夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」
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一般質問
本定例会の一般質問には︑
２人の方から次の３項目につ
いて質問があり︑町長からそ
れぞれ答弁がありました︒

◆阿武町過疎地域自立促進
計画の一部変更について
過疎計画に登載している岡
田橋団地の単身者用住宅につ
いて︑定住促進対策としての
位置づけを明示するように県
からの指導があったため︑こ
れに伴い過疎計画の事業区分
を変更するもの︒

◆阿武町個人情報保護条例
の全部を改正する条例
番号法の公布施行に伴い︑
現行条例の用語の定義及び表
現等を変更する必要が生じた
ための条例の全部改正︒

◆阿武町手数料条例の一部
を改正する条例
番号法に基づく個人番号カ
ードの交付が開始されるのに
伴い︑カードの再発行手数料
等を定めるための条例の一部
改正︒

◆阿武町立学校の設置及び
管理等に関する条例の一部
を改正する条例
福賀中学校の廃止及び阿武
中学校への統合に伴う条例の
一部改正︒

◆平成 年度阿武町一般会
計補正予算︵第２回︶

今回の補正額は︑１８３９
万円の増額で︑補正後の歳入
歳出予算の総額は︑ 億７９
５２万３０００円となりまし
た︒

今回の補正の主なもの
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総務費は︑ふるさと寄附金
の収入増に伴い︑ふるさと振
興基金への積立金︑寄附に対
する謝礼の商品代︑更に︑ふ
るさと寄附をネット上で取り
扱うための業務の委託料をそ
れぞれ増額するとともに︑来
年４月からの福賀・奈古間の
バス路線の新規開設に伴う栃
原バス停の設置経費の新規計
上︑番号法による通知カー
ド︑個人番号カードの発行関
連事務委託料の新規計上ほか
です︒

民生費は︑身体障害者の補
装具支給費の実績に伴う増額
ほかです︒
衛生費は︑ごみ収集用ダン
プの修繕料の増額計上です︒
農林水産業費は︑イラオ山
山頂付近の路網の整備並びに
植栽等による景観整備に係る
測量及び工事費の新規計上ほ
かです︒
商工費は︑清ヶ浜海水浴場
に配置するＡＥＤの購入費負
担金の新規計上です︒

教育費は︑台風 号の際に
倒覆した福賀小学校の松の木
の倒木処理委託料及び処理後
の舗装費等の新規計上ほかで
す︒
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平成２７年第３回議会定例会が、９月９日か
ら１７日までの会期９日間で開かれ、提出議案
８件、全員協議会での報告２件、協議１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。
このうち、一般会計補正予算（第２回）で
は、イラオ山山頂路網整備工事請負費など
１,８３９万円を増額計上しています。
質問者及び内容
☆中野祥太郎議員
○山陰自動車道
︵益田〜萩間︶
のルートについて
〇人口定住対策としての分譲
宅地整備について
☆白松博之議員
〇バスの運行と住民サービス
について
※なお詳しい内容については
議会だより︵６・７P︶に
掲載しています︒
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第３回議会定例会（９月９日〜17日）
平成27年

バス停が新設される予定の栃原三差路付近

清ヶ浜海水浴場

2

イラオ山山頂路網整備工事等の林業政策費
414万円

総額1,839万円増額補正で
予算総額は２9億7,952万3,000円に
■平成 年度阿武町国民健康
保険事業︵事業勘定︶
償還金利子及び割引料ほか
の増額です︒︵補正額２９４万
９０００ 円の増額・予算総額
７億７４２万４０００円︶

◆２つの特別会計を補正
契約の締結について︑次の
５件の概要が報告されました︒
工事名︵請負金額・請負業者
名︶
○︵ 平 成 年 度 繰 越 ︶ 阿 武 町
町民センター太陽光発電設
備工事︵２７７５万６００
０円・日進電気工事㈱︶
○
︵ 平成 年度繰越 ︶
町道長浜
西ヶ畑線道路改良工事︵５
２９万２０００円・阿武建
設㈱︶
○町道長浜西ヶ畑線道路改良
工事︵４５９０万円・阿武
建設㈱︶

◆契約の締結について

■平成 年度阿武町介護保険
事業別特別会計補正予算︵第
２回︶
繰越金ほかの増額補正で
す︒︵補正額２０４万２０００
円の増額・予算総額６億４６
３１万１０００円︶
◆平成 年度阿武町各会計歳
入歳出決算の認定について
平成 年度阿武町一般会計
歳入歳出決算を始め︑７つの
特別会計について︑地方自治
法の規定により承認を求め︑
全会一致で認定されました︒
◆地方公共団体の財政の健全
化に関する法律に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率
の報告
財政健全化法の規定に基づ
き︑平成 年度決算における
健全化判断比率等が報告され
ました︒

○町道春木柏木線道路改良工
事︵６２１万円・㈲吉岡土
建︶

○みどり保育園改修工事︵５
３３万５２００円・小田建
設㈱︶

現地踏査

現地踏査では︑９月９日に
３箇所を踏査しました︒

◆阿武町地方創生総合戦略に
ついて
現在︑阿武町版地方創生総
合戦略の策定に鋭意取り組ん
でいるところであり︑その状
況について報告がされまし
た︒

3

国道191号宇田郷駅付近

道の駅阿武町観光看板

改修予定のみどり保育園乳幼児室

阿武町工場用地造成工事
（福田上）
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町道長浜西ヶ畑線

平成26年度の決算概要
一般会計「平成26年度事業」ベスト15

平成26年度に
町民1人あたりに使った金額は

（単位：千円）

順位
事
業
名
事業費
１ 萩・長門新清掃工場事業事務委託事業 245,735
２ 分譲宅地整備事業
82,350
３ 消防救急事務委託事業
77,477
４ ２５災公共土木施設災害復旧事業
75,760
５ 過疎対策道路事業
62,840
６ 保育所運営事業
54,824
７ 畜産基盤再編総合整備事業
51,448
８ 公営住宅建設事業
44,075
９ 一般単独道路事業
44,000
１０ 中山間地域等直接支払交付金事業
42,736
１１ 老人福祉施設入所措置費
39,275
１２ 生活介護給付事業
37,623
１３ ２５災農地農業用施設災害復旧事業
31,674
１４ 道の駅施設整備及び運営事業
31,204
１５ 林道整備事業
26,639

（一般会計 平成26年度末現在）
労働費 415円
議会費 10,986円
商工費 21,710円
諸支出金 22,692円
消防費 28,061円
災害復旧費 31,552円
教育費 47,186円
土木費

67,152円

公債費

76,589円

民生費
168,921円
総額
801,925円

総務費
117,546円

衛生費
99,976円

※平成27年3月末現在
人口 3,629人

農林水産業費

平成26年度

一般会計歳入歳出決算額款別構成図

歳出 29億1,018万6,945円
議会費 39,867,397円
商工費 78,787,280円
諸支出金 82,349,840円
消防費 101,833,529円
災害復旧費
114,502,394円
教育費
171,236,511円
土木費
243,694,063円
公債費
277,942,084円

総務費
426,574,737円

歳
計

名

33億2,705万8,144円
利子割交付金
805,000円
地方特例交付金
537,000円

地方交付税
1,675,079,000円

町税
311,640,609円

農林水産業費
396,063,898円

平成26年度
会

歳入

労働費
交通安全対策特別交付金 799,000円
1,507,000円 株式等譲渡所得割交付金 1,076,000円
寄附金 1,210,000円
配当割交付金 2,104,000円
繰入金 3,131,643円
自動車取得税交付金 4,423,000円
財産収入 19,960,249円
民生費
地方譲与税 31,241,000円
613,015,906円
分担金及び負担金 31,259,413円
地方消費税交付金 35,945,000円
諸収入 39,887,114円
使用料及び手数料 54,151,694円
町債 139,000,000円
県支出金 297,723,657円
国庫支出金 307,424,691円

衛生費
362,812,306円

予 算 額

109,139円

繰越金
369,660,074円

一般会計及び特別会計決算額表
入

決 算 額

特 別

一 般 会 計 3,252,134,046 3,327,058,144
国民健康保険事業（事業勘定） 664,023,000 686,156,068
58,800,085
国民健康保険事業（直診勘定）
60,712,000
75,140,970
75,366,000
後期高齢者医療事業
介 護 保 険 事 業 678,473,000 646,812,272
54,844,934
56,467,000
簡易水道事業
74,486,193
76,525,000
農業集落排水事業
26,987,161
27,918,000
漁業集落排水事業
4,891,618,046 4,950,285,827
合
計

歳

出

会
計

予算に対
予算に対
予 算 額
決 算 額
する収納率
する執行率
102.30% 3,252,134,046 2,910,186,945 89.49%
103.33% 664,023,000 615,679,802 92.72%
58,762,908 96.79%
60,712,000
96.85%
75,017,673 99.54%
75,366,000
99.70%
95.33% 678,473,000 629,648,083 92.80%
54,613,406 96.72%
56,467,000
97.13%
74,439,960 97.28%
76,525,000
97.34%
26,979,208 96.64%
27,918,000
96.67%
101.20% 4,891,618,046 4,445,327,985 90.88%

（単位：円）

収支差引
残
額
416,871,199
70,476,266
37,177
123,297
17,164,189
231,528
46,233
7,953
504,957,842
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阿武町の健全化判断比率・資金不足比率の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、平成１９年度決算から健全化判断比率及び公営企
業会計の資金不足比率の算定・公表が義務づけられました。
平成２６年度決算に基づく阿武町の健全化判断比率及び資金不足比率は次のとおりです。いずれの比率も早期
健全化基準、経営健全化基準を大きく下回っており、健全な財政状況にありますが、引き続き効率的な財政運営
に努めていきます。
※１ 実質赤字比率は、普通会計で3億4,608万円
○健全化判断比率
（単位：％） （17.01%）の黒字であるため該当する数値（赤字
健全化判断比率
①実 質 赤 字 比 率
②連結実質赤字比率
③実 質 公 債 費 比 率
④将 来 負 担 比 率

阿武町の 早期健全化基準 財政再生基準
健全化率
（注意指数） （危険指数）
２０．
０
− ※１
１５．
０
３0．
− ※２
２０．
０
０
2.6
２５．
０
３５．
０
− ※３
３５０．
０

○資金不足比率
対象公営企業会計
簡易水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
漁業集落排水事業特別会計

算定結果
−
−
−

額）がないことを表します。
※２ 連結実質赤字比率は、全会計で4億3,416万
円（21.35%）の黒字であるため該当する数値（赤
字額）
がないことを表します。
※３ 将来負担比率は、将来負担すべき負債が充
当可能な財源で賄えることから該当する数値
（実質的な将来負担額）
がないことを表します。

（単位：％）
経営健全化基準
２０．
０

公営企業に係る３つの特別会計については、い
ずれも資金不足が生じていないため該当する数値
（資金不足額）がないことを表します。

阿武町（普通会計）財務諸表の公表について
町では、町の財政状況を町民のみなさんにより詳しく知っていただくため、国の作成基準（基準モデル）に準
拠した発生主義、複式簿記の導入による財務４表を作成しました。
なお、作成した財務４表は、阿武町のホームページにも掲載していますのでご覧ください。
○貸借対照表 現在、町がどれくらいの土地や建物、現金などの資産
を有しており、それがどのような財源で賄われてきたかを示す表
資産の部
金 額
負債の部
金 額
1.金融資産
12.4% 2,336,196 1.流動負債
1.4%
267,225
（1）
資金
424,989 （1）
地方債
（短期）
233,445
（2）
未収金
8,812 （2）
賞与引当金
25,662
（3）
貸付金
0 （3）
その他
8,118
（4）
その他債権
0
（5）
貸倒引当金
-892 2.非流動負債 12.4% 2,337,086
（6）
有価証券
4,000 （1）
地方債
1,916,155
（7）
出資金
42,267 （2）
退職給付引当金
420,931
（8）
基金・積立金
1,848,806 （3）
その他
0
（9）
その他の投資
8,214
負債合計
13.8% 2,604,310
2.非金融資産 87.6% 16,556,456
純資産の部
（1）
事業用資産
8,517,613
（2）
インフラ資産
8,038,843 純資産合計
86.2% 16,288,341
（3）
繰延資産
0
資産合計
100.0% 18,892,652 負債及び純資産合計 100.0％ 18,892,652
○純資産変動計算書

○資金収支計算書 歳計現金（資

町の純資産の１年間の変動を表した表
金 額
期首純資産残高
16,477,137

金）の出入りの情報を、
「経常的収
支」
「公共資産整備収支」
「投資・財
務的収支」
の３つに区分し表した表

純経常行政費用
-2,577,421
直接資本減耗
-280,254
（インフラ資産）

1.経常的収支
経常的支出
経常的収入

金 額
461,332
2,350,541
2,811,873

2,701,669
財源調達
387,637
税収
0
社会保険料
移転収入
0
（他会計移転収入）
移転収入
（補助金等） 2,281,563
移転収入（その他移転収入）
32,469

2.資本的収支
資本的支出
資本的収入

-275,178
281,704
6,525

3.財務的収支
財務的支出
財務的収入

-138,453
285,571
147,118

その他変動

当期収支
期首資金残高
期末資金残高

期末純資産残高
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-32,790
16,288,341

47,701
377,289
424,989

○行政コスト計算書
企業の損益計算書にあたるもので、町の
行政サービスに費やしたコストと、これら
のサービスに対し直接の対価として得られ
た財源を対比した表
経常費用
100.0% 2,686,357
485,779
1.人にかかるコスト
18.1%
310,044
（1）
議員歳費・職員給料
175,735
（2）
その他
2.物件費・経費
50.0% 1,344,337
62,167
（1）
消耗品費
352,770
（2）
減価償却費
（事業用資産）
260,740
（3）
維持補修費
42,533
（4）
その他物件費
539,887
（5）
委託費
86,241
（6）
その他経費
3.業務関連費用
1.2%
（1）
公債費
（利払分）
（2）
その他の業務関連費用等

32,250
29,697
2,552

4.移転支出
30.7%
（1）
他会計への移転支出
（2）
補助金等移転支出
社会保障関連費等移転支出
（3）
（4）
その他の移転支出

823,991
236,769
383,842
201,888
1,492

経常収益
1.業務収益
2.業務関連収益
純経常行政コスト
（経常費用 - 経常収益）

108,935
69,895
39,041
2,577,421

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入
のため合計金額に齟齬が生じます。

一般質問 第3 回 定 例 会
月9日

Q
Ａ

バスの運行と
住民サービスについて

福賀〜奈古間に町営バス路線
を新設︒宇生賀発大井経由〜

萩センター行きは廃止する

や帰宅時間に配慮し︑ま
た町営コミュニティーワ
ゴンとのスムースな運行
時間は組めないものか︒
年度からいよいよ中
学校の統合もスタートす
るが︑どのような運行状
況になるのか︒
また︑今回このような
確定した運行計画が出る
前に︑住民の声を聴く機
会や︑説明会は持たれる
のか︒

町長
長 奈古〜宇田郷間の
町
乗り換え時間について
は︑すでに宇田郷地区の
住民から要望があった

28

Q

Ｒ を行って販売に努力す
る︒
また︑住宅の無償譲与
については大変大胆な施
策であり︑同様な制度を
行っている自治体もある
ことは承知をしている︒
行政が行う個人財産の形
成に繋がる補助等につい
ては︑どこまでが限度で
あるかという明確な決ま
りはないが︑社会常識的
な限度があると思う︒現
在︑住宅取得補助金を含
む定住奨励金は最大２３
０ 万円の補助が受けられ
る仕組みであり︑この辺
が限度と考える︒

問
問 人口減少と高齢化︑
また自家用車の普及によ
り︑地域の足として守ら
れてきたバス利用は大幅
に減少しているが︑安易
な便数削減や廃止は︑高
齢者や学生にとって︑ま
すます暮らしにくい要因
となっている︒
宇田郷地区は現在町営
バスが︑阿武町道の駅か
ら惣郷上間を運行してい
るが︑道の駅での乗り継
ぎ時間が短く︑４分から
５ 分しかない︒これでは
トイレや買い物にも行け
ない︒ぜひ 分から 分
程度の余裕のある時間割
にしていただきたい︒
福賀地区のバスを利用
される高齢者や学生につ
いては︑学校の始業時間

10

人口定住促進対策としての
Q
分譲宅地整備について
分譲宅地の販売は積極的な
Ａ PR活動を行う︒住宅の補
助等は現奨励金等が限度

25

山陰自動車道︵益田〜萩間︶
のルートについて

場所に設置して欲しい旨
を要望しており︑今後も
同じ要望をしていく︒進
入道については︑ルート
によって変わるが︑地域
の実情︑利用しやすさ等
を考慮した位置を要望し
ていく︒
アンケート調査は︑事
前にアンケートの趣旨説
明を広報︑防災無線等に
より周知するとともに︑
自治会等にも協力をお願
いしていきたい︒

問 美咲第４分譲宅地の
問
販売状況と今後の販売計
画はどのようになってい
るか︒また︑これから行
われる柳橋分譲宅地の整
備計画に併せ︑１戸建て
の賃貸住宅を建設し︑子
育て世帯等の一定の条件
を満たす世帯が︑ 〜
年程度そこに居住した場
合に︑その土地と建物を
無償で譲与する制度を行
い︑阿武町に活気︑活力
を生み出すことができな
いか︒
町長
長 美咲第４分譲宅地
町
は︑現在９区画の内３区
画が売れ６区画が残って
いる︒今年度計画ではあ
と３区画を販売する必要
があり︑分譲地の概要や
住宅取得補助金を含む定
住奨励金等を記載したチ
ラシを作成し︑新聞折込
やハウスメーカー︑住宅
展示場に配布をした結
果︑問合せ等も増えてお
り︑引き続き積極的なＰ

20

9

自動車道は海岸部に近いル
ート︑進入道は地域の実情
Ａ
・利用しやすさ等を考慮し
たルートを要望する

問 国道１９１号の迂回
問
道路として踏まえた︑山
陰自動車道および自動車
道への進入道は︑阿武町
としてどのようなルート
を考えているか︒また︑
ルートの決定は︑再度行
われる住民アンケート調
査によって大きく左右さ
れるものと思われるが︑
住民アンケート調査に町
を上げて参加する態勢が
必要ではないか︒
町
町長
長 これまで国との協
議等の中で︑ルートにつ
いては山間部ではなく︑
木与〜宇田間の問題解消
のために︑海岸部に近い

白松博之 議員

15

中野祥太郎 議員

木与 洞門付近

美咲第4分譲宅地

町営バス

6

軽度な患者を在宅医療へ
移行させたい意向で︑今
後は退院後の体調管理な
どが重要となり︑利用が
増える可能性がある︒
問 ジャム加工の状況と
問
商品開発の展開は︒
答 現在︑あぶホームメ
答
イドがキウイフルーツ︑
梨︑きんかん︑びわ︑梅
のジャム加工をしてい
る︒今後︑他の団体から
希望があれば︑利用につ
いて検討する︒
問 地域おこし協力隊員
問
の活動費と定住に向けて
２年次・３年次の活動︑
取り組みについて︒
答 予算編成時には話し
答
合いを持ち︑計画・予算
を組み︑話し合いも随時
行っている︒２年次・３
年次の活動については︑
経済課内で検討し︑町と
して必要な支援を行って
いる︒
問 路肩草刈りは︑ロー
問
テーションを組んで行っ
ているのか︒
答 路肩草刈りは︑森林
答
組合と土木業者により草
刈り作業を行っている︒
毎年︑同じ道路の区間を
集落間の草刈り等︑また
町道にはみ出る樹木につ
いては︑伐採等を行い管

ので︑現在の４分から
分に延伸する予定︒
福賀から奈古への運行
については︑道の駅リニ
ューアル等とも相まっ
て︑福賀〜奈古間のバス
路線開設の要望が一層強
くなった︒一方︑来年４
月からの福賀中学校統合
により新たにスクールバ
スも運行されるが︑夏休
み中や部活動など︑また
福賀方面から奈古高校へ
の通学便確保は︑高校存
続にも影響があるので︑
町単独の町営バスとして
新たに１日５往復開設す
ることにした︒
これに伴い︑宇生賀発
大井経由萩バスセンター
便については︑来年４月
から廃止することとして
いる︒︵堀越止めとなる︶
現在萩方面へ通学され
る高校生や一般利用者
15

理し︑県道についても要
望をしていく︒
問 簡易水道及び漁集の
問
使用料未収の理由は︒
答
答 毎月督促をしている
が︑連絡を取り本人に直
接会って︑支払ってもら
うよう努力して改善して
いく︒

は︑宇生賀発の町営バス
を利用し︑奈古駅で列車
またはバスに乗り換える
方法となる︒
料金については福賀〜
奈古間が片道３００円と
した場合︑宇生賀から萩
バスセンターまでの往復
で︑現在︵３０４０円︶
の半分以下の１３８０円
となる︒
今後細かい運行時間な
どについては︑ 月まで
には周知できるよう調整
をする︒
総務
務課
課長
長 栃原のバス停
総
については︑栃原三叉路
より メートル福田側に
新たに設置する︒またバ
ス停に外灯が必要との要
望については︑冬場は暗
いことも考えられるの
で︑設置をするように考
えている︒

本委員会に付託された
議案８件について︑慎重
に審議した結果︑いずれ
も原案どおり可決・承認
されたことを報告する︒

12

月 日開催

体験ができるものを開発
することにしている︒
問
問 イラオ山山頂路網整
備について説明を︒
答
答 林業専用道東イラオ
山線が開通しているが︑
頂上近くまでの道路の整
備３００ｍ ︑山頂から展
望できるように広葉樹の
抜き切りとしゃくなげな
どの植栽を３年計画で進
める︒
平成 年度阿武町各会
計歳入歳出決算の認定
について
問
問 お試し住宅の利用状
況は︒
答
答 ７月から１名入居し
ている︒単身者で現在︑
福の里での就農に向けて
研修中である︒
問
問 ひだまりの里生活支
援ハウス利用促進の方策
は︒
答
答 社会福祉協議会のケ
アマネージャーとも連携
して利用を進めている︒
現在︑医療費抑制が課
題となっている﹁２０２
５ 年問題﹂への対応とし
て︑
﹁萩医療圏地域医療
構想策定協議会﹂におい
て︑萩医療圏域の病床を
削減する国の基準につい
て議論が行われている︒
国としては︑療養病床の

30

9

10

るが︑マイナンバーがあ
れば添付書類が不要とな
り︑手続きが簡素化でき
る︒
平成 年度一般会計補
正予算関係
問 ふるさと寄附金の今
問
年度の現状とお礼の産品
について︒
答 ふるさと寄附につい
答
て本格的に始めたのは７
月からで︑産品について
は 品目︒７月の実績は
２２７件の２６４万円︑
８月は 件の１１４万円
で︑９月８日までで約４
００万円の寄附があっ
た︒
お礼の品は︑すいか︑
梨︑無角和牛肉やキウイ
フルーツの予約などであ
る︒お礼の品揃えでは︑
水産加工品の地のものが
少ないので︑ 月から品
目を増やすように努力し
ている︒
問
問 ふるさと寄附のお礼
として︑阿武町の観光券
などは考えられないか︒
答
答 観光券︑旅行券につ
いて︑農家・漁家民宿宿
泊券やシーカヤック等の
12

行財政改革等特別委員会報告

阿武町個人情報保護条
例の全部改正
問
問 マイナンバー制度が
進められているが︑日本
年金機構の情報流出など
社会問題になっており︑
どのような対策ができて
いるのか︒
答 個人情報保護法が改
答
正されて︑個人情報の取
り扱いについては︑事業
者に対するものが主体で
ある︒
国及び地方公共団体に
おいては別枠で個人情報
保護を行っていく︒マイ
ナンバーに出てくる特定
個人情報︑行政文書︑保
有個人情報等を新たに条
例で定め︑これらを細か
に規定していく︒
問 役場窓口での各種事
問
務手続きはどうなるの
か︒
答
答 国保や児童手当など
の手続きには住民票がい

7

27

84

10

長嶺吉家 委員長

26

訓練内容
○対象地区住民︵宇田郷地区・
３０１ 人参加︶
対象地域外住民︵木与・宇
久・釜屋・金社自治会１９８
人参加︶
避難訓練︑安否確認訓練等
○日赤奉仕団︵婦人会・社協
人参加︶
炊き出し訓練
○萩市消防職員︵ 人参加︶
消防団との連携消火訓練等
○県消防防災航空センター︵７
人参加︶
空中消火訓練・ホイスト救助
訓練・機体展示
○自衛隊︵７人参加︶
避難搬送訓練・車輌展示等
○ 県警機動隊・警察署
︵ 人参加︶
倒壊家屋からの救出訓練・車
輌展示
○ＮＴＴ・JA︵ハツタ山口︶
︵４人参加︶
災害伝言ダイヤル体験︑防災
グッズ展示
○消防団員︵１０９人参加︶
消火訓練︑水防訓練︑人命救
助訓練︑煙避難指導等
○役場職員︵ 人参加︶
災害対策本部訓練︑現場パト
ロール訓練︑避難所開設訓練
○役場・支所宿日直
︵ 人参加︶
緊急放送訓練

56

14

17

8

阿武町総合防災訓練

80

宇田郷地区を対象に

地震︑暴風雨︑津波︑大火などによる大災
害を想定した阿武町総合防災訓練が︑宇田郷
地区を対象にふれあいセンター駐車場を中心
に展開されました︒
これは︑災害応急対策活動を主体とした総
合的な防災訓練を実施することにより︑防災
関係機関相互の緊密な協力体制を確立し︑併
せて地域団体︑住民の防災意識の高揚を図る
ことなどを目的に毎年開催しているもので︑
今年は消防等の関係機関を含め７４０人が参
加し︑このうち対象地区である宇田郷地区の
住民は３０１人が参加しました︒

ひだまりの里屋上からの
ホイスト救助訓練も実施

緊迫感を持った訓練を実施
訓練は未明から大雨が降り続き︑
福岡県西山断層を震源とする震度５
強の地震が発生︒ 分後に４ｍ の津
波が沿岸部に到達︑各地で様々な土
砂災害や火災が発生が想定される
中︑災害対策本部を設置したふれあ
いセンター駐車場を中心に展開され
ました︒
現実に則した実践的な訓練を意識
し︑宇田郷地区住民は各自治会毎に
避難訓練を実施︒消防署︑県消防防
災航空センター︑消防団の連携によ
る消火訓練︑災害対策本部による安
否確認等の通信訓練︑避難所開設訓
練等が実施されました︒
また︑県警機動隊による倒壊家屋
からの救出訓練や︑特殊車両の展示
コーナーも設置︒婦人会や社協で結
成された日赤奉仕団による炊き出し
訓練も行われ︑より緊迫感のある中
での訓練となりました︒

11

16

地震︑暴風雨︑津波︑大火などの災害に備えて

防災ヘリきららの空中消火訓練

消防車輌を使って搬送
自治会が名簿を
使って人員確認

基本操法デモンストレーション

避難所開設しパーソナ
ルスペースを確保

女性消防団員による心肺蘇生法

土のうづくり

県警機動隊による倒壊家屋
からの救出訓練

宇田八幡宮裏で萩市消防とも
連携して消火訓練
シート張り工法
非常食等の展示

ホースを持って
坂道をかけあがる

災害伝言ダイヤルの
使い方を学ぶ

豪雨災害以来の初訓練、身近に感じた
橋本和江さん
（宇田浦）
、森田昌子さん
（東京都）
親子

２年前の災害があって、今回の訓練は
とても身近にそしてリアルに感じまし
た。防災ヘリや装甲車も滅多に見る機会
もないので、特に印象に残っています。
人のつながりを大切にしながら、日頃か
らいざという時のために備えておきたい
です。

9

自衛隊員が
装備品を説明

参加者の声

笑顔と白球の交流！

第4回﹁おいでませ！山口国体記念
障害者ソフトボール交流大会﹂

平成 年に阿武
町で開催された
﹁山口国体障害者
ソフトボール交流
大会﹂を記念し︑
障害者ソフトボー
ル交流大会が 月
3日︑阿武小中グ
ラウンドで開催さ
れ︑阿武町シニア
をはじめとする全
3チームが熱戦を
繰り広げました︒
大会は︑町スポー
ツ推進委員をはじめ︑多く
の方々が大会を支えて︑選
手の全力プレーには多くの
声援が送られました︒真剣
な試合の中にも︑笑顔があ
ふれた大会になりました︒

10

︻優秀選手︼
福栄レディース 川原 好江 選手
西京スターズ
宮本 朗
選手
阿武町シニア
杉山 邦夫 選手
︻試合結果︼
西京スターズ ５ ２
― 阿武町シニア
阿武町シニア ６ ５
― 福栄レディース
西京スターズ ９ ８
― 福栄レディース

23

伝統の巫女の舞を披露

24

安全運転で事故は〝なし〟

34

25
かんぱいの音は なし

菅原神社秋祭り

25

秋の交通安全 マナーアップ運動
〝奈古の天神
様〟菅原神社
︵東方︶
の秋祭り
が９月 日・
日の２日間執り
行われました︒
今年舞を奉納したのは︑阿武小１年の小野友梨花
さ ん ︵ 河 内 ︶︑ 後 藤 る な さ ん ︵ 筒 尾 ︶︑ 末 益 季 さ ん
︵市︶と︑高橋きらりさん︵美里︶の４人︒巫女の
舞保存会の指導のもと︑９月１日から約３週間ほぼ
毎日練習を重ね︑当日を迎えました︒
日夜は菅原神社の鳥居の前で︑ 日は奈古町内
をまわり︑疫病防止と五穀豊穣を願いました︒

25

マナーアップ作戦を実施
キジハタの稚魚を放流

巫女の舞

県内で唯
一︑福賀で育
てられている
赤なし﹁福賀
の南水﹂の美
味しさを︑学
校給食を通じ
て地元の児童
に知ってもら
お う と９ 月
日︑出前講座
が阿武小学校でありまし
た︒
給食の時間に︑２年生と５年生の児童 名が︑福
賀梨生産組合・水津組合長らから直接話を聞き︑南
水梨の美味しさの秘密や地産・地消への理解を深
め︑甘い梨を味わいました︒

やまぐちブランド
「福賀の南水」の出前講座

秋の交通安全運動が９月
日〜 日までの 日間︑
全国一斉に展開されまし
た︒阿武町でも期間中︑朝
と夕方に国道などの危険箇
所などで街頭指導をはじ
め︑ 日には各地区でマナ
ーアップ作戦を実施︒奈古
高生や婦人会︑交通安全協
会会員︑交通指導員などが
﹁事故なし﹂にかけて福賀特産なしや高校生製作の
マスコットなどを手渡しながら︑ドライバーに安全
運転を呼びかけました︒

60
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阿 武 町 筒 尾 に あ る 山 口 県 第２ 外 海 栽
培漁業センターで育てられた高級魚キ
ジハタの稚魚を海へ放流し定着を図る
種苗放流事業が９月 日︑奈古の鹿島周辺および尾
無漁港の２箇所で行われ３０００尾が放流されまし
た︒放流された稚魚は全長約 ㎜ で︑あらかじめ設
置されている魚礁〝シェルナース〟に入る姿も確認
されました︒

10

18

30

阿武町キジハタ種苗放流事業

24

南水で乾杯!? 乾梨!??

21

阿武町育ちキジハタの
稚魚を海に放流

Ｔｏｐｉｃｓ 山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ

優勝した西京スターズ

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

遠い祖先が素
朴な生活から生
み出した数々の
民謡を︑地元の
民謡も交えなが
ら紹介する番組
﹁民謡をたずね
て﹂の公開録音
が９月 日︑阿
武町町民センタ
ー文化ホールで
行われ︑５００
人が心に染みる
歌声に聴き惚れ
ました︒
この日民謡を
歌ったのは︑民
謡界の大御所
原田直之さんをはじめ︑中西奈
津子さんや山口県出身の橋本大
輝さんなど６ 人︒はじめに石川
喜代美さんが山口県の民謡﹁男
なら﹂を力強く歌い︑収録がス
タートしました︒
収録された番組は 月 日︑
月 日 と 既 に２ 回 分 の 放 送 を
終えており︑最後の収録分は
月 日に聴くことができます︒
17

10

10

民謡をたずねて
︻阿武町収録分︼
月 日
︵ 土︶
時 分〜 分
NHKラジオ第一放送で
お聞きになれます
12 10

30 24
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県内の森林所有者等の女性が集う
﹁ 林 業 女 性 〝 い ど ば た 交 流 会 〟︵ 主
催 山口県林業研究グループ連絡協議
会 女 性 部 ︶﹂ が 月１ 日 〜２ 日 ︑ 阿 武
町町民センターなどで行われ︑約
100人が参加しました︒
これは森の資源を活かした作品づく
りを通して︑森や木のことを学び伝え
ていくこと︒ま
た女性同士の連携を密にし活
動の幅を広げることを目的に
毎年開催されているもので︑
今年で６回目︒会では阿武町
林業振興会女性部による﹁葉
脈のコサージュづくり﹂をは
じめとする体験プログラムが
実施されました︒

農業と福祉の連携モデルとなる社会福祉法人
E G F の６ 次 産 業 化 カ ッ ト 野 菜 生 産 工 場 等 建
設工事着工を前に︑工事の安全を祈願する地鎮
祭が 月８日︑福の里直売所に隣接する造成地
で行われました︒これは企業誘致を目的に町が
造成を行いEGFが進出したもので︑建設され
るのは野菜カット
工場施設６７４㎡
と交流施設２３９
㎡ です︒なお︑施
設に就業する障害
者は 人︒また︑
指導員などを地元
から６人程度雇用
する予定です︒

コサージュづくり

鍬入れを行うEGF野稲理事長

10

旬の〝梨〟をたくさん召し上がれ

18

県内林業女性が交流

10

20

〜南水まつり〜

先生と競争

あまーい梨の香り漂う福の里直売所で９月 日・
日の２日間︑第４回福賀の梨 南水まつりが開催
され︑多くの人で賑わいました︒
袋詰めに挑戦
福賀地域で栽培さ
れている赤なし﹁福
賀の南水﹂は︑果汁
が多く︑甘みが強く
白い果肉の柔らかさ
が 特 徴 で ︑ 昨 年９ 月
﹁やまぐちブランド﹂に登録されています︒
試食コーナーでは︑南水と二十世紀の食べ比べや
梨の販売︒イベントコーナーでは梨の皮むき競争や
梨の袋詰め放題など︑多彩な催しが行われました︒
町外から訪れるリピーターも多く︑和やかな雰囲気
に包まれていました︒

〜トップアスリートのハードル教室〜

得意の加工技術で
木を学び伝える

ＥＧＦ農福連携加工施設 地鎮祭

23

地面からの跳ね返りを感じて！

原田直之さん
橋本大輝さん
力武杏奈さん

10

22

トップアスリートから教わる﹁陸上競技
︵ハードル︶教室﹂が9月 日︑阿武小中
グラウンドで開催されました︒
指導をしたのは︑インターハイや国体に
何度も出場されている杉本渉さん︵白銀
A C 所 属 ︶︒ 子 ど も た ち と 一 緒 に ウ ォ ー ム
アップをした後に︑ハ
ードルのコツを実践︒
地面からの跳ね返りを
感じながら︑ハードル
を越える感覚を児童た
ちは体感しました︒最
後は︑先生との競争︒
先生の速さにビックリ
していました︒

11

10
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懐かしい民謡 心に染みる力強い歌声
満員の客席からの大拍手

NHKラジオ「民謡をたずねて」公開録音

19

ゴール
手を取り合って
秋のスポーツシーズンが
到来し、各地区で運動会が
開催されました。
各地区の特色ある運動会
を紹介します。

落ち着いて！

各地区で運動会

あれ？
早すぎ！

華麗な
ジャンプ

親子仲良く
フレー
フレー

た
借り物はあな

笑顔で

全力応援

牛のエサやり
山口県農業大学校
の 農 業 実 習 生２ 人 の
受 け 入 れ が９ 月 １ 日
〜 日 の１ ヶ 月 間 ︑
福賀地区で行われま
した︒
無角和種振興公社
で無角和牛の世話な
どの実習をした畜産
学科肉用牛経営コー
ス２ 年 の 松 村 直 樹 さ
んは︑﹁ 無角和種が大
好きで来ました︒学
校とは違う現場での実践を通
して︑教科書にはない学びが多くありました﹂と話
しました︒
また︑福賀地区うもれ木の郷の農家︑中村勉さん
の元で野菜栽培の実習を積んだ園芸学科野菜経営コ
ース２年の柳井裕太さん︵宇田郷出身︶は︑﹁注文
に応え責任を持って出荷する
ことの大切さを学びました︒
いつかは自立して営農し︑地
元の農業を盛り上げる一助に
なりたいです﹂と話しまし
た︒
なお︑実習先の中村さんは
現在栽培したトマトやピーマ
ン︑春菊などを東京都のホテ
ル〝ハイアットリージェンシ
ー東京〟などにも出荷する取
り組みも行っており︑その味
をホテル内の日本料理﹁佳
香﹂などでも楽しむことがで
きます︒

現場で多くの学び

ハウス内での防除作業

大人も
子どもも
全力で
しっかり
膨らませてね

福賀地区 ９／１３

スポーツの秋

よーく狙って

つながる
バトン

もー
割れない！笑

いそげー！

農大生２人が福賀１ヶ月間実習

30

柳井裕太さん

松村直樹さん

12

宇田郷地区 ９／２７
走る走る♪

ナイスキャッチ

リング
ナイスコーナ

で…
夫婦
…
親子で
クラスメイトで…

満
喫
で…
地域

イチニッイチニ
ッ

息を合わせて
！

い
粉まみれの戦

大きな魚
釣れるかな？

よく狙って
ー
珍プレ
ー
好プレ
に喝采

ＤＮＡ
受け継ぎます！

り
若さ弾ける走

笑顔でバトン
つなぎます

ゃいました
ムカデこけち
た
工夫を凝らし
応援合戦

阿武小･中合同 ９／１３
親子揃って
ゴール！

こっちこっち！

さぁ行くよ！

熾烈な争い

13

空に映
え
る
タワー完
成

力を合わせて
負けられない！

翌年７月までの約 ヶ月間︒
ステファニーさんは４人目の
先生となります︒
１ 日に初登園したステファ
ニーさんは︑園児たちの熱烈
な歓迎セレモニーに感激した
様子︒子どもたちから冠とメ
ダル︑そしてそれぞれのクラ
ス全員の名前入り写真が手渡
されました︒
英語に慣れている子どもた
ちは︑積極的にステファニー
先生に〝英語〟で質問をし︑
簡単な単語の答えをしっかり
と理解していました︒
これまで招致された学生は
本園を中心に勤務していまし
たが︑今年からは月２回程
度︑福賀分園でも園児と交流
する予定です︒
阿武町の魅力づくりのため
にも︑今後の更なる活躍が期
待されています︒

10

Ｑ．保育園で働く意気込みを
お願いします
A．子どもたちからいろいろ
なことを学びたいし︑たくさ
ん一緒に遊びたいです︒そし
て︑子どもたちには英語を教
えるだけではなく︑外国の文
化なども紹介していきたいと
思います︒

英語で質問
新しい先生が来てうれしい！

10

10

Ｑ．阿武町に来ての感想は？
A．子どもたちは優しく︑元
気で︑おもしろくて楽しい １
年になりそうです︒阿武町に
来ることができて本当にうれ
しい
みなさん︑よろしく
お願いします︒

！
！

プロフィール
●出身地 カナダ ケベック
州
●誕生日 ４月 日︵ 歳︶
●身長 １６８㎝
●家族 ４ 人家族 ２ 人姉妹
の長女
●趣味 デザートを食べるこ
と︒ドラマを見ること︵最
近 は 米 国 ド ラマ
﹁スーパー
ナチュラル﹂がお気に入り︶
●ことば 英語︑フランス語
のほか︑日本語︑スペイン
語︑ドイツ語を勉強中

12
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ステファニー・ラブレック先生を
紹介します！

みどり保育園に通う園児
が︑外国人青年と日常的に英
語でふれあいを持つ中で︑自
然に異文化やネイティブな英
語の言語感覚を身につけ︑国
際化に対応できる人材育成を
目的に︑ 月１日からステフ
ァニー・ラブレックさんが初
登 園 ︒﹁ ス テ フ ァ ニ ー ﹂ 先 生
として働き始めました︒
これは︑今回で４年目を迎
える町単独の招致事業でカナ
ダのビショップス大学と協定
を結び︑インターンシップを
行う就業体験生として受け入
れるもので︑期間は 月から

手をつなぎ、みんなで合唱

〜阿武町立みどり保育園
外国人青年招致事業〜

園児から冠のプレゼント

14

固い握手を交わす中村町長(右)
と㈱丸久の田中社長

46

中井啓之さん︵西の２︶

最優秀賞 萩阿武商工会阿武支所

総数 作品もの応募をいただ
き︑本当にありがとうございま
した！
光る個性☆力作揃い☆で︑気
持ちを込めて育てられているこ
とがよく伝わってきました︒
来年も︑ぜひみんなで一緒
に︑楽しく取り組みましょう☆

優秀賞

優秀賞
JAあぶらんど萩女性部
奈古支部

団体の部

40

藤村喜代子さん︵市︶

阿武町 緑のカーテンコンテスト 優秀作品決定！
！
優秀賞

最優秀賞 小野沢文さん（土）

●問い合わせ
阿武町地球温暖化対策地域
協議会事務局 ☎２ー３１１３
（役場民生課 環境保健係）

阿武町社会福祉協議会

阿武町立阿武中学校

☆努力賞
小田千菊さん（宇久）
藤田繁子さん（宇生賀中央）
☆新人賞
斎藤 徹さん（東方）
能野祐司さん（釜屋）
☆奨励賞
岩本良夫さん（木与）
網屋光人さん（釜屋）
中野 忍さん（上東郷）
藤田當代さん（上笹尾）
西村洋子さん（下笹尾）
金崎 洋さん（尾無畑）

モデルカーテン

15

10
協定書にサイン・押印を交わす

幅広い分野で協働すすめる
株式会社 丸久と地域活性化
包括連携協定を締結
地域の活性化に向
けて幅広い分野で協
働の取り組みを実施
することを目的に
月７ 日︑株式会社丸
久との﹁地域活性化
包括連携協定﹂の締
結式が行われまし
た︒
これは︑〝高齢者
や障害者への支援〟や〝暮らしの安全安心に関する
こと〟など９項目について協定を結ぶもので︑今後
は丸久が地産地消の取り組みを進め地元産農作物の
加工を積極的に行ったり︑高齢者などへの買い物支
援などの地域振興策に取り組むこととなります︒
協定締結を終え︑中村町長は﹁高齢化率が ％と
なる阿武町では︑協定締結は産業振興や高齢化対策
などで大きな意味を持つ﹂とあいさつ︒田中社長が
﹁課題への取り組みを一緒になって行っていきた
い︒まずはサポート体制を
しっかり整え︑買い物弱者
や高齢者の見守りなど︑役
立てることは積極的に進め
たい﹂と話されました︒
丸久は県内の各市町とも
協定締結を進めており︑本
町は 番目です︒
10

平成２７年度

保小中と地域が一体となる福賀地
区秋季大運動会が９月 日︑﹁完全燃
焼〜心ひとつにみんな笑顔で〜﹂の
スローガンのもと開催されました︒
当日は早朝からの小雨で水たまり
が残り︑地域と学校が協力してグラ
ウンドの整備を行いました︒競技が
始まると︑みんなの願いが通じ︑ぐんぐん天候が
回復︑最後まで屋外で行えました︒公民館チーム
は︑点数や勝ち数ともに同じで︑福田上︵赤︶︑福
田中︵白︶が同点優勝となりました︒

福田上︵赤︶︑福田中︵白︶が同点優勝
福賀地区秋季大運動会

４万６000件には加わらない
シニア交通安全教室

水たまりもすっかり解消

飾り巻き寿司は﹁難しいねぇ﹂
〜奈古若葉学級〜
９月 日 ︑ 奈 古 若 葉 学 級 ９月
講座を開催しました︒
〝心も体も素敵に美しく過ご
すために〟をテーマに︑まず
﹁メタボ対策﹂について町保健
師の話を聞いた後︑続いてメイ
ンの調理実習に移りました︒
今回は﹁飾り巻き寿司﹂に挑
戦です︒学級生 ６人を中心に
﹁ 難 し い ね ぇ ﹂︑
﹁巻かれん
よ！﹂︑
﹁これ何に見える？﹂と
いう声もありながら楽しく調理出来ました︒
会食では︑教育委員会事務局の男性陣もごちそ
うになり︑おいしくいただきました︒

男女混成でハンディ付きボウリングを楽しむ

９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大会が開催され
ました︒
今回で ２回目になるボウリング大会に会員 ２０
人が参加されました︒今回からハンディを付けて
男女混成とし︑前回点の少ない方は︑ボーナスポ
イントをつけてゲームを楽しみました︒成績は次
のとおりです︒
︻男性の部︼
★優 勝 水津幹男︵宇田浦︶
★準優勝 小田慎也︵宇田中央︶
★第３位 岩本 清︵宇田中央︶
︻女性の部︼
★優 勝 白石壽江︵宇田中央︶
★準優勝 清水紀美子︵宇田浦︶
★第３位 中村雅子︵宇田中央︶

第 回﹁秋祭り・野山に
こだます笛︑太鼓﹂ＧＧ大会

９月 日に宇田ふれあいグラウンドで︑第 回
﹁秋祭り・野山にこだます笛︑太鼓﹂グラウンドゴ
ルフ大会を開催しました︒成績は次のとおりです︒
︻フリーの部︼★優 勝 金﨑 洋︵尾無畑︶
★準優勝 近藤 政一︵宇田中央︶
★第３位 柳井 宣政︵宇田中央︶
︻レディの部︼★優 勝 堀 幸子︵宇田浦︶
★準優勝 惠美奈美智代︵宇田浦︶
★第３位 梅田 春美︵宇田浦︶
︻ゴールドの部︼
★優 勝 永柴 義廣︵宇田中央︶
★準優勝 角石 勝枝︵宇田浦︶
★３ 位 武村 幸一︵宇田中央︶
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９月 高 齢 者 教 室 と し て 県 警 交 通 企
画課から講師を迎え︑シニア交通安
全 教 室 を ９月 日 に の う そ ん セ ン タ
ー多目的ホールで開催しました︒
最初に︑講師の佐々木警部補から
被害者加害者共に高齢者が係わるケ
ースの増加や︑動体視力の衰えによる注意点や非
常時での動作の遅れ︑予想外の出来事にも適切な
判断を行う重要性などについて︑実演を交えわか
りやすく説明していただきました︒その後︑交通
安全健康体操では︑注意事項を覚えたり︑夜間外
出の際の反射材の効果実証などがありました︒
最後は︑警部補自ら生ギターによる懐メロ演奏
があり︑参加者全員での大合唱となりました︒
約４万６000件の県内事故件数に加わらない
よう﹁事故を起こさない﹂
﹁事故に遭わない﹂﹁い
つも心に交通安全﹂の気持ちを新たにしました︒

97

入賞されたみなさん

入賞されたみなさん

警部補の生ギターで大合唱

25

16

22

簡単メニューの〝男メシ〟5品
〜奈古メンズキッチン〜
10

巻かれんよ！
何に見えるかな？
上手に切れるね
男メシ!!

29

月７日︑メンズキッチン 月講座を開催しま
した︒
﹁お父さんの季節先どり簡単
メニュー﹂をテーマに学級生 ８
人がさばのピリ辛そぼろ丼ほか
４品に挑戦しました︒
品数は多かったのですが︑ど
れも簡単にできるメニューで ２
人のヘルスメイトの指導で︑和
やかに楽しく調理できました︒
﹁この料理はおいしい﹂︑﹁家
でも作ってみよう﹂と色々な感
想を言い合いながら楽しい会食
となりました︒
10
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教育のひろば

夢に向かって自ら学び心豊かに 福賀小学校
たくましく生きる児童・生徒を育てます！
福賀小では「夢に向かって自ら学び心豊かにたくましく生きる児童
・生徒」の育成を教育目標にしています。

１・２年

農業体験（ピーマン・トマト作り）
宇生賀の中村さ
んに協力していた
だき、植え方や大
きく育てるために
気をつけることな
どを教えていただ
きました。

３・４年

農業体験（梨作り）

黒川さんの農園
で梨を作る工程を
体験し、大変さな
どを学習しまし
た。糖度を調べた
り、梨狩りをした
りしました。

５年（全校）太鼓

学年の学習だけでなく、運動会や地域の方との関わりが多い学校です。
また、歴史的に価値のあるものもあ
ります。
福賀小学校には、アメリカとの友情
人形として知られる「青い目の人形」
があります。
しかし、本来贈られた人形（パシー
ちゃん）ではありません。青い目の人
形展に出品する際に紛失したので、代
わりのパシーちゃん２世をいただきま
した。
17

５年が主体とな
って、全校で取り
組んでいます。地
元の藤村さんに基
本のばちの持ち方
や太鼓のリズム、
叩き方を毎年教え
ていただいていま
す。

♪ハッピー あぶ町 健康習慣コーナー♪
〜動脈硬化を改善！

『３さんサン講座』参加者大募集！
！血管を若返らせよう〜
動脈硬化は、古い水道管が汚れて詰まったり、さびてはがれるのと同じ状態で症状が出ないま
ま、さまざまな病気を引き起こします。よい健康習慣を身につけることで血管を若返らせて動脈
硬化を予防しましょう。

心臓に負担がかかる
心肥大、心不全、高血圧

（しなやかさが失われるため、血液をうまく
送り出せなくなります）

臓器や組織の機能低下、壊死
（血管の中が狭くなったり詰まると必要な栄
養がいきわたらなくなります）

心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、
下肢閉塞性動脈硬化症

血管が破れやすくなる

クモ膜下出血などの脳出血

（血管がもろくなり、破れやすくなります）
動脈硬化をくい
止めるにはどう
したらいいので
しょうか

生活習慣病のある人は、まずその治療が必要です。その
他に効果的なのは、
『バランスのよい食事！』
『 適正な運
動！』
『 禁煙！』がポイントです。
３さんサン講座では、具体的に明日から実践でき、継続
していける内容となっています！

内
容
講演「○○すると血管が若返る」
福賀のうそんセンター研修室
初回講座
〜あなたでもできる！血管若返りの秘訣〜
13:30〜16:00
11月17日（火）
各種測定、個別面接
福賀のうそんセンター研修室
栄養講座
管理栄養士
発見！血管が若返る食事
13:30〜15:00
11月24日（火）
福賀のうそんセンター和室等
運動講座
冬場だからできる運動講座
太陽フィットネスクラブ
13:30〜15:00
12月3日（木）〜
効果が出る！ 自信になる！
インストラクター
（原則毎週1回、木曜日に実施）
3月3日（木）
継続できる運動講座
※1人では継続できない方！ 実践できる具体的な方法が知りたい方！ ぜひ、参加してみませんか？
講座名・日にち

講
師
宇部興産株式会社
健康管理センター
塩田直樹 医師

場 所・時 間

参加者大募集！

定員20名

参加申込みは、11月10日(火)まで
役場民生課までご連絡ください。
役場民生課 ☎2-3113

テレビや携帯電話、パソコンを使うと知らず知らずのうちに
目を酷使しています。一般的には通常１分間に20〜30回程度ま
ばたきをしていますが、パソコンなどの画面を凝視していると
その回数が４分の１に激減してしまうといわれています。
目の疲れがひどくなると、頭痛、首や肩のこり、腰痛などの
症状も出てきます。睡眠を十分にとり、生活の中で目を休める
工夫をしていたわりましょう。

【目の疲労回復体操】
① 目 を ぎ ゅっ と 閉 じ て
パッ とあける
②目をゆっくりと左→右→上
→下に動かす
③遠くの山や海、緑の木を見
て、だんだん近くを見る
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「アジの香り焼き」は
色どりがよく、野菜と
一緒に食べるとGOOD!

今回は９月１
７日（木）に行われた『宇田郷しあわせ会（高齢者料理教室）』について、中村壽子（尾無畑）、
茂刈宏枝（惣郷）がご紹介します。
今回は管理栄養士の宮久直子さんを講師に迎え「夏バテ解消！
〜野菜たっぷり あっさりメニュー〜」をテーマに「アジの香り
焼き・茄子と南瓜のサラダ・アジのアラ汁・小倉寒天・ごはん」
の５品を作りました。参加者16人の方々と民生児童委員さんも
一緒に楽しく、夏バテ解消メニューに挑戦しました。

☆参加したみなさんの感想より☆
●お料理はあまり作りませんが、民生委
員さんから声をかけていただいたの
で、参加しました。いつもしあわせ会
を楽しみにしています。
●日ごろはあまり人に会わないが、ふれ
あいセンターに来たら、たくさんの人
に会えていろいろな話ができてうれし
いです。
●今度は炊き込みごはんや野菜をたっぷ
り使った肉料理も作ってみたいです。

「茄子と南瓜の
サラダ」は、蒸
して作ります。
すりおろした玉
ねぎとオリーブ
オイルがポイン
トです。

管理栄養士の宮久さんは、「高齢者の方が食べやす
く、楽しく食事ができるように、調理を工夫していま
す。季節の食材を利用して食材の味を生かした味付け
（薄味）で、簡単にできる料理がいいですね。食は命
の源です。みなさんも食べ物から元気をもらって、長
生きしてほしいと思います」と話されていました。

デザートの「小倉寒天」
は、栗が刻んでいれてあ
り、とてもきれいでおい
しかったです。

今回のお料理のテーマの1つに薄味がありました。理想的な1食分の塩分量で考えられている献
立なので、参加された皆さんは日ごろご家庭で食べられている味付けと比較することができたので
はないかと思います。薄味が体によいということは皆さんご存じですが、全体を薄味にすると味付
けがもの足りなくなってしまいますので、味付けにメリハリをつけると食べやすくなるのではない
かと思います。「酸味や香辛料を使うこと」や「生姜を使うこと」もおいしく食べるポイントだと
いうことが実際に体験できた献立でした。
参加者のみなさんといろいろな話ができて、私たちも楽しい時間を過ごすことができました。ま
た、リクエストのあった料理も取り入れながら、みなさんと楽しいしあわせ会ができればと思いま
した。
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奈古
高
校
は今

●修学旅行 〜東京方面〜 ９月２９日から１０月２日に
かけて、２年生は東京方面３泊４日の修学旅行へ行きまし
た。１日目は東京スカイツリー、ソラマチ、浅草近辺の散
策、２日目は午前中上野動物園で研修、午後は東京自主研
修、３日目はJICA（青年海外協力隊）地球のひろば見学
の後、ディズニーシーでの研修、最終日は国会議事堂を見
学して帰途につきました。３日目のJICAの元隊員による
体験談では、モンゴルで野球の普及の活動を行ったお話が
ありました。生徒たちも真剣に聞き、「青年海外協力隊に
なるには英語ができないとだめなんですか」などの質問を
する場面もありました。友達と協力しながらの貴重な体験
を通し、各自見聞を深め成長できた旅行となりました。
●阿武町交通マナーアップ作戦 〜手作りマスコット配布
〜 ９月２４日、阿武町交通マナーアップ作戦に生徒会、
家庭クラブ及び交通委員の12名が参加しました。国道１９

り

26

ま ゆ

倉橋真優里 ちゃん︵岡田橋︶
年 月 日生まれ
平成

たいせい

︵パパ︶幸夫さん︵ママ︶真帆さん

28

たい せい

10

まゆり

はじめまちて♡まゆりで
す︒最近はパパの肩車がとっ
てもお気に入りなの︒おさん
ぽもたくさん行くよ！ニコニ
コで手を振るから声をかけて
ね♡じぃじもばぁばも︑この
スマイルにメロメロよ♡

田嶋

太惺 ちゃん︵美里︶
年 月 日生まれ

︵パパ︶照隆さん︵ママ︶操さん

平成

はじめまして︑太惺です︒
最近はハイハイで好きな所に
行けるのが︑とても嬉しいん
だ︒そして︑いろんな物を噛
んで味見してるよ︵笑︶
どうぞ︑よろしくね

！
！
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１号線を走る車の運転手の方々に『事故ナシ』とかけた梨
と、家庭クラブの生徒が作った干支（羊）のマスコット等
をお配りし、交通マナーに気を付けるよう呼びかけまし
た。
●阿武小学校児童との稲刈り交流 〜手刈りとコンバイン
刈りを体験〜 ９月３０日、本校の農業科目「グリーンラ
イフ」の一環として、生物資源科学科３年生が奈古高校の
実習田で、阿武小学校５年生児童を迎えて農業体験学習を
行いました。手刈りの部では、児童が鎌で次から次に刈り
取った稲を生徒がまとめて束ねていました。また、今年
は、手刈りに加えて、教員による補助を受けながら、すべ
ての児童がコンバインを操作して刈るという体験も行いま
した。初めて乗るコンバインでの農作業は、小学生に刺激
と達成感をもたらした体験となったようでした。

10
７

10月生まれ
20

ドリアを作る初葉さん

エコの日 毎月 日は︑地球に良いことをする﹁エコの日です﹂︒

〜みんなのおいしい料理が体を育て、心を豊かにします！〜
がんばったみんなの素敵な笑顔！

19

石川栄養士

あぶ町食育しあわせプラン実行委員会では、小中学生とその保護者を対象に地元食材を使ったアイデア料
理を募集し、その１次審査（書類審査）を９月10日
（木）に行いました。その後、１次審査を通過した７組
のみなさんにお集まりいただき、２次審査（試食審査）を９月26日
（土）
に町民センターで行いました。
少し緊張気味にスタートした２次審査でしたが、家で研究を重ねた自慢のアイデア料理を一生懸命に、そ
して親子で楽しそうに料理されるみなさんの姿が印象的で、みなさんのがんばる姿に感動した２次審査でし
た。どのメニューもとてもすばらしかったので、今後、学校給食部門の３品は学校給食で献立になったり、
お店部門のお店（ダイニングカフェ８４６・ちっぽら食堂・まんま屋たんぽこ）でメニュー化されることに
なりました。ぜひ、楽しみにしていてくださいね。みなさんのご応募、本当にありがとうございました！
【審査員４人】経済課長：工藤茂篤 民生課長：中野貴夫
阿武町生活改善実行グループ連絡協議会会長：中野逸子
学校栄養教諭：上田近代
【審査結果】学校給食部門：最優秀賞「おからナゲット」
阿武小１年 高橋きらりさん・5年 翼くん・めぐみさん

お店部門：最優秀賞「あっさり豆乳ソースのグリーンなドリア」
福賀中１年 藤原初葉さん・美智代さん
「ちっぽら食堂」では福賀中3年
高村夏未さんの「夏丼とトマトの
みそスープ」をアレンジしてメ
ニュー化されます！お楽しみに！

21

「ダイニングカフェ８４６」ではお
店部門の最優秀賞の「あっさり豆乳
ソースのグリーンなドリア」と阿武
中1年廣田音華さんの「おからコロ
ッケ」と阿武中1年小野海晴くんの
「チーズinおからコロッケ」がアレ
ン ジ し て 、 1 1 月 ７ 日（ 土 ）〜 1 5日
（日）までメニュー化されます。メニ
ューを考えた3人のみなさんには
「ドリンクサービス付」ですよ！
ぜひ、食べに行きましょう！

「おからとさ
さみのチーズ
ハンバーグ」
を
作る伊代さん

「夏丼とトマト
のみそスープ」
を作る夏未さん

「チーズinおから
コロッケ」を作る
海晴くん

「道の駅お惣菜コーナー」では阿武小１
年高橋きらりさん、５年翼くんの「おか
らナゲット」がメニュー化されます！い
つ食べられるかな？お楽しみに！

「おからとほうれん
草のカップケーキ」
を作る蓮也くん

﹁おからコロッケ﹂
を作る音華さん

月は︑﹁お風呂は水を入れすぎず︑残り湯は上手に使いましょう﹂

10

ナゲットを作る
きらりちゃんと翼くん

２次審査に参加した方以外
にもメニュー化決定！
■阿武中１年西嶋航太くんの
「あぶ３たく３ライスピ
ザ」が「ちっぽら食堂」で
少しアレンジをしてメニュ
ー化されます！どんな風に
なるのかな？お楽しみに！
■阿武小6年石川夏帆さんの
「和風ほうれんポテもち」
は「まんま屋たんぽこ」で
メニュー化されます！
「なつほちゃんポテト」コーヒ
ー付きで500円です。食べに行
かれる時にはお電話で確認を！

｢阿武町人権を考える集い｣
学習講座開催 第２弾 福賀地区

！
大好評

「町民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社
会」の実現のために、町内各地区で人権学習講座を開催
します。
◆日 時 11月10日(火) 14:45〜16:15
◆場 所 阿武町のうそんセンター 多目的ホール
◆講 師 エンパワメント山口 秋本 和美 先生
◆演 題 「子どもの人権について」
◆問い合わせ 阿武町教育委員会 ☎２−０５０１

先生はマラソンチャンピオン！

にこにこスローステップⓇ教室
〜ＡＢＵ３・30運動推進事業〜

運動習慣の少ないみなさん。いつの間にか、スタミナや
筋力が低下します。そこで、気軽にできるスローステップ
Ⓡ運動をしてみませんか？
昨年に引き続き、福岡安全センターの佐藤紀子先生に指
導をしてもらいます。ぜひ、ご参加ください。
佐藤紀子先生（旧姓平尾）
プロフィール
防府読売マラソンの女子の部
初代（2009年）チャンピオン
フルマラソンベスト記録 2時間38分
現役のランナーです。
教室の特徴！

①腰痛・膝痛があっても大丈夫！だれもが無理なく
簡単に始められます。補助具もあります。
②屋内で毎日できる運動です。
③メタボ予防にも効果があります。

◆日 時 １１月２８日
（土）
１０
：
００〜１１
：
３０
◆場 所 阿武町町民センター 多目的ホール
◆募集人員 40人（締切：11月13日 なお、定員になり
次第締め切ります。）
◆申込み方法 各公民館の申込み用紙、または電話
◆問い合わせ 阿武町教育委員会 ☎０８３８８−２−０５０１

休日当番医
10/25㊐ 休日急患診療センター
椿 ㉖1397
11/1㊐ （郡）萩市弥富医療センター 弥 富 ⑧2311
11/3㊋ （郡）萩市須佐診療センター 須 佐 ⑥2540
11/8㊐ （郡）齋 藤 医 院 奈 古 ②2838
11/15㊐ 休日急患診療センター
椿 ㉖1397
※当番医の確認は役場または各支所へ

緊急の場合は１１９番
日曜日、祝日、年末年始は
休日急患診療センターへ

☎0838−26−1397
（内科・外科・小児科・歯科）

萩・阿武健康ダイヤル２４
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

(

)

参加チーム募集

第３０回 阿武町
力くらべ綱引き大会
この大会は、綱引きをとおして、体
力づくり・健康の増進及び町民相互の
親睦を図ることを目的として開催され
ます。たくさんの参加と応援をお待ち
しています。
◆日 時 １２月6日
（日）
開会式 ９
：
００
競 技 ９
：
３０〜１２
：
００
（予定）
◆場 所 阿武町体育センター
◆申込み方法 各公民館の申込み用紙
◆締め切り 11月20日
◆問い合わせ 阿武町教育委員会
☎０８３８８−２−０５０１

山口県では、家庭の元気応援キャンペーンを展開しています。

10月は「やまぐち家庭教育支援強化月間」です！
スローガン「早寝早起き朝ごはん
本を読んで外遊び みんな仲良く今日も元気」
ファミリン
家庭の元気応援キャンペーンキャラクター

◆問い合わせ
山口県教育庁社会教育・文化財課

☎083−933−4661
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表彰席

︵敬称略︶

第 回 ABU３
ソフトボール大会

平成 年度
山口県体育大会
︵スポーツ少年団の部︶

回 益田市柔道大会

第 回 山口県スプ
リント水泳競技大会

月４日 山口きらら博記念
公園水泳プール
︻小学２年生以下の部︼
男子 ｍ 平泳ぎ
★準優勝 酒巻俐生︵寺東︶
男子 ｍ 背泳ぎ
★準優勝 酒巻俐生︵寺東︶

会社の倒産や事業の不振などにより︑離職を余儀
なくされた方の生活資金などを貸し付けていますの
で︑ご利用ください︒
○貸付対象者︵次の全てに該当する方︶
︵１︶
町内に居住している方
︵２︶
離職時の事業所に１年以上勤続していた方
︵３︶
離職を余儀なくされた勤労者で︑離職後１年以
内の方
︵４︶
借入申込時︑現に離職しており︑かつ︑ハロー
ワークで求職活動を行っている方
︵注︶
確認書類として︑雇用保険受給者証などの証明
書が必要です︒
○資金使途 大学教育資金︑住宅資金償還金︑冠婚
葬祭︑療養資金︑災害資金︑一般生活資金
○貸付限度額
〜１５０万円
○償還期間 ６〜 年以内
○貸付利率 年１・０％︵別に保証料が必要︶
○保証人等 連帯保証人１名
︵ 申込人と別生計の方 ︶
と
︵ 一社 ︶
日本労働者信用基金協会の債務 保証を
受けることが必要です︒
○申し込み 中国労働金庫
○問い合わせ 役場経済課 ☎２ ３
―１１４
県労働政策課労働福祉班 ☎０８３ ９
―３３ ３
―
２１０ または県内の中国労働金庫各支店

酒巻俐生くん
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９月 日 阿知須元気ランド
★グループ１位
FC阿武 ︵出場選手 小
池龍希︑水津哉汰︑三浦愛
貴︑小野純輝︶

第

Jr

16

25

25

山口県・阿武町離職者緊急対策資金

10

離職された方の生活の安定のために

おめでとう！総合優勝
月２日 ８ チーム・町民グ
ラウンド
★優 勝 NAGOJIN
★準優勝 宇田郷ソフトボー
ルリーグ

第 回 阿武町
グラウンドゴルフ大会
９月 日
人参加・グリー
ンパークあぶ
★優 勝 小田武之︵宇久︶
★準優勝 藤田司朗
︵宇生賀中央︶
市原 正
︵下東郷︶

23

23 61

FC阿武Jrのみなさん

９月 日 益田市民体育館
︻個人戦︼
小学校低学年
㎏ 未満級
★優 勝 末益鼓一
︵ 水ヶ迫 ︶
★第３位 上田怜央
︵ 水ヶ迫 ︶
小学校高学年
㎏ 未満級
★準優勝 増田喜伽
︵宇田浦︶
︻団体戦︼
小学校の部
★優 勝 ABU柔道クラブ

70

10

10

★第３位

67

末益泰仁くん（左）と
指導したケイトリン先生

13

26

11

26

阿武中・末益くん
萩・阿武英語弁論

27

英語力の向上を目的とし
て ︑﹁ 平 成 年 度 萩 ・ 阿 武
地区英語暗唱・弁論大会﹂が
９ 月 日︑町民センター文化
ホールで行われ︑阿武中学校
３ 年 末益泰仁くんが︑総合
優勝しました︒
萩・阿武地区大会には︑管
内各中学校から代表が︑暗唱
の部に 人︑弁論の部に 人
が参加︒弁論の部に参加した
末 益 く ん は ﹁ Crossing the
﹂と題し︑
Communication Gap
将来の夢やこの夏の世界スカ
ウトジャンボリーの交流の様
子を美しい発音とイントネー
ションで発表しました︒

23

25

40

優勝したNAGOJINチーム
入賞されたみなさん

25

19

協力をお願いします

家庭用

山陰道（木与付近）アンケート
調査を実施します
山陰道（木与付近）の計画策定にあたり、国土交通省山口河川
国道事務所が、地域の皆さんや地元企業、道路利用者などを対象
に道路の課題や新しい道路に関するアンケート調査を実施してい
ます。
各世帯にアンケート調査票が郵送されますので、地域の思いを
伝え、より良い山陰道を整備するため、また早期事業化に向け、
調査への協力をお願いします。
■問い合わせ 阿武町役場施設課 ☎08388−2−3112

使用者も 労働者も

山口県最低賃金が改正されました

必ずチェック 最低賃金！

１０

１時間 ７３１円

効力発生日 平成 年 月１日
パート︑アルバイト等を含め︑すべての労働者に
最低賃金以上の賃金が払われなければなりません︒
◆問い合わせ
山口労働賃金室 ☎083ー995ー0372
２７

事業所用

自動車利用に関するアンケート調査に
ご協力をお願いします（国土交通省が実施）
国土交通省では、10月中旬から11月下旬にかけて、「自動車の利用実態に関するアンケート調
査」（道路交通起終点調査）を行います。
本調査は、車の一日の動きについて、どこからどこへ、どういう目的で移動したかなどを調査する
もので、現在の交通実態を把握し、住み良いまちづくりや将来の道路計画の基礎資料とするもので
す。
調査は、山口県内から無作為に選び出された約45,000台を対象に、調査票を郵送し、調査票は郵
送またはWebにより回収します。
本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。
◆問い合わせ
◆実 施 主 体

山口県自動車起終点調査サポートセンター ☎０１２０−５１−９８１１
（受付時間：午前９時〜午後６時、日曜・祝日を除く）
国土交通省 山口河川国道事務所 計画課

24

ひと

女と男の一行詩

年金のたより

ひと

納めた国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です！

言い分も
立場もイーブン
ひと

女と男

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と
同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、平成２７年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分
や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支
払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、平成２７年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調
整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となり
ます。
このため、平成２７年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方には、１１月
上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の
提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。（平成２７年１０月１日から１２月３１
日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送られます。）
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときも心強い
味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

ひと

■問い合わせ 日本年金機構萩年金事務所 ☎０８３８ー２４ー２１５８
役場住民課住民係
☎２ー０５００
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

１１月中旬から

マイナンバーの通知カードが届きます！
！

マイナンバーの確認を！
マイナンバーとは、住民票のあ
る方１人に１つずつ配布される、
１２ケタの番号です。そのマイナ
ンバーが書かれた「通知カード」
が、11月下旬から皆さんへ送付
される予定です。
このマイナンバーは、来年の1
月から役場の手続き等で、申請書
への記入を求められることになり
ますので、確実に受け取って、大
切に保管してください。
また、住所等を変更する場合に
は通知カードの裏面にそのことを
記載しますので、必ず持参してく
ださい。
通知カード︵裏面︶

25

通知カード︵表面︶

◆問い合わせ
役場住民課
☎２−０５００

ひと

口地方法務局萩支局地下共
用会議室
▼内容 土地の境界に関する
相談
▼相談料 無料︵ただし1人
1時間以内・要予約︶
▼問い合わせ・予約先
山口県土地家屋調査士会
☎０８３︱９２２︱６１１８
︵受付 平日 時〜 時︶

ハトマーク
空き家無料相談会

kikaku@town.abu.lg.jp
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ママとパパ産休育休リレーする
﹁里親になりたい﹂など︑
里親に関心をお持ちの方を対
象にした説明会を開催しま
す︒︵事前申込不要︶
▼日時
月 日
︵火︶
時〜 時
▼場所 山口県萩総合庁舎２
階 第４会議室
▼主催・問い合わせ 萩児童
相談所 ☎０８３８︱２２
︱１１５０

介護就職面接会

▼日時
月5日
︵土︶
９時
分〜 時 分︵託児あり︶
別に︑保育所の見学実習
︵1日︶
を実施予定
▼場所 山口県セミナーパー
ク
▼内容 保育指針︑保護者対
応︑危機管理︑保育実技等
▼受講料 無料
▼申込み
月 日
︵金︶
まで
に︑申込書に必要事項を記
入し︑山口県保育協会に
FAX又は郵送でお申し込
みください︒
※申込書は︑役場民生課にあ
ります︒
▼問い合わせ 山口県保育協
会︵山口市大手町９ 番６
号︶☎０８３︱９２５︱２
４２４
０８３︱９25
︱２２１２

30

現在︑策定作業中の戦略案
に対する意見を募集します︒
▼公表資料の閲覧 阿武町ホ
ームページ︑役場本庁およ
び各支所窓口
▼期間
月 日まで
▼意見提出先
︵メール提出可︶
役場総務課企画広報係

阿武町版総合戦略︵案︶
のパブリックコメント
を実施しています
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ひと

萩税務署からの
お知らせ
●税を考える週間︵ 月 日
〜 日︶
﹁税を考える週間﹂の行事
として︑管内の児童・生徒の
皆さんから応募していただい
た租税作品︵絵はがき・作
文・習字︶を展示します︒
▼日時
月７日〜 日
▼場所 スペースゼット
︵田町商店街旧福永金物店︶

保育士就職
支援セミナー

30

女と男の一行詩

お知らせ
写真展を合同開催

阿武町の写真愛好家グルー
プ
﹁あぶフォト倶楽部﹂が︑萩
市の高齢者写真教室﹁シャッ
ターチャンスほほえみ﹂と合
同で写真展を開催します︒
▼会期
月 日〜 日
9時〜 時まで
※初日のみ 時〜
▼場所 萩市民館小ホール

▼日時
月 日
︵月・祝︶
時 分〜 時 分
▼場所 萩市民館
▼内容 税理士による空き家
と相続の対策セミナー︑宅
地建物取引士・司法書士・
土地家屋調査士・税理士・
リフォーム事業者による個
別相談会
▼参加料 無料
▼問い合わせ
︵一社︶
山口県萩宅建協会
☎０８３８︱ ︱９８２８

境界問題合同相談会

▼場所

保育士資格をお持ちの方の
再就職を支援する研修会を実
施します︒
▼対象者 保育士資格をお持
ちの方

30
法務局職員や土地家屋調査
士が︑相談に応じます︒
▼日時
月 日
︵金︶
時〜 時
萩地方合同庁舎・山

13 11

17

介護関係の仕事に興味のあ
る方であれば︑どなたでも参
加できます︒
▼日時
月 日
︵金︶
時 分〜 時 分
▼場所
ハローワーク萩 議室
▼参加企業等 就業場所が萩
市・阿武町・長門市の事業
所 ※参加企業は 月初旬
に決定
▼問い合わせ
ハローワーク萩
☎０８３８︱ ︱０７１４

16

16

回萩総まつり

集

10

30 23

25

第
▼日時
月 日
︵日︶
９時 分〜 時 分
▼場所 萩総合支援学校
▼内容 児童生徒のステージ
発表︑作品展示︑育友会バ
ザー︑食堂︑喫茶等
▼問い合わせ 山口県立萩総
合支援学校 萩総まつり広
報部 ☎０８３８︱ ︱７
２８０︵三好・藤村︶

●年末調整説明会
源泉徴収義務者の方を対象
にした平成 年分の年末調整
説明会を開催します︒
▼日時・場所
① 月 日
︵ 月 ︶ 時〜 時・
萩市民館大ホール
② 月 日
︵ 火 ︶ 時〜 時・
萩市田万川総合事務所２階
大会議室
▼問い合わせ 萩税務署 総
務課 ☎０８３８︱ ︱０
９００︵代表︶
※音声ガイダンスに従って案
内番号﹁2﹂を選択してく
ださい︒

募

12

11

FAX

28

30

11

12

12

16

10

15

11

11

10

里親募集説明会

27

11

30 13

22

27

16

16

30

14

25

12

10

22

17

26

16

13

15 22

10 11

13 11

10 11

25

10

11

11

11

33

17

11

おしら せ

ひと

11月
日
1
3
4

理

ヘル

ひと

女と男の一行詩

イト☆おすすめ
メ
料
ス
宇田浦
嶋戸悦子さん

「元気で長生きしょーレシピ！（低栄養予防）」より

5

女の宅配便

納豆とひき肉で
カフェ風どんぶり

6

男のシンクロスイミング
どっちもカッコイイ

［材料（４人分）］
しょうゆ 大さじ２
豚ひき肉 ４００ｇ 酒
〃
にんにくチューブ
みりん
小さじ４
３㎝分 だしの素 小さじ２
油
大さじ１ 小葱
適量
納豆
４パック ごはん
４杯分
レタス
１０枚
ミニトマト １６個
［作り方］
①納豆は添付のからし
やたれを入れて、よ
くかき混ぜておく。レタスは洗ってせ
ん切りに、ミニトマトは４つに切って
おく。小葱は小口切りにする。
②フライパンに油を入れて、にんにくチ
ューブを軽く炒める。香りが出てきた
ら、豚ひき肉を入れてよく炒め、火が
通ったら混ぜておいた納豆を入れて手
早くさっと炒めてから、調味料で味付
けする。
③どんぶりにごはんを入れて、その上に
レタスをおき、②をまんべんなくのせ
る。上に小葱をのせてから、ミニトマ
トを飾る。

10月分

町内の求人情報

10
12
13
15

17
18
20
22
24
25
26
27
28
29

●問い合わせ ハローワーク萩・萩公共職業安定所 ☎0838−22−0714

道の駅阿武町
(あぶクリエイション)

求人数
年齢
賃
金
業
種
産業用機械製品類の製造・加工
163,680円
不問
１人
１人 40歳以下 170,000円〜230,000円
養豚飼育管理員
時給750円〜800円
不問
１人
受付および清掃スタッフ(鹿島の湯)
時給850円
不問
３人
食品加工（惣菜）
時給850円
不問
１人
食品加工（鮮魚）
時給750円〜800円
不問
１人
クリーンスタッフ

阿武町の人口と世帯数
人 口

9

10月13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。）

会 社 名
株式会社 ホーコーインテム
有限会社 鹿野ファーム

地区別

7
8

世帯数

移動内訳
3

福 賀

645
（ − 1 ） 299
（ − 1 ） 転出

4

宇田郷

601
（ − 2 ） 306
（ − 1 ） 出生

1

（−10） 1,669
（ − 2 ） 死亡
合 計 3,602

10

27

）内数字は対前月比

9月の交通事故

（9月末）

奈 古 2,356
（ 0 ） 転入
（ − 7 ） 1,064

※（

曜
行
事
予
定
日 第34回福賀大農業まつり 8:30【福賀小中グラウンド】
火 宇田郷ふれあい祭り 10:00【ふれあいセンター】
水 奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
福賀ことぶき会移動教室 7:30【飯塚方面】
木
体いきいき運動教室 13:30【のうそんセンター】
福賀月例グラウンドゴルフ大会 19:00【福賀小グラウンド】
金
ユメセンプロジェクト【阿武中学校】
土 ルーラル315･376フェスタ（〜8日） 9:30【福の里直売所】
日 第4回歴史秘話発見講座 7:30【奥出雲（たたらと刀剣館）】
健康教室「さくら会」9:00【町民センター】
月
にこにこステップ運動☆教室 13:00【ふれあいセンター】
すくすく乳児相談【母子健康センター】
火
人権学習講座(福賀地区）14:45【のうそんセンター】
阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30【役場会議室】
木
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】
自治会長研修会 9:30【町民センター】
金
福賀月例ボウリング大会 19:30【ユーズボウル萩】
福賀婦人会・
ＪＡ女性部合同研修旅行
（〜16日）7:00【四国方面】
日 秋の奈古やかグラウンドゴルフ大会
（仮）
【グリーンパークあぶ】
職員採用試験（保育士）11:00【第1会議室】
奈古寿齢大学 9:30【町民センター】
火 宇田郷寿齢大学 10:00【ふれあいセンター】
３さんサン講座 13:30【のうそんセンター】
水 奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
金 奈古文化展（〜22日）【町民センター】
日 さんさんふるさと祭り 9:00【阿武小中グラウンド】
火 ３さんサン講座（食事）13:30【のうそんセンター】
水 地域づくり研究集会 13:00【町民センター】
木 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】
金
宇田郷地区子育連役員会 19:30【ふれあいセンター】
土 第１回スローステップ教室 10:00【町民センター】
日 自治会対抗カラオケ大会【文化ホール】

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

6
1
7
120
（6） （0） （9） （121）

うち阿武町内で
起こった事故

0
0
0
10
（1） （0） （4） （7）
（ ）内数字は前年件数

旬の

ごっ

菊芋（きくいも）

そー

作品は道の駅温泉棟１階に展示中
タイトル﹁トワイライト
エクスプレス通過﹂
梅地博美︵野柳︶

会員作品紹介

菊芋は北米原産のキク
科の植物で菊のような黄
色い花を咲かせ、秋には
地下部に生姜に似たイモ
状の塊根をつけます。１０
月末から１
１月には店頭に
並ぶことでしょう。
菊芋は、皮をむきスライスや細切り
にしてサラダや和え物として生のまま
のその食感をお楽しみいただけます。
また、煮物、味噌汁やスープの汁物の
実に、炒めたり天ぷらにしてもおいし
道の駅「阿武町」
く食べれます。
田中良平
保存はできるだけ土をつけたまま冷
蔵庫に入れるほうが日持ちしますが、洗ったものは
日持ちが悪くなるので早めに調理しましょう。また
皮をむいて冷凍保存して煮物等に利用します。
菊芋はヤーコンと同じく、天然のインシュリンと
も言われるイヌリンという成分を豊富に含んでいる
ことから美容や健康食材として、最近注目を集める
ようになりました。道の駅にも色々とお問合せを頂
くことがあります。
日本へは、江戸時代終わり頃にアメリカから家畜
の飼料として導入され、戦後は代用食として栽培さ
れたようですが、生鮮食品として店頭に並ぶことは
少なく、健康食品向けの乾燥粉末の原料として全国
各地で栽培されています。
菊芋は繁殖力が非常に強く、環境庁から要注意外
来生物に指定されています。

●コメント：山陰線をトワイライトエクスプレス
が通ると聞いて撮りたいと思い、宇田の撮影スポッ
トがある駐車場まで行きました。トンネルから出て
きた８両のトワイライトを、宇田の海岸風景と一緒
に撮ることができました。
次回定例会は１０月２６日
（月）
１
９：００〜
町民センター 講座室です。
◆問い合わせ あぶフォト倶楽部事務局 ☎2ー3111

旅する蝶
アサギマダラが宇田郷に飛来
日本を縦断しさらに沖縄
や台湾まで飛来するアサギ
マダラが10月14日、宇田
郷の長浜パーキングに飛
来 。「 い つ か 蝶 が 乱 舞 す
る、まちの名所になれば」
と、今年から清水教昭さん
（宇田浦）がフジバカマを
植えられています。

◆問い合わせ 道の駅阿武町物産直売所
☎０８３８８−２−０３５５

一村を黄に染めあげ稲実る

梨を食ぶ子の笑顔より水したる

満月や母に詫びたき事多し

曼珠沙華そこは困るど通り道

柳井

原
清穂︵伊

佐々岡美保︵中

原︶

豆︶

村︶

高橋作之助︵浜の１︶

小野

弘子︵浜の１︶

惠子︵平

久︶

まん じゅ

筋トレは生活改善虫の鳴く

林

衛︵宇

万︶

げ

いっ

俳

しゃ

か

とう

さ

ば

ふ

ぶ

せん

や

わ

新米のおにぎり一つ漁に出る

小田

淑子︵上

方︶

は

種 と ば す 今 の 心 は 鳳 仙 花

大倉

眞代︵東

里︶

づき

み

しゃ

とも

句

む

そん

や

げ

とき

せん

みの

秋灯下一茶蕪村の句を愛し

梅地

幸枝︵大

まち

て

ほう

秋天や騎馬戦武者の閧の声

池田

信惠︵久瀬原︶

じ

しゅう とう

居 待 月 豆 腐 屋 灯 し 影 動 く

木村

泉女︵筒

そ

や

き

草の花我が我がとは言わざりき

出羽法泉子︵浜の１︶

米原

慶子︵上

い

八十 路まで良くぞ生きたと猫じゃらし

紅魚︵浜の３︶

や

鯛焼きを手土産にして月の客

河原

与︶

たい

名 月 の 西 へ 傾 く 漁 師 町

水津

弥生︵木

屋︶

か

一雄︵下
郷︶

尾︶

郷︶

居待月港ゆっくり灯が帰る

田中

泰枝︵釜

ねん

そつ じ ゅ

ぶどうの皮ていねいにむく卆寿です

能野

おく

億 年 の 小 石 並 べ て 秋 浜 辺

