（更新）方法 国民健康保険証、印鑑（※更新をされる方は、
「限度額適用認定証」）を民生課または、
各支所へ持参

★７０歳未満の人の場合
□自己負担限度額（月額）
所得区分

３回目まで
一般
80,100円+（医療費−267,000円）×1%
上位所得者※1
150,000円+（医療費−500,000円）×1%
住民税非課税世帯
35,400円

４回目以降※2
44,400円
83,400円
24,600円

※1

上位所得者とは「基礎控除後の総所得金額等」が６００万円を超える世帯。
所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
※2 過去１２か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合は、４回目以降の限度額を超
えた分が支給されます。

★７０歳以上７５歳未満の人の場合
外来（個人単位）の限度額を適用後、外来＋入院（世帯単位）の限度額を適用します。
入院時の窓口での負担は、外来＋入院（世帯単位）の限度額までとなります。
□自己負担限度額（月額）
所得区分

外来（個人単位）
12,000円

現役並み所得者※3

44,000円

一般

低所得者Ⅱ※4
低所得者Ⅰ

8,000円
8,000円

外来＋入院（世帯単位）
44,400円
80,100円+（医療費−267,000円）×1%
（※４回目以降の場合は44,400円）
24,600円
15,000円

※3

現役並み所得者とは同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の７０歳以上７５歳未満の国保被保
険者がいる人。同一世帯の国保被保険者との収入合計により、一般になる場合があります。
※4 低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。そのうち、世帯の各
所得が規定の必要経費･控除を差し引いたときに０円となる人は、低所得者Ⅰ。

●医療費が高額になったときは…？
医療費の自己負担が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
●申請方法 保険証、領収証、印鑑を民生課または、各支所へ持参
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ねんりんピック
おいでませ！
山口２０１５リハーサル大
会参加者を募集します︒

柳井市役所社会福祉課
☎０８２０︱ ︱２１１１

お知らせ
中高生アルバイトを
雇用する事業者の方へ
歳未満の人をアルバイト
等で雇う場合は︑労働基準法
等により︑
①労働条件通知書の交付義務
②１時間７０１円以上の賃金
支払い義務
③残業・休日労働の禁止
④深夜労働︵午後 時〜午前
5時まで︶の禁止
⑤危険有害業務への就業禁止
⑥年齢を証明する戸籍証明書
の備え付け
等が定められています︒
詳しくは︑萩労働基準監督
署 ☎０８３８︱ ︱０７５
０へお尋ねください︒

変わりました︵８月１日施行︶

火災予防条例の一部が

50

14

ュー︑幼稚園で父母が主催
するもちつき大会のように
相互に面識がある場合︶は
対象外ですが︑迅速な初期
消火・被害拡大防止の観点
から消火器の準備をした上
で安全に行ってください︒
▼問い合わせ先
萩市消防本部予防課
☎０８３８︱ ︱２７９８

22

チャレンジャー

萩・阿武健康ダイヤル２４

柳井市オープン
将棋選手権大会

規定の整備︑防火管理体制の
構築を目的に︑火災予防条例
の一部を改正しました︒
︻改正内容︼
○消火器の準備
祭礼︑縁日︑花火大会︑展
示会その他の多数の者の集合
する催しに際して︑対象火気
器具等を使用する場合に消火
器︵住宅用消火器不可︶の準
備が必要です︒
※対象火気器具等を使用する
露店等を開設する場合は消
防機関に届け出なければな
りません︒
○〝指定催し〟の指定
屋外イベントで計画する露
店等の数が 店舗を超える催
しには︑指定催しとして指定
します︒指定された催しの主
催者は︑防火担当者を定め︑
火災予防上必要な業務に関す
る計画を作成︵催しの 日前
までに消防機関へ提出が必
要︶させるとともに︑当該計
画に従って業務を行わせなけ
ればなりません︒※計画の提
出が行われない場合︑罰則の
対象となります︒
※屋外イベントにおける消火
器の義務付け︑指定催しの
指定は︑集合する者の範囲
が個人的なつながりに留ま
る場合︵近親者のバーベキ

2
25

)
(

家族分隊

☎0838−26−1397

我が家は

（内科・外科・小児科・産婦人科・歯科）

放送大学山口学習センター
☎０８３︱９２８︱２５０１
※資料は無料で差し上げてい
ます︒

日曜日、祝日、年末年始は
休日急患診療センターへ

ひと

26

22

平成 年８月に京都府福知
山市で発生した花火大会火災
を踏まえ︑類似した事故を防
止するために︑屋外における
多数の者が集合する催しに際
して対象火気器具等︵コン
ロ・グリドル・ストーブ・発
電機等︶の取り扱いに関する

町の笑顔（^▼^）

ひと

※当番医の確認は役場または各支所へ

女と男の一行詩

集

31

10

22

募
放送大学 月生
募集のお知らせ
10

緊急の場合は１１９番
▼日時 ８月３日
︵日︶
午前
時〜
▼場所 柳井市文化福祉会館
▼参加料 一般５００円
▼対象 アマチュアの方なら
誰でも参加可
▼その他 当日はプロ棋士に
よる指導対局を予定
▼問い合わせ先

阿武小学校３年生
学年PTA活動で清ヶ浜清掃！

ヨーヨーほしいな♪
みどり保育園ちびっ
こまつり

18

⑥0149
52 0027
◯
⑤0863
②0345
54 2014
◯
⑧2311
吉部上
福井下
福 賀
下田万
川 上
弥 富
7/20㊐ （郡）萩市むつみ診療所
7/21㊊ （郡）萩市福川診療所
7/27㊐ （郡）福 賀 診 療 所
8/3㊐ （郡）松 井 医 院
8/10㊐ （郡）萩市国保川上診療所
8/17㊐ （郡）萩市弥富医療センター

10

24時間年中無休で健康や医療に関する
相談を受け付けています。
☎0120-506-322 通話料・
★携帯電話に登録すると便利です 相談料無料
10

休日当番医

放送大学では平成 年度第
２ 学期︵ 月入校︶の学生を
募集しています︒
放送大学はテレビ等の放送
やインターネットを通して学
ぶ 通 信 制 の 大 学 で す ︒心 理
学・ 福 祉 ・ 経 済 ・ 歴 史 ・ 文
学・自然科学など︑幅広い分
野を学べます︒働きながら学
んで大学を卒業したい︑学び
を楽しみたいなど︑様々な目
的で幅広い世代︑職業の方が
学んでいます︒
▼出願期間 ８月 日まで
▼資料請求・問い合わせ先
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おしら せ

ひと

女と男の一行詩

ひと

わ

たし

の食改 料

理

8月
日 曜

「メンズキッチン
６月レシピ」
より

4 月

阿武町ヘルスメイト
★おすすめ料理レシピ
5 火

書き換える女性初から女性発

いかげそごはん

6 水

［材料（４人分）］
米
２合
いかげそ
１２０ｇ
酒
大さじ1強
めんつゆストレート
４０cc
みりん 大さじ１強
塩
少々
かつお節
少々
葱
１０ｇ

7 木
8 金
11 月
13 水
14 木
15 金
17 日
19 火
20 水

［作り方］
①お米は洗っておく。いかげそは洗って
から水気をきり、食べやすい大きさに
切って酒につけておく。葱は小口切り
にする。
②炊飯器にお米、いかげそ、調味料を入
れてから水加減をしてさっと混ぜて、
ごはんを炊く。
③炊き上がったらごはんを混ぜてから茶
碗に盛り、上からかつお節と葱をのせ
る。

7月分

町内の求人情報

21 木
22 金
24 日
26 火
27 水
29 金
31 日

7月11日現在 （すでに決定済みとなっている場合があります。その際にはご了承ください。）

●問い合わせ先 ハローワーク萩・萩公共職業安定所 ☎0838−22−0714

会 社 名

求人数
３人
小田建設 株式会社
１人
小田建設 株式会社 採石場
４人
ニッタイコンクリート工業 株式会社
１人
ポ・ヤシロ
１人
公益社団法人 山口県栽培漁業公社(山口県外海第二栽培漁業センター) １人
１人
２人
道の駅阿武町(あぶクリエイション)
２人

阿武町の人口と世帯数
地区別

人 口

世帯数

年齢
40歳以下
64歳以下
64歳以下
64歳以下
不問
不問
不問
不問
不問

移動内訳
8

福 賀

672
（ 0 ） 306
（ 1 ） 転出

10

宇田郷

619
（ − 1 ） 311
（ − 1 ） 出生

0

（ − 9 ） 1,687
（ − 3 ） 死亡
合 計 3,666

7

23

）内数字は対前月比

賃
金
160,000円〜250,000円
130,000円〜180,000円
180,000円〜270,000円
180,000円〜230,000円
135,000円〜200,000円
時給815円
時給740円
時給740円〜800円
時給740円〜800円

業
種
普通作業員
事務員
重機オペレーター
生コンミキサー運転手
菓子製造
種苗生産業務補助等
事務員
集荷作業及びレジ係
鮮魚加工

6月の交通事故

（6月末）

奈 古 2,375
（ − 3 ） 転入
（ − 8 ） 1,070

※（

行
事
予
定
奈古地区子ども会盆踊り教室 10:00【町民センター】
はかり定期検査 10:00【町内】
福賀月例グラウンドゴルフ大会 19:30【福賀小グラウンド】
奈古寿齢大学8月講座 9:00【町民センター】
すくすく乳児相談 10:30【母子健康センター】
宇田郷盆踊り教室 19:30【宇田郷漁村センター】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30【ふれあいセンター】
福賀地区・生涯現役若返り教室 10:00【のうそんセンター】
福賀月例ボウリング大会 19:30【萩ユーズボウル】
阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30【役場会議室】
農業委員会総会 9:00【役場小会議室】
奈古地区自治会親睦ソフトボール大会 7:30【町民グラウンド他】
福ＢＯＮまつり・納涼花火大会 19:30【福賀支所駐車場】
宇田郷地区盆踊り大会 20:00【漁協広場ほか】
宇田郷地区ふれあい球技大会 8:00【ふれあいグラウンドほか】
奈古納涼盆踊り大会 20:00【道の駅阿武町発祥交流館前】
劇団澤宗チャリティー公演 14:00【町民センター】
宇田郷地区子ども会親子交歓大会 19:30【ふれあい体育館】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
職域ソフトボール大会（〜21日）18:30【町民グラウンド他】
宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30【ふれあいセンター】
のびのび幼児健診 13:00【母子健康センター】
福賀小中学校環境整備作業 8:00【福賀小中学校】
奈古地区子ども会大会 9:30【阿武小中グラウンドほか】
宇田郷地区夏季子ども会大会 13:00【ふれあいセンターほか】
長岡あゆみ Piano Trio SUMMER CONCERT 14:00【文化ホール】
うもれ木の郷 ウォーキング 8:30【うもれ木の郷】
阿武町歴史秘話発見講座 10:00【町民センター】
福賀ターゲットバードゴルフ大会 19:30【福賀小グラウンド】
女性がん講演会 10:00【町民センター】
奈古さつき婦人学級８月講座 10:00【町民センター】
休日がん検診
（子宮がん検診・乳がん検診）13:00【町民センター】

区 分

人 身 事 故
件数

物損
死者 負傷者 事故

萩警察署管内で
起こった事故

10
0
11
104
（9） （0） （12） （107）

うち阿武町内で
起こった事故

1
0
1
4
（1） （0） （1） （4）
（ ）内数字は前年件数

旬の

ごっ

坊ちゃん
かぼちゃ

そー

作品は道の駅発祥交流館ギャラリーに展示中

会員作品紹介

手のひらサイズの約５
００ｇ前後の大きさは、普
通のかぼちゃの半分以下
の大きさ。この時期「あ
ぶの旬館」物産直売所に
電話での問い合わせが入
るほどの人気食材で、保
存も簡単、場所もとりません。
坊ちゃんかぼちゃは形や肉質が栗か
ぼちゃとよく似ていて、ホクホクした
食感で甘みも十分あり何よりも美味し 道の駅「阿武町」
支配人 田中良平
いかぼちゃです。
栗かぼちゃよりも栄養価が高く、タンパク質やβ
カロチン、糖質などは３〜４倍含まれているそうです。
もちろん普通のかぼちゃと同じ料理にも使えます
が、小さいならではのレシピを紹介いたします。
丸ごとラップで包み、レンジで７〜８分加熱する
だけで美味しく食べれます。小さいので一回の食事
で食べ切ることができて便利です。
上部を薄く切り、中の種をスプーン等でくり抜い
て使ったり、詰め物をする場合は前もって蒸すか、
レンジにかけ火を通しておきましょう。グラタンに
すると器ごと食べられてちょっと豪華な気分になれ
るかもしれませんね。
◆問い合わせ先 道の駅阿武町物産直売所
☎０８３８８−２−２８２８

タイトル「雨上がりの指定席」 池田 幸枝（大里）
●コメント：鬱陶しい梅雨時期の庭で、菖蒲にカエ
ルが乗っている瞬間をパチリ。なんだか気持ちがス
ッキリしました。

タイトル「休日の鹿島スポット」
出羽 朝一（浜の一）●コメント：新装開店した道の
駅のモニュメントから望む鹿島の眺めが特に素晴ら
しかったので、見物客を入れて撮影してみました。

スリムな体型が特長
センニンフグを捕獲
７月１１日、奈古沖で体長約５０cmの「センニンフ
グ」が野島水産の定置網にかかりました。
このフグは筋肉にまで毒があり、本州では珍しい
熱帯性のフグです。最大１ｍを超えるものもいるとか!

次回定例会は７月２８日（月）
１
９：００〜
町民センター 講座室です。
◆問い合わせ先 あぶフォト倶楽部事務局 ☎2ー3111
夏山を拜し朝夕ストレッチ

喪の家に夕日とどめて濃紫陽花

蛍 呼 ぶ 道 は 幼 き 日 へ の 道

街薄暑電話が歩いておりにけり

角振りてでで虫嬉し雨の森

林

柳井

原

弘子︵浜の１︶

惠子
︵平

清穂︵伊

佐々岡美保
︵中

原︶

豆︶

村︶

高橋作之助
︵浜の１︶

小野

孝子
︵宇田浦︶

つの

道問えば一本道の草いきれ

小田

万︶

俳

まち はく しょ

風向きに振れる草丈花菖蒲

斎藤

淑子
︵上

方︶

も

ぽつりぽつり点滴落つる日永かな

大倉

眞代
︵東

里︶

と

太宰忌の夜道照らして月見草

梅地

幸枝
︵大

句

かし

む

こ
あ じ さ い

はな しょう ぶ

青梅雨や古刹の歴史たどり聞く

池田

良江
︵

だ ざい き

梅雨の雨画紙に絵筆の朱のにじむ

中村

信惠
︵久瀬原︶

とう

こ さつ

むらさきに秘めたる思い桐の花

木村

泉女
︵筒

りん

ごと

ひ

青嵐誰かがくしゃみしたような

出羽法泉子
︵浜の１︶

米原

慶子
︵上

あおあらし

五輪の塔少し傾ぎて梅雨深し

紅魚
︵浜の３︶

ご

入梅やお使いの子に長い道

河原

与︶

にゅうばい

小燕の落ちて天下の一大事

水津

弥生
︵木

屋︶

こ つばめ

柏餅ほかほか蒸して大家族

田中

泰枝
︵釜

かしわ もち

昼 顔 や 日 毎 に 変 る 海 の 紺

能野

ひ

梅雨晴間天まで届け子等の声

一雄
︵下

衛︵宇

市

郷︶

久︶

︶

尾︶

郷︶

