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 年度全日
本学校関係緑化コ
ンクール 学校環
境緑化の部で︑阿
武町立福賀小学校
が国土緑化推進機
構会長賞︵ 準特選 ︶
を 受 賞 し ︑６ 月５
日に長野県で開催
された第 回全国
植樹祭で表彰され
ました︒
福賀小学校では︑
花壇の栽培活動を
積極的に行ってお
り︑学校花壇は学
年ごとにそれぞれ
担当を決め管理し
ています︒それぞ
れの花壇の名前も
担当する子どもた
ちが決め自ら看板
を作り設置し︑
﹁自分たちの花壇﹂という意識を持ち責任を持って栽培にあ
たるとともに︑ＰＴＡをはじめ︑地域の団体や他校との連携
を図りながら︑幅広い活動を実施しており︑この度の受賞
は︑こうした活動が評価されたものです︒
今回の受賞に際し久賀武校長は︑﹁こうした学校緑化活動
は︑心を育てる大切な活動だと思っています︒児童数は少な
いながらも︑活動を通してそれぞれが学校環境を守るという
意識も育っています︒地域の方とのつながりも生まれ︑ふる
さと愛や愛校心を育むこの活動を︑今後も続けていきたいで
す﹂と話されました︒

福賀小学校が緑化コンクールで
国土緑化推進機構会長賞を受賞

行政相談員とは
総務大臣が委嘱し、各市町村
に１人以上(山口県内に79人)を
配置。ボランティアで、国の行
政活動に関する苦情や相談を受
け付け、相談者への助言や関係
機関に対する改善の申し入れを
行っています。

行政相談員 永柴義廣 さんが
中国四国管区行政評価局長
表彰を受賞

73

行政相談員の永
柴義廣さん︵
歳・宇田中央︶が
中国四国管区行政
評価局長表彰を受
賞し︑５ 月 日に
山口市のセントコ
ア山口で表彰され
ました︒
永柴さんは平成
年に行政相談員を委嘱され
て以来︑隔月１回町内を巡回
しながら開催されている心配
ごと相談所︵主催 社会福祉
協議会︶で様々な相談に応じ
るほか︑自宅でも積極的に相
談を受け付けるなど︑ 年の
長きにわたり行政相談員活動
に取り組んでおられます︒
受賞に際し永柴さんは︑
﹁年間に 件程度︑様々な相
談を受けています︒これから
も相談者の身になって真剣に
お話を聞き︑みなさんのお役
に立てる身近な相談員として
活動していきたいです﹂と話
されました︒
17

永柴義廣さん

15

20

11

６月１日に︑山口

ローガンに地産地消を活用し︑仲間

も〝自分達の健康は自分達で〟をス

り︑感謝致しております︒これから

人達の協力によりこの度の受賞とな

方々︑ヘルスメイトの仲間︑地域の

共に活動も変化し︑先輩方や行政の

受 賞 に 際 し 水 津 さ ん は︑﹁ 時 代 と

評価されたものです︒

さんのこれまでの活動と実績が高く

尽力されており︑今回の受賞は水津

じめ︑住民の健康づくりにも幅広く

リーダーとして︑食生活の改善をは

改善推進員の地域

長年にわたり食生活

を受賞︒水津さんは

人の推進員がこの賞

今年度は県内で５

ました︒

知事表彰を受賞され

推進員として山口県

が︑優良食生活改善

ミコさん︵木与︶

議会総会で︑水津エ

県食生活改善推進協

市で開催された山口

優良食生活推進員
水津エミコさんが
山口県知事表彰を受賞

と思って

と一緒に健康料理を広めて行きたい

ました︒

と話され

います﹂

水津エミコさん

福賀小学校のみなさん

児童らの緑化活動
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阿武町選挙管理委員会
新委員長に
田原肇氏を選任

平成 年３月 日開催の阿武町議会本
会議で阿武町選挙管理委員が選任され︑
６月２日に開かれた阿武町選挙管理委員
会で︑新たな委員長及び委員長代理が選
任されました︒
なお︑選挙管理委員の任期は平成 年
５月 日から平成 年５月 日までの４
年間です︒
17

第 回参議院議員
通常選挙の執行について

30

28

選挙権年齢が 歳以上に引き下げられて
から初めての国政選挙となる︑任期満了に
よる第 回参議院議員通常選挙が執行され
ます︒

23

●委員長及び委員の構成
委員長
田原
肇︵新生︶
委員長代理 野村 義昭︵宇田中央︶
委員
阿武 正泰︵市︶
委員
砂川 利和︵河内︶

田 原
肇
委員長

28

○選挙期日 平成 年７月 日︵日︶
投票時間 午前７時〜午後７時

30

当日︑都合が悪く選挙に行けない方は︑
期日前投票を利用しましょう︒
○期日前投票
︿本庁﹀
平成 年６月 日
︵木︶
〜 ７月９日
︵土︶
投票時間 午前８時 分〜午後８時

︿各支所﹀
平成 年７月４日
︵月︶
〜 ７月８日
︵金︶
投票時間 午前８時 分〜午後５時

☎２ー０５０３

相談無料！
お気軽に

○問い合わせ
阿武町選挙管理委員会

日 本 の 将来を決めに行こう！
野 村 義 昭
委員長代理

28

耐震診断員による無料相談会

国内各地で大きな地震により、住まいの倒壊により人命被害が多く発生しており、地震への備えとし
てまずは住まいの地震に対する安全性を知り、耐震改修などの対策を行うことが大切です。
そこで、住まいの耐震化を一層促進するため、耐震診断員による無料相談会を開催します。
●日 時
●場 所
●共 催
●相談員
●内 容

７月13日
（水）
１０時〜１６時
阿武町役場本庁 ２階 小会議室（☎２−３１１２）
山口県、（一社）山口県建築士会
木造住宅耐震診断員（無料耐震診断での派遣診断員）
住まいの耐震性に不安のある方や、実際に診断や改修を
お考えの方に、耐震診断員が診断・工事の流れや注意点
等をアドバイス（図面があればお持ちください）

【参考】住宅の無料耐震診断および改修補助制度
①住宅の耐震診断（昭和56年5月以前に建てられた一戸建木造住宅等要件あり）
費用：無料（市町が耐震診断員を派遣）
②住宅の耐震改修（昭和56年5月以前に建てられた一戸建木造住宅等要件あり）
補助率：改修費用の2/3を補助（限度額あり）
◆申し込みおよび補助等の相談

3

阿武町役場施設課（☎２−３１１２）

防災訓練

地震︑暴風雨︑土砂崩れ︑大火などに
よる大災害を想定した阿武町
︵山口県︶
総
合防災訓練が︑福賀地区を対象に福賀小
学校グラウンド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︑今年は山口県総合
防災訓練を兼ね消防等の関係機関を含め
７８６ 人が参加し︑対象地区である福賀
地区の住民は２９４人が参加しました︒

緊迫感を持った訓練を実施
訓練は数日前から断続的に雨が降り続
き︑﹁土砂災害警戒情報﹂や﹁記録的短
時間大雨情報﹂等が発表されるととも
に︑大規模な土砂災害が発生︒また︑日
本海沖を震源とする震度６弱の地震が発
生し︑各地で様々な土砂災害や火災の発
生が想定される中︑現地対策本部を設置
した福賀小グラウンドを中心に展開され
ました︒
現実に則した実践的な訓練を意識し︑
福賀地区住民は各自治会毎に避難訓練を
実施︒消防団と消防団協力隊の連携によ
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︑陸上自衛隊による倒壊家屋から
の救出訓練や︑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︒

避難所を開設した福賀小体育館

保護者の迎えを教員らが受付

全員揃って校舎から体育館へ避難

福賀小学校でも、校舎からの避難と避難所で保護者への児童引き
渡しの訓練を実施。保護者が迎えに来た児童から一緒に帰宅する際
の名簿のチェックなども入念に確認しました。

福賀小学校でも災害時の
避難訓練を実施

山口県総合防災訓練も
阿武・萩・長門を対象に同時実施

女性消防団員指導のもと、
消火器を使い消火訓練

阿武町消防団協力隊員も訓練に参加

4

訓練内容
○対象地区住民︵福賀地区・２９
４人参加︶
避難訓練︑消火器使用訓練︑煙
避難訓練
○対象地域外住民︵宇久・宇田中
央・尾無畑・惣郷自治会２４
３人参加︶
避難訓練︑防災ミニ集会等
○日赤奉仕団︵婦人会・社協 人
参加︶
炊き出し訓練
○福賀小学校︵ 人参加︶
避難訓練︑引渡訓練
○自衛隊︵７人参加︶
倒壊家屋からの救出訓練等
○警察署︵４人参加︶
交通整理等
○山口県医師会︵２人参加︶
口腔ケア啓発
○日本アマチュア無線
︵２人参加︶
県内他会場への訓練状況共有
○ＪＡ︵１人参加︶
防災グッズ展示
○山口県︵６人参加︶
災害対策本部訓練
○消防団員︵１１０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

5

22

61

自衛隊による倒壊家屋からの
負傷者救助訓練
倒壊家屋内の負傷者の
様子をスコープで確認

水防用土のうづくり
泡消火器での車輌火災消火
基本操法デモンストレーション

阿武町総合
地震、暴風雨、土砂崩れ、
大火などの災害に備えて

福賀地区を対象に

女性消防団員による心肺蘇生法

煙体験コーナー

自衛隊特殊車両の展示

消防団協力隊員も消火訓練

非常食等の展示

こんなに多くの子どもが入れます

シート張り工法

17

17

毎年春になるとよく見
つけられるイルカの群れ
が︑5月 日に清ヶ浜付
近で︑ 日には尾無沖で
目撃されました︒魚の群
れを追ったりすることか
ら漁師にとっては厄介者
ではありますが︑国道沿
いには車を止めて写真や
ビデオに撮影する人の姿
も見られ︑﹁初めて見て感
動！ラッキーでした﹂と
の声も聞かれました︒
清ヶ浜（野島そば）を泳ぐイルカ

25

27

ハイタッチでお見送り

28

6

力強い演奏とユニークな演出

海上自衛隊佐世保音楽隊コンサート

海上自衛隊佐世保
音楽隊阿武町コン
サ ー ト が５ 月 日 ︑
町民センター文化
ホールで開催され迫
力あるコンサートを
５００ 人が楽しみま
した︒
コ ン サ ー ト は２ 部
構成で︑第１部は
ファンファーレ・ロ
レーヌマーチの演奏
か ら ス タ ー ト ︒Ｎ Ｈ
Ｋ連続テレビ小説
﹁あさが来た﹂の主
題 歌 ﹁３ ６ ５ 日 の 紙
飛行機﹂などを演奏︒第２部では︑ムーンライト・
セレナーデなどムーディーな曲も織り交ぜながら︑
高校野球の応援歌としても耳馴染みのあるエル・ク
ンバンチェロ︑アンコールでは行進曲﹁軍艦﹂など
を力強く演奏しま
した︒
隊員らのマイク
パフォーマンスや
ユニークな掛け合
いで︑会場は終始
笑顔に︒終演後
は︑隊員らが出口
で観客を笑顔で見
送りました︒

隊員が心を込め歌声も披露

悠々と空を舞うラジコン飛行機
福 賀 飛 行 ク ラブ
︵会長 波多野梅
治︵福賀出身・山
口 市 在 住 ︶︶ の 総
会 が５ 月 日 ︑ 福
賀西台飛行場で行
われ︑県内外から
人の会員が参加
しました︒会では
体験飛行会も開催
され︑自慢のラジ
コン飛行機やヘリ
コプターが福賀の
22

福賀飛行クラブ総会を開催

空を悠々と飛行しました︒

30

！？

自慢のラジコンとともに記念撮影

木与や尾無でイルカを発見

見られるとラッキー

尾無沖
でも

自分たちの手で小屋づくり
県立大学地域共生演習を
あったか村で実施
21

22

地域づくりや地域の課題を学ぶ山口県立大学の地
域共生演習が５月 日・ 日の２日間︑福賀のあっ
たか村︵代表 白松博之︶で実施され︑学生６人が
小屋づくりなどを体験しました︒
この取り組みは︑山口県立大学が２００７年から
実施している地域共生演習をあったか村が毎年受け
入れているもので︑今回は農機具庫づくりや自然観
察︑地元農林家への民泊等の体験をしました︒
学生らは︑人生初のカンナがけやノミを使っての
作業︑電動ドリルを使っての穴開けなどに積極的に
挑戦︒農機具庫づくりでも柱建てや木槌を使った打
ち込みなどに︑時に笑顔を見せながらも真剣に取り
組み︑日頃の
生活では体験
できない貴重
な経験を得て
いました︒

農機具庫を自分たちの手でつくる
ノミを使ってホゾ穴を彫る

Ｔｏｐｉｃｓ 山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ

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

㎏の梅の実を収穫
阿武中伝統の梅もぎを実施

力を合わせて収穫

12

心を込めてイモ植え
どんどん大きくなあれ！

約

６月２日に社会福祉協議会そばのイモばたけでイ
モ植えが行われ︑年少以上のみどり保育園児 人と
ボランティア 人
が参加しました︒
この日に植えたの
は サ ツ マ イ モ２ ５
０ 本で︑今後はお
いもボランティア
のみなさんが世話
をしながら秋に収
穫する予定︒ 月
には焼きいもパー
ティーが行われま
す︒

67

15
11

自分たちの地域は
自分たちで守る

消防団協力隊講習会を開催

町の火災発生時における初期消火体制の強化を図
ることを目的に設立され︑消防団や消防署が到着す
るまでの間︑初期消火活動を行う消防団協力隊に対
する講習会が６月 日︑町民センターで行われ総勢
１０９人が参加しました︒
講習会では萩市消防本部から講師を招き︑消火活
動における基本技術や安全管理について学んだあ
と︑みどり保育園前消火栓を使い消火活動に使用す
るホースなどの資機材を実際に使用しての説明を受
けました︒続いて６箇所の訓練会場に分かれて︑消
防団の指導のもと実際に消火栓を使っての放水訓練
を実施︒いざという時の備えを万全にしています︒

7

避難完了した入所者を確認（清光苑）
介助しながら避難場所へ
（ひだまりの里）

萩市消防本部による
ホース結合の指導

宇田郷地区の隊員による放水訓練の様子

ボランティアと一緒にイモ植え

毎年恒例となっている〝梅もぎ〟が阿武中学校裏
の梅林で６月２日に行われ︑３年生 人がたくさん
の梅を収穫しました︒
生徒らは梅の木によじ登ったり︑棒で叩いて落と
したり︑日頃できない体験を満喫︒１時間の活動で
約 ㎏ もの梅を採ることができました︒
19

〜阿武福祉会が避難訓練〜
15

避難に時間を要する福祉施設の入所者の生命を守
るため︑迅速かつ安全な避難体制の確立を目的に６
月１ 日︑木与の特別養護老人ホーム﹁恵寿苑 ﹂︑養
護老人ホーム﹁清光苑﹂︑グループホーム﹁であい﹂︑
宇田郷の地域交流・高齢者福祉施設﹁ひだまりの里﹂の
入所者を対象に避難訓練が実施されました︒
当日は︑大雨洪水警報が発令されるなか︑施設の
裏山でがけ崩れが起こりそうな状況を想定し︑いか
に安全かつ迅速に多くの入所者を避難させることが
できるか︑訓練を行い
ました︒
参加者は総勢２００
人︒職員の迅速な避難
支援のもと︑それぞれ
の屋内の安全な場所へ
の避難が 分で無事完
了しました︒

木与・宇久地区の隊員による
放水訓練の様子

４０

40

梅雨時期の長雨に備え、土砂崩れ
を想定した避難訓練を実施

まちに新たなワクワクをつくりだす
21Ｃラボ通信

21世紀の暮らし方研究所が始動。やわらかく取り組み始まる。
阿武町版総合戦略〜選ばれる町を
つくる〜の推進母体として︑町内外
から研究員を集めた﹁ 世紀の暮ら
し 方 研 究 所 ︵ 以 下 ラ ボ ︶﹂ の 初 集
会が５月 日︑奈古地区の水甚で行
われ 人が参加しました︒
会では︑事務局から今年度の取り
組みについて説明があり︑その後簡
単な参加者交流を行いました︒これ
からラボは毎月１回のペースで開
催︒楽しく・やわらかく︑取り組み
を進めていきます︒
40

14

21

ラボは８プロジェクトに関わる
阿武町版総合戦略は︑移住定住ニ
ーズに応える新規８プロジェクトを
まとめたものです︒ラボの活動は︑
まずはそれらに関わることから始め
ていきます︒
今年度の活動︑特に
〝思い出不動産〟
今年度︑ラボの活動
は８つのプロジェクト
の中でも︑町内外のみ
なさんの関わりやすさ
や課題の優先度などを
勘案し︑特に〝思い出不
動産プロジェクト〟に
つながる取り組みを中
心に行います︒年度内
には思い出不動産に関
わるwebサイトをオ
ープンすることも予定しています︒
テーマは
＆
TALK
TRY!
今年度のテーマは﹁ TALK
＆ TRY
﹂
で︑話すこと・やってみることを大
切にします︒ TALK
として︑ほぼ毎
月 講 座 を 開 催 し な が ら ︑ TRY
とし
て実際に手を動かす企画も予定して
います︒
参加は自由︑登録者以外もＯＫ
ラボへの参加は登録メンバー︵研
究員︶以外の参加も歓迎です︒お気
軽にお越しください︒お子様と一緒
の参加も歓迎です︒また︑ラボの研
究員登録も随時募集しています︒
役場総務課 ☎２ー３１１１
水甚もいっぱいになった初集会

空き家を紹介する際に、従来の不動産情報
に加えて、
持ち主の想いや家のストーリー、
周りの地域特性などの すまいの記憶 を
届けるwebサイトをつくるプロジェクト

21世紀の暮らし方研究所事務局（役場総務課企画広報係）
☎２−３１１１

◆問い合わせ

活動拠点となる水甚（美浜）

子どもたちは
階段がお気に入り

studio-L西上さんが、
海士町の取り組みを紹介

３グループに分かれて交流

次回ラボの開催予定

６月２5日（土）
１３：３０〜１６：３０

場所：水甚（阿武町大字奈古２６６１−２）

いくつかテーマを設定し、
まちあるきを実施します♪
内容：阿武町内のフィールドワーク です！
視点の違い を楽しみま
（小雨決行、大雨時は室内プログラムに変更予定） しょう☆彡

★１３
：
１０までに道の駅阿武町温水プール前に集合していただくと、会場までご案内します。
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みんなで歯をみがきましょう♪
５月 日︑奈古さつき婦人学級の
開講式と５月講座 を 開 催 し ま し た ︒
婦人会恒例のラジオ体操で体をほぐした後︑開講式
を行い︑小田公民館長のあいさつがあり︑さつき婦人
学級の今年度の学習計画等を協議してから︑５月講座
が始まりました︒
講座では︑和田歯科医院の和田幸子先生による﹁た
まにはみんなで歯をみがきましょう♪ 〜手鏡をもっ
てきてね♡〜﹂と い う テ ー マ で の 講 演 で し た ︒
受講生︑ひとりひとり歯ブラシと手鏡を使って︑歯
磨きの実践を行い︑﹁歯の形に合わせて歯ブラシを当
て一本ずつ磨くことが大切です﹂と言われ︑また熊本
地震の際︑口腔ケアが行き届かずに肺炎が急増した事
もあり︑歯磨きの大切さを再確認して真剣に取り組ん
でいました︒

Enjoy!英会話教室﹂ 阿武中

歯磨きはこうするんですよ
授業参観も

高齢者教室〜にこにこ百歳体操〜
今年度から福賀ことぶき会では︑に
こにこ百歳体操を毎週火曜日に取り組
むことにしました︒申込みの必要もな
日のみ高齢者

く自由に気軽に自分のペースで参加出
来るものですが︑５月
教室に位置づけて開催しました︒
この体操は︑手足をゆっくりと動か
すことで身体に負荷をかけるため︑血
圧や脈拍が上がることが少なく︑安全
に筋力トレーニングが出来ます︒高齢
者の末永い健康生活のカギとなる筋力をつけること
で︑歩行や外出が行いやすくなり︑何よりも転倒に伴
う骨折のリスクが少なくなります︒真剣に体操に取り
組まれている皆様を拝見すると︑年度末には町内外で
元気よく︑かっ歩される姿が目に浮かぶようです︒

スポ少 元気いっぱい体力テスト
日に実施しました︒

福賀スポーツ少年団恒例の︑日本体育協会による運
動適性テストを︑５月

５月

日にふれあいグラウン

芝楽ふれあい隊のお陰です！ころがり抜群

︻男性の部︼優勝

杉村玉子︑準優勝 櫛部八重子

茂刈接佐︑準優勝 白石益雄

日に︑宇田ふれあいクラブ主催の宇田ふれあ

︵惠美奈美智代︑竹中えり子︑金﨑文子︑中村晶男︶

準優勝 ポピー

︵廣石瑞稀︑村木和惠︑茂刈眞子︑出羽勝仁︶

優勝 みずきちゃん

︻一般混成︼

結果は次のとおりです︒︵敬称略︶

また次回にご期待ください︒

は達成されたと感じました︒

勝敗関係なく︑本大会の目的

りましたが︑試合が終われば

みデュースで熱戦の試合もあ

ました︒３セットにもつれ込

ムで ２コートに別れて対戦し

種目は一般混成で︑６チー

す︒

いにより活力のある連帯意識の向上を目指すもので

お互いにスポーツを通じて和を大事にし︑心のふれあ

れました︒これは︑ふれあいクラブ会員や地区住民が

いソフトバレーボール大会がふれあい体育館で開催さ

５月

熱戦の後は︑和とふれあい

︻女性の部︼優勝

次のとおりです︒︵敬称略︶

打ちごろになりました︒成績は

ので︑芝の状態もちょうど良い

い隊が毎週芝刈りをしています

ルフを行いました︒芝楽ふれあ

５チームの編成でグラウンドゴ

ドで第１回寿齢大学を開催し︑

17

27

入賞のみなさん

入賞のみなさん

昨年行った自分の結果を再確認する
と︑皆この記録を塗り替えようと一層
気合いを入れてテストに臨みました︒
張り切りすぎてフライングが続出する
中︑子どもたちは︑少しでも早く︑長
く︑遠くにと︑元気いっぱい頑張りま
した︒毎年成績アップの鬼門となる５
分間走では︑少しでもタイムが上がる
ようにと︑コーナーをゆるく設定しま
月のテストでは︑子どもたちの元気を

したが︑結果は思うように伸びません
でした︒次回

存分に活かしたスポーツテストとなるよう︑よりよく

百歳体操
体力テスト

17

31

計画して行きたいと思います︒

9

11

﹁

お茶を飲みながら

６月６日︑奈古さつき婦人学級英会話教室を阿武中
学校会議室で開催しました︒この英会話教室は︑﹁英
語に触れてみよう﹂という感覚で小学５︑６年生の教
科 書 を 使 っ た ４回 シ リ ー ズ の 第 １回 目 で す ︒ 講 師 は
ALTのケイトリン先生と教育委員会の山本先生で
す︒今回は︑簡単な挨拶と自己紹介︑ケイトリン先生
の写真を交えての家族のお話で単語を練習しました︒
その後︑お茶を飲みながらケイトリン先生︑山本先
生へ質問タイムに な り ま し た ︒
﹁かまえてきたけれど︑楽しかった﹂﹁外国の歌を
﹂
覚 え た い ﹂﹁ 外 国 の ゲ ー ム が し て み た い ﹂﹁ Enjoy!
との感想がありま し た ︒
教室後は阿武中学校の
授業を参観し︑学校も見
学︒これはコミュニティ
スクールの取り組みの一
つです︒新しくなった中
学校へ入るのは初めての
学級生もおり︑楽しく身
になる教室でした ︒

in

31

奈 古 高
校
萩高校奈古分 は今
校

●「鳴き砂ボランティア」
５月２日
（月）、全校生徒、教職員参加のもと、清ヶ浜海
水浴場にて鳴き砂ボランティアを実施しました。今年度萩
高校奈古分校の1年生を迎え、天候にも恵まれ日差しの強
い中での清掃活動となりました。活動の前に阿武町役場の
佐村様より、これまでの取組みと作業の方法について説明
を受けた後、「ボランティアは楽しく行うものです、皆さ
んも楽しんでください」と励ましの言葉をいただき、清掃
活動を始めました。
学年ごとに範囲を決めプラスチック片や大量の海藻、漂
着したゴミ等を回収しました。この活動を通じて、生徒達
が地域の役にたったという喜びと「みんなと協力して清ヶ
浜を綺麗にすることができた」という達成感を味わうこと
ができたようです。
●「生徒総会」
５月１０日（火）、生徒総会を行いました。生徒会長から

今年度の生徒会スローガン「One for all, All for one」の
説明と、「生徒全員が集まる中で意見が言える唯一の場な
ので恥ずかしがらず積極的に意見を言いましょう」と挨拶
がありました。その後、各専門委員会から今年度の目標が
発表されました。また、各クラスから提案された議題につ
いて協議し、生徒が一人ひとり学校のことを考える有意義
な話し合いの場となりました。
●「職場見学」
５月１６日
（月）、萩高校奈古分校1年次生全員で職場見学
を行いました。
今回はフジミツ株式会社三隅工場を訪問しました。「講
演」と「工場見学」が2班に分かれて実施されました。講
演ではフジミツ株式会社の組織・概要そして今後の目標を
分かり易く説明していただきました。また、工場見学では
蒲鉾やちくわ等がどのように製造されるのかを見学しまし
た。

「山口県食の安心モニター」委嘱
５月31日、山口県庁で「食の安心モニター」の委
嘱状交付式が行われ、阿武町では「食の安心モニ
ター」に、金子明美さん（寺東）が委嘱されました。

食の安心モニター 食品販売店の安全安心な食品の
取扱状況を、日常の購買活動の中でモニタリングして
いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま
す。金子明美さん 連絡先 ☎２−２５１５

食の安心モニターとは
消費者が日常の買い物を通じ
て、食品表示や食品衛生に関す
るモニタリングを行う制度。
県内では50人が委嘱を受け
ており、問題等を発見したとき
は随時報告するなどの活動をし
ている。
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♪ハッピーあぶ町 おすすめ健康習慣♪
「検診・ハハ歯・うましお」その②

65歳以上の方へ
う
年に１回、胸部レントゲン検査を受けましょう
65歳以上の方は、感染症法により年に1度の「結核検診」を受けることが義務づけられています。
病院等で胸部レントゲンを受ける機会のない人は、町で実施する検診を受けてください。

町の検診を
受ける場合

■結核検診対象者：65歳以上（平成29年3月31日現在の年齢）
■検 査 内 容：胸部レントゲン検査（肺がん検診を兼ねています）
■自 己 負 担 金：結核検診（無料）
肺がん検診（集団検診200円・個別検診400円）
※結核検診は無料ですが、肺がん検診を合わせて実施してい
ますので、肺がん検診における自己負担金が発生します。

受診には「阿武町健診受診券」が必要です。
紛失した場合は、役場民生課までご連絡ください。

【問い合わせ】
役場民生課

保健師

☎2ー3113

時間を決めて おやつを食べよう！
『おやつを食べる時のポイント』
①時間を決めて食べる
②就寝前のジュースやおやつなどの飲食
を控える
③チョコレートやキャラメル、
飴などの糖分の多いおやつ
は控える

むし歯を予防するためには、おやつの食べ方に注
意することも重要です。
糖分は、むし歯菌が歯を溶かす酸を作り出す元に
なります。ダラダラとおやつを食べると長時間糖分
が口の中に残り、酸性に傾きむし歯になりやすくな
ります。
時間を決め、おやつを食べるようにしましょう。

なぜ「減塩」なんだろう？
あなたの血管
若返りのために！
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血管を傷める原因の１つである「塩分」を控
えめにすることが健康寿命を伸ばすことに効果
的であると考え、阿武町ではいろいろな場面で
「減塩」をすすめていきます！
特にたくさんの住民の方が参加される ふれ
あいキッチン 等ではおいしく薄味にする工夫
を取り入れ「このぐらいの味が体にいいんだね
！」と気づいていただける方を増やしていきま
す。
1回の食事の全部の料理を薄味にするのでは
なく、まず1品薄味の料理を取り入れて 味に
慣れる ことからおすすめします！

うまく塩を
を
使おう！

からだにやさしい！
うましお
あぶ町 うましお イメージ！

児童の健全な育成および資質の向上をはかる
ために児童手当を支給しています。手当を受給
するためには認定請求が必要ですので、お子さんの出生や転入したときには、役場に「認定請求書」
を提出（申請）してください（公務員の場合は勤務先に）。原則として、申請した月の翌月分の手当か
ら支給となりますので、申請はお早めにお願いします。

児童手当制度のご案内

◆支給対象 中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方
◆支給額
※児童を養育している方の所得が所得制限限度
児童の年齢
児童手当の額（１人当たり月額）
額以上の場合は、特例給付として月額一律
一律15,000円
３歳未満
5,000円を支給します。
３歳以上小学校修了前 10,000円（第３子以降は15,000円） ※「第3子以降」とは、高校卒業まで（18歳の
誕生日後の最初の3月31日まで）の養育し
中学生
一律10,000円
ている児童のうち、３番目以降をいいます。
◆支給時期 原則、毎年6月､10月､2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

児童手当現況届忘れていませんか？

提出期限：６月３０日（木）

児童手当の受給者の方が６月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です。該当の方には勧
奨通知を送付していますのでご確認ください。
（提出書類：「現況届」
「受給者の健康保険証の写し」など）
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監
督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。※提出がない場
合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆問い合わせ 役場民生課 介護福祉係 ☎２−３１１５

医療費一部負担額を助成します
「福祉医療費助成制度」のご案内及び更新のお知らせ
医療費の負担軽減を目的として、福祉医療費助成制度があります。県では制度の見直しが行われ、
一部負担金を負担していただくことになっていますが、阿武町では、新たな負担が生じないよう町独
自で助成します。対象者の方はこれまでどおり医療機関で無料で受診できます。
助成を必要とされる方は、受給者の健康保険証と印鑑をご持参のうえ、役場民生課介護福祉係、ま
たは各支所で申請をお願いします。
区

分

重度心身障害者
医療費助成制度

ひとり親家庭
医療費助成制度

乳 幼 児
医療費助成制度

阿武町こども
医療費助成制度

更新時期

７月１日

対 象 者

①療育手帳Ａ判定
②身体障害者手帳
１〜３級
③障害者年金１級
④精神障害者保健福
祉手帳１級
⑤特別児童扶養手当
１級

ひとり親家庭の母ま
たは父及び当該家庭
の児童
（児童は18歳
の年度末まで、高校
生などの場合は20歳
の年度末まで）

小学校就学前児
（満６歳に達する日
以後最初の３月31日
まで）

町内に居住する０歳
から中学３年生（満
15歳に達する日以後
最初の３月31日ま
で）
※乳幼児医療等他制
度に該当される方は
そちらが優先

老齢福祉年金の所得
制限を超えない人
（本人のみを対象）

市町村民税所得割非
課税世帯

父母の市町村民税所
得割合算額136,70
0円以下の世帯（扶
養親族の数により制
限額は変動）

なし

所得制限

８月１日

申請受付 対象者には事前に申請書を送付
（重度心身障害者用：６月初め ひとり親・乳幼児・こども医療：７月初め）
※重度心身障害者用の受給者証をお持ちの方のうち、65歳以上の後期高齢者医療適用者は更新の手続
きの必要はありません。
◆問い合わせ 役場民生課介護福祉係 ☎２−３１１５
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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﹂︒

あぶ町いっせい清掃の日
７／１7
（日）

自分たちの地域は自分たちで！

『Ｉ
・Ｌｏｖｅ・あぶ町・クリーンアップ大作戦』
「自分たちの住む地域の環境は自分たちで守る」をスロー
ガンに、一斉清掃を行う「Ｉ・Ｌｏｖｅ・あぶ町・クリーン
アップ大作戦」を今年度も実施します。
地域が共に支えあい、地域が主体となって地域の環境を守
るクリーンアップ作戦に、子どもからお年寄りまで、多数の
みなさんの参加をお願いします。
◆問い合わせ 役場民生課（☎２−３１１３）・
総務課（☎２−３１１０）・施設課（☎２−３１１２）まで

19

ご家庭に浄化槽を設置された皆さんへ
浄化槽法により以下の手続きが必要です。
〇水質検査について 毎年１回受検しなければならないことになっています。
（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、受検してください。
〇清掃について

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。

月は︑﹁近所は自動車を使わず歩いてみましょう﹂

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。

6

・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）・役場民生課（☎２−３１１３）

全国一斉
「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ
我慢していませんか？一人で悩んでいませんか？話
してみませんか？
あなたの気持ち。どんな小さなことでも結構ですか
ら、聞かせてください。
学校における「いじめ」や家庭内での児童虐待な
ど、子供をめぐる様々な問題や悩みについて、
「子ども
の人権110番」による電話相談を受け付けています。
◎強化期間 6月27日
（月）
〜7月3日
（日）
までの1週間
◎平
日 ８
：
３０〜１９
：
００まで
土曜・日曜日１０：００〜１７：００まで相談を受け付け
ます。
◎電話番号

フリーダイヤル0120-007-110です。
（強化週間以外は平日８
：
３０〜１７
：
１５まで）
山口地方法務局・山口県人権擁護委員連合会
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狩猟免許をとろう!!
〜免許取得等の経費を助成します〜
新たな捕獲の担い手を確保・育成することにより、農林業被害を軽減・防止するため、
「第１種銃猟免許」及び「わな猟免許」の取得経費の一部を助成します。
◆助成金額
区 分

助
成
の
条
件
助成金額
新規に第１種銃猟免許を取得し、当該年度内に銃の所持許可を受け、
第１種銃猟免許
67,000円
狩猟者登録をすること
わな猟免許
新規にわな猟免許を取得し、当該年度内に狩猟者登録をすること
15,000円
第１種銃猟免許について、平成28年3月末日以前に、既に銃の所持許可を受けている場合は
20,000円とします。
銃の所持許可等については、お近くの警察署生活安全課にお問い合わせください。
◆助成制度の手続き・問い合わせ 山口県庁自然保護課 ☎083-933-3050
※申請手続き等の詳細については、狩猟免許試験の前日に開催される狩猟者講習会（主催：一般社団法
人山口県猟友会）において説明します。また、自然保護課ホームページにも掲載します。

平成28年度狩猟免許試験のお知らせ
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく狩猟免許試験を次のとおり実施しま
す。狩猟を行うには、狩猟免許を取得し、狩猟者登録を受けることが必要です。
◆狩猟免許試験日程
◎日時 平成28年8月23日
（火）午前9時から午後4時まで
山口県総合保健会館（山口市吉敷下東3丁目1-1）
◎申し込み期限 8月16日
（火）午後5時
◎狩猟免許申請手数料（1）新規受験者 5,200円
（2）既に免許を所持しており、さらに他の免許を受験する者 3,900円
※狩猟を行うには狩猟者登録手数料、狩猟税の納付、銃所持許可取得費用等の経費が別途必要となります。
◆問い合わせ

萩農林事務所 森林部

☎0838-22-3366

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
地 区
１回目
２回目
ら守るため、無人ヘリコプターによる薬剤の空
奈古地区 ７月15日〜８月14日 ８月５日〜９月11日
中散布を次のとおり行う予定です。
〃
宇田郷地区
〃
地域住民の皆様には早朝からご迷惑をおかけ
福賀地区 ７月10日〜８月５日 ８月３日〜９月10日
しますが、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。
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。
■問い合わせ 阿武町農業公社（役場経済課）
☎2−3114
JAあぶらんど萩奈古大井支所
☎2−3131
JAあぶらんど萩福賀ふれあい店
☎5−0311
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優勝したチャレンジャーの
みなさん

〜労働問題でお困りの方はありませんか〜

労働ほっとラインのご利用を！
県では、労働問題に精通した専門の相談員が相談に応じる 労働ほっとライン を開設しています。

賃金、労働時間、退職、解雇、セクハラ、パワハラなど、各種の労働相談を電話により承ります。
▶電話番号
▶相 談 員
▶相 談 料
▶相 談 日

☎０８３−９３３−３２３２
社会保険労務士
無 料（通信料は発生します）
月曜〜金曜（９時〜１８時）
ただし、祝日・年末年始を除く
※ご相談は、メールでも受け付けています。
メールアドレス：roudou@pref.yamaguchi.lg.jp

このほか、県では「あっせん」も
行っています。詳しくはwebで
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp
/cms/a34000/index/

道の駅阿武町で Ｗｉ−Ｆｉ使えます！！
道の駅阿武町を利用される方の利便性向上のため、公衆無線ＬＡＮ「ＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆ
ｉ ＳＰＯＴ」を設置しまし
た。パソコンやスマートフォン、タブレット端末等の無線ＬＡＮ対応機器（Wi-Fi）があれば、どなたでも
自由にインターネットが利用できます。
○利用方法 アクセスポイントからパスワードの入力が必要です。現地でお確かめください。
○利用いただける場所（SPOT）
物産直売所（案内所・デッキ）、お食事処、温泉待合室、温水プール待合室、RVパーク
○利用時間 10時から22時まで
○利用上の注意
電源の提供・機器の貸出しは、していません。
利用者の自己責任でサービスをご利用ください。
◆問い合わせ 道の駅阿武町
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☎２−０３５５

宇田ふれあいクラブ主催

19

グラウンドゴルフ大会

位

宇田ふれあいグラウンド
５月 日
︻ミスターの部︼
★優 勝 中村晶男︵宇田中央︶
★準優勝 金﨑 洋
︵尾無畑︶
★３ 位 近藤 進
︵公民館︶
︻ミズの部︼
★優 勝 角石勝枝
︵宇田浦︶
★準優勝 清水紀美子
︵宇田浦︶
梅田春美
︵宇田浦︶

★３

第１０３回﹁田んぼの中で
かえるさん・合唱はじまる﹂
グラウンドゴルフ大会

宇田ふれあいグラウンド
５月 日
︻フリーの部︼
★優 勝 中村晶男︵宇田中央︶
★準優勝 野間口直行
︵宇田中央︶
★３ 位 伊藤敬久︵宇田中央︶
︻レディの部︼
★優 勝 伊藤佐登子
︵宇田中央︶
★準優勝 中村雅子︵宇田中央︶
★３ 位 光永伸子
︵山口市︶
︻ゴールドの部︼
★優 勝 杉村廣太郎
︵宇田中央︶
★準優勝 永柴義廣︵宇田中央︶
★３ 位 藤村マツ子
︵宇田中央︶
12

︵敬称略︶

15

２７

表彰席
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第 回 ABU３
ソフトボール大会

34

町民グラウンド ６月３日
︵７チーム参加︶
★優 勝 チャレンジャー
★準優勝 宇田郷ソフトボー
ルリーグ

第 回九州少年柔道
大会 山口県予選会

防府市武道館 ５月 日
︻小学校２年生 混合の部︼
★３ 位 上田怜央
︵ 水ヶ迫 ︶
※大会結果から上田くんが６
月 日・ 日に開催された九
州少年柔道大会
︵ 長崎県 ︶
に出
場しました︒また︑末益鼓一
くん
︵ 水ヶ迫 ︶も 同 大 会 へ 選 手
として出場しました︒
18

バスの車内事故防止についてのお願い

◆問い合わせ

山口県バス協会

☎083-922-5031

年金のたより

国民年金は

３種類の給付であなたの安心をサポートします！
65歳になったときは

老齢基礎年金

平成28年度 年金額 ７８０,１００円（満額）

★受給要件★ 国民年金の保険料を納めた期
間、免除・学生納付特例等の納付猶予を受け
た期間の合計が25年以上あること。（期間に
は厚生年金等加入期間も合算されます）

加入中の病気やケガが原因で障害を負ったときは

障害基礎年金

平成28年度 年金額 ９７５，
１２５円（１級）／７８０，
１００円（２級）
★受給要件★ 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間、免除・納付猶予を
受けた期間の合計が３分の２以上あること。または、初診日において、65歳未満であり、初診日の属する
月の前々月までの１年間に保険料の未納がないこと。

｢子のある配偶者｣または｢子｣を残して亡くなったときは
平成28年度

遺族基礎年金

年金額 １，
００４，
６００円（子が１人いる配偶者の場合）
７80，
１００円（子１人のみの場合） ※子の人数により加算されます。

★受給要件★ 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間、免除・納付猶予を
受けた期間の合計が３分の２以上あること。または、前々月までの１年間に保険料の未納がないこと。
※子とは、18歳到達年度の末日までの子。障害年金１級または２級に該当する場合は、20歳未満。
その他に給付される年金に「付加年金」
「寡婦年金」
「死亡一時金」
「特別障害給付金」があります。
■問い合わせ

日本年金機構萩年金事務所 ☎０８３８−２４−２１５８
役場住民課住民係 ☎２−０５００ 日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
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時 平成２８年６月２５日
（土） ９
：
３０受付
１０
：
００〜１１
：
３０講義演習
●場
所 阿武町町民センター 多目的ホール
講演中の山下先生
●参加対象 子ども会の育成者、指導者、関係者等
（子ども会と関わりがなくても、「コーチング」に興味のある方ならどなたでもOK）
●演
題 「コーチングのスキルを活用した、仲間づくり子ども会づくり」
●講
師 山下 昌彦 先生（県子連 専門委員）
●参加申込 阿武町教育委員会（担当：山本）☎２−０５０１

倍進む

■開催日時︵受講は２日間︶
７月 日︵火︶
午前９時〜午後５時
７月 日︵水︶
午前９時〜正午まで
■場所 萩市消防本部
■対象者 消防法で定められ
ている防火管理者をおかな
ければならない事業所で管
理・監督的な立場の方
○収容人員が 名以上の社会
福祉施設︵消防法施行令別
表第１に掲げる６項ロを含
む施設︶
○収容人員が 名以上で飲食
店︑物品販売店︑診療所︑
旅館など不特定多数の人が
出入りする施設
○収容人員が 人以上で共同
住宅︑学校︑工場など特定
多数の人が出入りする施設
■受講料 ３３００円
■申込方法 ６月 日〜７月
８日に萩市消防本部備え付
けの申込書︵萩市ホームペ
ージからもダウンロード
可︶を郵送︑持参
■申し込み
〒７５８︱００４１
萩市江向４２８︱２
萩市消防本部予防課
☎０８３８︱ ︱２７９８
20
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山口県立大学
﹁心とからだの相談室﹂

山口県立大学では︑﹁心とからだの相
談室﹂を開設し︑保健・医療・福祉の専
門性を有する教員が︑地域のみなさまの
相談に応じます︒また︑教員と山口県弁
護士会︵高齢者・障害者権利擁護センタ
ー委員会︶と共同で法務相談にも応じて
います︒
▼日時 月〜金曜日 ９時〜 時︵法務
相談は毎月第２水曜日
時〜︶
▼場所 山口県立大学 地域交流スペー
スYucca︵ユッカ︶〒７５３︱０
０２１ 山口市桜畠6丁目7番 号
▼相談体制
医師や助産師︑看護師︑臨床心理士︑
社会福祉士︑精神保健福祉士等の資格
を有する教員 名が︑それぞれ相談を
受け︑助言や提案を行います︒
▼相談内容 健康相談︑女性の相談︑く
らしの相談︑ストレスケア相談︑子ど
もと子育ての相談︑法務相談︵山口県
弁護士会の弁護士と教員が対応︶
▼申込み方法 完全予約制︵原則1週間
前までに電話予約︶
▼料金 1回 分 ３０００円
※相談者や相談内容については秘密厳守
いたします︒
▼問い合わせ・申し込み
山口県立大学地域交流スペース
Yucca コーディネーター 木村
☎０８３︱９３４︱８０１１
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50
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25

参加
チ
ー
ム募集

ひと

いま話題のコーチングに触れる
絶好のチャンスです！
張り合わず

■日時
７月 日
︵木︶
午後７時〜
■場所 町民グラウンド
■参加資格 阿武町に在住す
る 歳以上の〝おやじ？〟
■チーム編成
○１チーム 人以内
○原則として１自治会単位で
編成︒ただし︑編成が不可
能な場合は複数の近隣自治
会で編成してもよいが１チ
ームの範囲とする︒
■競技方法
○スローピッチソフトボール
ルール
○ インチ球使用︑選手は常
時 人出場
■申込締切 ７月４日
︵月︶
申込用紙は各自治会長の方
へ送付しています︒
■代表者会議・抽選
７月 日
︵月︶
午後７時から
町民センター 講座室
■申込・問い合わせ
阿武町教育委員会
☎２︱０５０１

ひと

11

女と男の一行詩

17

子ども会育成者・集団指導者研修会in阿武町
平成28年度

37

21

45

14

10

甲種防火管理者資格取得講習のご案内

ひと

ひと

椿

0838-26-1397

集

7/10㊐ 休日急患診療センター

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）

パパはお料理一年生

▼内容 DV・ストーカー・
セクハラ・離婚・職場差別
や︑同姓カップルに関する
こと・性同一性障害の方の
性別取扱変更手続きなどの
相談
▼問い合わせ 山口県弁護士
会 ☎０８３︱９２２︱０
０８７

移動採血車が来ます。
９：３０〜１１：３０ 阿武町役場
１３：１５〜１５：３０ ナベル山口工場
わずかな時間で救
える命があります。
みなさんのご協力を
お願いします。

18

千切りが太いのだってご愛敬
0838-26-1397

女と男の一行詩

募

0838-26-1397

自衛官を
募集しています

16

(

21

お知らせ

15

献血のお願い

7/20㈬

女性の権利１１０番
＆ LGBTの権利
１１０番
弁護士による臨時無料電話
相談を受け付けます︒
▼日時
６月 日 時〜 時
▼連絡先 ☎０８３︱９２０
︱８７３１
※相談は１人 分程度
10

※当番医の確認は役場または各支所へ

女子 ７月１日〜９月８日
▼受験資格
歳以上 歳未満の者
▼試験期日
男子 受付時にお知らせ
女子 ９ 月 日〜 日のう
ち１日
︻航空学生︼
▼受付期間
７月１日〜９月８日
▼受験資格
高卒︵見込み含む︶ 歳未
満の者
▼試験期日 ９月 日
▼問い合わせ 自衛隊萩地域
事務所︵萩市土原４９０︱
３横山電気ビル２階︑☎０
８３８︱ ︱２４０９︶

28

)
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
27

22

椿

自衛隊山口地方協力本部
は︑一般曹候補生および自衛
官候補生および航空学生の募
集を行っています︒
︻一般曹候補生︼
▼受付期間
７月１日〜９月８日
▼受験資格
歳以上 歳未満の者
▼試験期日 ９月 ・ 日
︻自衛官候補生︼
▼受付期間
男子 年間を通じて実施
17

萩・阿武健康ダイヤル２４
23

7/ 3 ㊐ 休日急患診療センター

16

椿
7/18㊊ 休日急患診療センター

賀 08388-5-0863
福
7/17㊐ （郡）福 賀 診 療 所

奈 古 08388-2-2838
6/26㊐ （郡）齋 藤 医 院

27

緊急の場合は１１９番
18

休日当番医
18

27

22

おしら せ

ひと

7月

理

ヘル

ひと

女と男の一行詩

イト☆おすすめ
メ
料
ス
尾無畑

廣石都子さん

「元気で長生きしょーレシピ！（低栄養予防）
」

ちょっと恥ずかしい身長差デート

小松菜としめじ
じゃこびたし

男損女ヒール

［材料（４人分）］
ちりめんじゃこ ４０ｇ
小松菜
４００ｇ
しめじ
２００ｇ
生姜のせん切り
小２／３かけ分
だし汁
２カップ
酒
大さじ２
しょうゆ 大さじ２
みりん
小さじ２
［作り方］
①小松菜は４センチの長さに切り、しめ
じは小房に分ける。
②耐熱ボウルに①、ちりめんじゃこ、生
姜、だし汁、調味料を入れてラップを
かけて、電子レンジで約７分ぐらい加
熱する。
③取り出してさっと混ぜ合わせてから器
に盛る。

6月分

6月10日現在

町内の求人情報

会 社 名
株式会社 あぶクリエイション
株式会社 くぼた薬局
社会福祉法人 Ｅ.Ｇ.Ｆ
株式会社 あぶクリエイション

日 曜
行
事
予
定
1 金 福賀月例グラウンドゴルフ大会 19:30【福賀小グラウンド】
宇田郷婦人学級（若葉学級）13:00【ふれあいセンター】
2 土 福賀地区職域親睦球技大会 13:30【福賀小グラウンド】
歌声喫茶 14:00【町民センター】
3 日 消防団夏季訓練 8:30【奈古漁港広場】
交通安全福賀分会役員・評議員研修視察 8:00【山口・防府方面】
4 月
のびのび幼児健診 13:00【母子健康センター】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
6 水 奈古若葉学級７月講座 10:00【町民センター】
宇田郷婦人学級（合同学級）19:30【ふれあいグラウンド】
奈古さつき婦人学級７月講座（移動教室）7:30【周防大島】
8 金
福賀月例ボウリング大会 19:30【ユーズボウル萩】
10 日 奈古グラウンドゴルフ 8:30【阿武小中グラウンド】
11 月 健康教室「さくら会」9:00【町民センター】
13 水 婦人会合同研修会【萩市民館】
奈古寿齢大学７月講座（移動教室）8:00【下関市】
14 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】
15 金 福賀婦人グラウンドゴルフ大会 19:30【福賀小グラウンド】
17 日 クリーンアップ作戦阿武町一斉清掃の日 7:30【町内】
19 火 宇田郷地区子ども会育成連絡協議会役員会 19:30【ふれあいセンター】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
20 水 日本赤十字移動献血 9:30【阿武町役場】
日本赤十字移動献血 13:15【
（株）
ナベル山口工場】
21 木 おやじソフトボール大会 19:00
22 金 福賀地区団体親睦グラウンドゴルフ大会 19:30【福賀小グラウンド】
21世紀の暮らし方研究所 第３回講座 14:00【奈古 水甚】
23 土
奈古夏祭り 海上御神幸、花火大会 17:00【奈古漁港ほか】
宇田ふれあい体育館清掃作業 7:30【宇田ふれあい体育館】
24 日 岡林信康コンサート 17:30【のうそんセンター】
奈古夏祭り イカダ大会 町内御神幸【奈古漁港ほか】
町内小中学校水泳記録会 9:00【奈古学校プール】
26 火 宇田郷寿齢大学 10:00【ふれあいセンター】
化石レプリカづくり 10:30【児童館】
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】
28 木 奈古地区子ども会「坐禅体験教室」【大覚寺】
宇田ふれあいグラウンドゴルフ大会 19:30【ふれあいグラウンド】
31 日 福賀スポーツ少年団夏季デイキャンプ 8:00【清ヶ浜海水浴場】

（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。）

求人数 年齢
賃
金
業
種
販売員(道の駅阿武町)
150,000円
３人 59歳以下
薬剤師
１人 59歳以下 360,000円〜400,000円
農業技術支援員
154,000円
不問
２人
750円〜800円
不問
２人
受付および清掃スタッフ(道の駅阿武町 鹿島の湯)
750円〜800円
不問
３人
販売員(道の駅阿武町)
850円
不問
１人
食品(惣菜)加工(道の駅阿武町)

●問い合わせ ハローワーク萩・萩公共職業安定所 ☎0838−22−0714

阿武町の人口と世帯数
地区別

人 口

世帯数

移動内訳

奈 古 2,340
（ 3 ） 転入
（ − 2 ） 1,069

7

福 賀

617
（ 0 ） 292
（ 0 ） 転出

6

宇田郷

587
（ − 3 ） 302
（ − 2 ） 出生

1

（ − 5 ） 1,663
（ 1 ） 死亡
合 計 3,544

7

※（

19

）内数字は対前月比

6月の交通事故

（6月末）

区 分

人 身 事 故
件数

物損
死者 負傷者 事故

萩警察署管内で
12
0
14
112
起 こ っ た 事 故 （10） （1） （10） （118）
うち阿武町内で
起こった事故

2
0
2
7
（0） （0） （0） （4）
（ ）内数字は前年件数

今年も菖蒲の花が咲きました

次回定例会は６月２７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

表 紙 説 明
はつらつとした姿︑気持ち良く
阿武中裏にある梅林での梅もぎ
は古くからの〝伝統〟です︒一昔
前までは全校生徒が収穫できてい
たものの︑収穫量の減少で今では
３年生だけの特別な体験に︒けれ
ども︑仲間たちと協力し工夫しな
がら︑懸命に収穫する生徒の姿か
ら︑はつらつとした気持ち良さを
感じました︒
急勾配の山を登り︑木の幹にし
がみつき︑枝を持った腕を懸命に
伸ばす︒仲間の努力から得る梅の
実を取りこぼすまいと︑受け手の
バケツもできるだけ近くへ︒
そんな互いの一生懸命から生ま
れる連係プレーを︑これからも続
けていってほしいと思っています︒

多くのホタルが舞い踊る
︵福賀 宇田地︶

毎年６月上旬頃に町内各地で見られるホタルの乱
舞が、今年も見られました。
ホタルは初夏、月明かりがない・雨上がりで湿度
が高い・風がないなどの条件が揃うと活発に活動
し、町内でも福賀の大井川沿いをはじめ各地で見る
ことができます。

タイトル
﹁強風に小雨﹂
池田 幸枝︵大里︶

菖蒲に囲まれ笑顔に

●コメント：大里の田園にすくすくと伸び揃った裸
麦、穂も出揃って芒も真っ直ぐに立ち並び綺麗な緑
の畝筋となっていました。ところが５月中旬頃、小雨に
強風が吹き荒れ右に左に大揺れとなり、緑の波に大
自然の威力を感じながらシャッターを切りました。

清流に育まれ、ホタル乱舞

作品は道の駅温泉棟１階に展示中

会員作品紹介

「道行く人の癒しになれば」と自分の田を手作り
で 花菖蒲園 にされている中野侶章さん（市）の
田んぼに６月10日、みどり保育園児たちが菖蒲の
花を見にお散歩に行きました。満開の花菖蒲を目の
前に、園児たちは大喜び。季節の彩りに、毎年多く
の人が癒されています。

撮影：金田浩祐（西の３）
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一雄︵下

郷︶

小野

な

高橋作之助︵浜の１︶

ばと

村︶

の

佐々岡美保︵中

豆︶

はた

早き朝芒種の畑に野鳩鳴く

清穂
︵伊

原︶

しゅ

捨てきれぬ夢一つあり街薄暑

惠子︵平

ぼう

まんまると四角に満開庭つつじ

原

弘子
︵浜の１︶

あさ

大いなる空を賜わり鯉のぼり

柳井

久︶

はや

むくむくと新樹の丸み雨しとど

林

衛
︵宇

万︶

た

さと

うみ

の

な

せ

ひかり

しょ

乙女等の素肌かがやく夏が来た

小田

淑子︵上

方︶
しお

はた

じん

しお

こつ

ば

はく

盆栽の古木の歴史さつき咲く

大倉

眞代︵東

里︶

なつ

ふ

がお

き

わか

まち

田の神の機嫌良き日や田を植うる

梅地

幸枝︵大

尾︶

なつ

き

ひる

わ

ゆめ

ふ る 里 は 匂 い 百 選 花 橙

池田

泉女︵筒

す

夏潮の海きらめきて舟を抱く

出羽法泉子︵浜の１︶

米原

郷︶

はま

まつり しょう

うつ

まん かい にわ

夏 の 畑 野 苺 七 つ 食 べ 戻 る

慶子︵上

浜︶

なつ

そら

貴 婦 人 の 走 る 沿 線 柿 若 葉

河原

紅魚︵美

屋︶

ら

浜昼顔潮鳴り枕にして生きる

水津

泰枝︵釜

め

夏祭昭和の気骨背ナにあり

能野

こ

せせらぎに映す若葉の光あり

