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長府庭園の新春特別開園

●新春創作和太鼓演奏　
日1月2日（日）13時、14時30分
●新春福ゲット　
対小学生以下　日1月3日（月）10時〜15時　内お菓子
やお餅をおたまでゲット　
●2022迎春縁起詩画展　
期1月2日〜5日9時30分〜16時30分　
内詩画の展示販売
共料入園料大人210円、小・中学生等100円
問長府庭園（☎246–4120）

新春レクリエーション・ 
ニュースポーツ普及大会

対市内在住、在勤の方
日1月23日（日）9時　所下関市体育館ほか
内▷セキレック（ダブルス）　※1チーム2・3人による
女性の部、フリーの部。1人の申し込み不可　
▷トリコロキューブ　※1チーム3人で申し込みを
申1月11日（火／必着）までに、郵送かファクスで所定
の申込用紙をスポーツ振興課（〒750-8521南部町1
番1号）へ。※申込用紙はスポーツ振興課に用意。市
HPからダウンロード可
問スポーツ振興課（☎231-2739　6231-2746）

県立下関武道館で 
山口ペイトリオッツを応援しよう！

市内で初めてのプロバスケットボール男子Ｂ3リーグ
「山口ペイトリオッツ対東京八王子ビートレインズ戦」
が開催。
日1月29日（土）18時、1月30日（日）14時
申1月15日（土）から、山口ペイトリオッツ公式HPで
前売り券販売開始。当日券500円増。
問スポーツ振興課（☎231-2733）

エキマチｄｅカルチャー

日1月22・23日12時〜16時
所シーモール（セントラルコート、ピアモール、サン
パティオ、シアター）（竹崎町四丁目）
内文化協会所属の団体やさ
まざまなグループのステー
ジ公演やワークショップな
どを実施。
※詳しくは、シーモール（☎
232-1118）へ
問文化振興課（231-4691）

三つの日本一 
ふく・くじら・あんこう祭り

①花金プレゼント（各日先着100人）　
日1月7・14日18時　
内ちょこっとプレゼントやサービス券配布
②あんこう鍋のふるまい（先着100食）　
日1月21日（金）18時　
③イルミネーション　
期1月23日（日）まで
④下関くじら祭
くじらの街下関で、鯨を見て、食べて、楽しむイベント
を開催します。唐戸市場内で1,000円以上のお買い物
かお食事をした方にガラポン抽選券を配布（数量限定）。
日1月23日（日）9時〜14時
※抽選会10時〜
※詳しくは、光がつなぐ、
煌
き ら

めく食と歴史の下関実
行委員会事務局（☎223-
1144）へ
共所①②竹崎公園　
③竹崎公園、細江公園　
④唐戸市場
問①②③観光政策課

（☎227-3305）
④水産振興課

（☎250-9250）

●料金の記載がないものは原則無料。
●申の記載がないものは、直接会場へ。
※掲載情報は、内容を変更する場合がありま
す。参加・申し込みの際は、事前に確認を

●申し込みの必要事項＝必◯申し込み時に必ず
次の項目を記入してください。
▶催し・講座名など　▶郵便番号　▶住所
▶氏名（ふりがな）　▶年齢（学年）　▶電話番号
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海 峡 の 友 北九州市と下関市の
情報交換コーナー

平尾台クロスカントリー2022
▷3㌔コース＝対中学生以上　▷10㌔コース＝対高
校生以上　日3月20日（日）9時20分　所平尾台（北
九州市小倉南区平尾台一丁目）　定800人（先着順）　
料一般3,000円、高校生1,500円、中学生1,000円
申1月4日から2月4日までに、
ランネットで申し込みを。
問小倉南区役所総務企画課

（☎093-951-1037）

しものせき市民活動センターの 
イベント

●世界の絵本展　
期1月21日〜1月24日10時〜17時（最終日は16時まで）
内外国絵本40冊、日本絵本20冊を展示。　
●絵本の読み聞かせ　
日1月23日（日）10時〜11時30分　定40人（先着順）
申1月15日（土）までに、電話で同センターへ。
●みんなで遊ぼう　
対小学生以下の親子　日1月23日（日）13時〜15時　
内大型すごろく、かるた、こま回しなど。
問しものせき市民活動センター（☎231-1826）

歴史博物館のイベント

①企画展「殿様アート」　
期1月7日〜3月6日

月曜日（1月10日は開館）、1月11日
内長府毛利家・清末毛利家を中心に、江戸時代の下関
でのさまざまな文芸活動を紹介します。
料入館料一般210円、大学生等100円
②企画展「殿様アート」展示解説会
日2月9・13・16・19・23・27日13時30分 〜14時
10分
内殿様の作品の見どころや裏話などを紹介します。
※予約不要
料入館料一般210円、大学生
等100円
③歴史講座
「鎌倉幕府の成立と北条氏」
日1月26・30日10時30分 〜
11時30分、14時〜15時
師岡松仁

（歴史博物館学芸員）　
定各回20人（先着順）
料300円
申1月5日（ 水 ）9時30分 か ら、
直接か電話で歴史博物館へ。
問歴史博物館（☎241-1080）

リフレッシュパーク豊浦のイベント

①開運ハッピーニューイヤータイガーステップ
期1月6日〜2月3日　 水曜日
②ガーデンクラフト日曜学校　
日1月16日（日）10時〜13時　　
内和洋のしつらえ、12カ月のオリジナル箸置きとカ
トラリースタンド作り。定20人（先着順）　料2,200
円（別途入園料）　申1月13日（木）までに、電話かファ
クスで◯必（9㌻）をリフレッシュパーク豊浦へ。　
共料入園料一般210円、小・中学生100円
問リフレッシュパーク豊浦（☎6772-4000）

豊田湖畔公園のイベント

①初めてのコーヒー自家焙
ばい

煎
せん

教室
対自家焙煎未経験の方
日1月30日（日）10時〜13時
内身近な道具でコーヒー豆の自家焙煎に挑戦します。
定15人（先着順）　料1,000円　※スイーツ付き
②豊田湖ワカサギ釣り大会
日2月6日（日）6時30分〜12時
内ワカサギの釣果（総重量）で順位を決定。
※しし汁100食分の提供あり（先着順）
定128人（先着順）　※うち2人乗りボート14隻
料中学生以上1,000円、小学生以下500円　※別途桟橋
利用料（500円）が必要。釣り道具等レンタル（有料）あり
③親子できのこ駒打ち体験交流会
日2月13日（日）10時〜14時　内親子で原木にきのこ
の駒打ち体験　定10組20人（先着順）　料親子（2人1
組）1,200円　※お弁当付き　持マスク・軍手
共申1月10日（月）から、豊田湖畔公園HPで申し込みを。
問豊田湖畔公園（☎766-3488）

情報Station
ステーション

長門市と下関市の
情報交換コーナー潮彩だ りよ

長門市と下関市の
情報交換コーナー潮彩だ りよ
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作
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 狂言公演
日2月11日（金）14時　内小舞「田植」、狂言「連
歌盗人」「悪太郎」　料全席指定1階席5,700
円、2階席5,200円
●狂言教室　日2月11日（金）11時
料一般500円　※小・中学生、高
校生、公演チケット提示の方無料
所ルネッサながと劇場
問長門市文化振興財団

（☎0837-26-6001）

▲徳川家光筆　梟図
（個人蔵／歴史博物館寄託）
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たなか〜る先生と学ぶ歴史講座 
「KIKUGAWA〜歴史の声を聞いてみよう！」
対中学生以上の市内在住、在学、勤務の方
日1月19日（水）15時〜16時30分　所アブニール　
内菊川町、下関市の近世の歴史を、楽しく学びます。　
定350人（先着順）
申1月14日（金）までに、
電話で◯必（9㌻）を菊川
教育支所へ。
問菊川教育支所

（☎287-4026）

国際交流ボランティア 
スキルアップ研修会

国際交流促進に携わる講師による講演と、英語・中国
語・韓国語に分かれたワークショップなどを通じて、
ボランティアのスキルアップを図ります。
日2月20日（日）13時30分〜16時　
所勝山公民館　定30人（先着順）　
申1月17日（月／必着）までに、はがきかファクス、メー
ルで◯必（9㌻）と希望言語を国際課（〒750-0018豊前
田町三丁目3番1号　Bsskokusa@city.shimonoseki.
yamaguchi.jp）へ。
問国際課（☎231-9653　6231-9654）

人材育成講座 
「ワタシの人生設計」

自分らしく充実した暮らしを実現するため、働き方と
人生で必要なお金について学びます。
対市内在住、在学、在勤の方　日1月29日（土）14時〜
16時　所勝山公民館　師藤本ひろみ氏　定40人（先
着順）　※託児あり（5人程度）。事前申し込みを
申1月24日（月）までに、電話かファクス、
メールで◯必（9㌻）を人権・男女共同参画
課（6231-1437　Bsmjinken@city.
shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
問人権・男女共同参画課（☎231-7513）

人権教育指導者研修会 
「感染症と人権問題」

無意識のうちに差別の加害者にならないために、感染
症について正しく知り、理解を深めましょう。
対市内在住、在学、在勤の方
日1月19日（水）14時〜15時30分　所勝山公民館
師國弘健二氏（山口県済生会下関総合病院　感染管理
認定看護師）　定60人（先着順）
申1月17日（月）までに、電話かファクス、メールで◯必

（9㌻）を人権・男女共同参画課（6231-1437　B�
smjinken@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
問人権・男女共同参画課（☎222-0827）

障害者スポーツセンターの 
教室・大会

①中級・上級バドミントンクリニック　対市内在住で中
学生以上の障害者（バドミントン経験者）　日1月29日

（土）　定15人（先着順）　②障害者フライングディスク教
室　日▷昼の部＝2月3・10日　▷夜の部＝2月17・24日　
定各部10人（抽選）　③知的障害者親睦バレーボール大
会　日3月12・13日　定男子8チーム、女子4チーム（抽選）　
共所①②障害者スポーツセンター　③県立下関武道館　
共申①1月12日（水）  ②1月25日（火）  ③1月23日（日）まで
に、直接か電話、ファクスで所定の申込用紙を同センターへ。
問障害者スポーツセンター（☎232-1846　6227-2555）

森の学校

①マウンテンバイク講習会
対小学生以上で自転車に乗ることができる方
日所1月15日（土）／深坂自然の森、1月16日（日）／ア
クティブテラスきららいず（山口市阿知須）　
※いずれも10時〜15時　
定各20人（抽選）
②親子で森のようちえん
対年少から年長児とその保護者　
日1月22・23日10時〜15時
所深坂自然の森・森の家下関（集合・解散）、アクトビ
レッジおの（活動会場） 
内Ｅボート、ワカサギ釣り 
定各10組（抽選）　料1,200円
③森の小学校
対小学1年生〜3年生
日2月5日10時〜6日15時
所深坂自然の森、アクトビレッジおの
内たき火、ワカサギ釣り　
定20人（抽選）　料3,980円
共持参加者に別途連絡　
共申1月10日（月／必着）までに、郵送かファクス、メー
ルで◯必（9㌻）を森の家下関（〒759-6602大字蒲生野
字深坂　Binfo@feelkankyo.com）へ。
※専用申込用紙あり
問森の家下関（☎259-8555　6258-4862）

講　
　座

11	 市報しものせき　令和４年　１月号 対…対象　日…日時　期…期間　 …休館日　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員　
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先

講　座 イベント



しものせき環境みらい館の 
リサイクル教室（2月）

●10時〜12時＝▷2・16日＝布あそび　▷4・18日
＝裂き織り　▷5・19日＝布のリフォーム　▷8日＝
廃油石けん　▷8・22日＝着付け　▷10・24日＝パ
ッチワーク　▷13・27日＝ガラス工芸
●10時〜14時＝▷1・15日＝組みひも・お針箱　▷3・
17日＝古布で小物
●13時〜15時30分＝▷9・23日＝表具　▷16・18
日＝古布でぞうり
料参加料

【新規講座】
●くるみボタンでネックレス作り
日2月6日（日） 10時、11時
定各10人（先着順）　
料500円

●味噌玉作り
〜地産地消で楽しい食育〜
日2月15日（火）10時〜12時　
定10人（先着順）　
料500円
共申電話でしものせき環境みら
い館へ。
問しものせき環境みらい館

（☎252-7220）

生涯学習プラザの講座 
ひな祭りのデコ巻きずし教室

日2月27日（日）10時〜13時
定18人（抽選）　
※小学生以下は保護者同伴
料1,500円　
持エプロン、三角巾、持ち帰り用容器
申2月10日（木／必着）までに、往復はがき（1枚につ
き2人まで）で◯必（9㌻）を生涯学習プラザ（〒750-
0016細江町三丁目1番1号）へ。
問生涯学習プラザ（☎231-1234）

生涯学習プラザ 
Let's Enjoy ミュージック♫

日2月26・27日10時〜17時
内海のホールを貸し切って舞台演奏を体験できます。
※スタインウェイ他、生で演奏出来る楽器、声楽など
定14組（抽選）　※1日7組　料1区分（50分）2,000円
申1月31日（月／必着）までに、直接かファクス、郵送、
メールで専用応募用紙を生涯学習プラザ（〒750-0016
細江町三丁目1番1号　Bjigyou@s-dreamship.jp）へ。
※専用応募用紙は生涯学習プラザと各公民館に設置。
生涯学習プラザHPでダウンロード可
問生涯学習プラザ（☎231-1234　6242-6234）

ヘルシーランド下関　大人の体操教室

▷ストレッチーズ＝日1月11日〜3月22日（毎週火曜
日）14時20分〜15時20分　内伸縮性のある布を使っ
てストレッチやピラティス的要素を取り入れたエクサ
サイズ　定各回10人（先着順）　料1回500円　
▷いきいき体操＝日1月14日〜3月25日13時30分〜
14時30分　※月に2回金曜日に実施
内誰でも気軽にできる簡単な体操
定各回15人（先着順）　料1回300円
共対18歳以上の方　共申直接か電話で。
問ヘルシーランド下関（☎256-6926）

市民スキー教室

対小学生以上　※未成年者は要保護者同伴　日1月29
日（土）8時30分〜15時　所やわたハイランド191リ
ゾート（広島県北広島町／現地集合・解散）　内▷初め
ての方、初心者、初級者、中級者　定40人　料2,000
円（レンタルスキー、ウエア、リフト代が別途必要）　
申1月14日（金／必着）までに、往復はがきで◯必（9㌻）
と貸しスキー、ウエアの要（靴のサイズと身長、ウエ
アサイズ）・不要、希望クラスを市スキー連盟事務局（〒
750-0093彦島西山町二丁目9番24-1号　光部方）へ。
問スポーツ振興課（☎231-2739）

考古博物館のイベント

●速報展「掘ったほ！下関2021改」　期1月22日〜2月27日
●体験学習　対小学生以上（小学3年生以下は保護者
同伴）　日1月22日（土）10時30分、14時　
内勾

ま が

玉
た ま

づくり教室　定各回10人（先着順）　料400円　
●文化財講座「恐竜が生まれ暮らした下関」　
日1月29日（土）10時30分、14時　師今井拓哉氏（福井県立
大学助教）　定各回25人（先着順）　料300円
共申開催前日17時までに、直接か電話で
考古博物館へ。
問考古博物館（☎254-3061）

下関市体育館　冬の教室 
リンパコンディショニング

むくみや冷え、だるさ、疲れが抜けない方に、筋肉を
整えてリンパの流れをスムーズにします。
対市内在住の18歳以上の方
▷体験会＝日1月17日（月）13時30分〜14時30分　料
300円　▷教室＝日1月24日〜3月14日13時30分〜
14時30分　※全5回　料3,750円
共定各10人（先着順）
持ヨガマット、タオル、バスタオル、運動可能な服装
申開催の前日までに、直接か電話で下関市体育館へ。
問下関市体育館（☎231-2721）

情報Station
ステーション
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年末年始の医療機関

年末年始の日曜・祝日当番医による対応は12月30日〜
1月3日です。その期間の前後は、医療機関によって
対応が異なりますので、かかりつけ医か近くの医療機
関に問い合わせを。
夜間の急病の際は、下関市夜間急病診療所（内科・小
児科）が年末年始も19時〜23時まで毎日診療を行って
います。12月31日〜1月3日の診療時間は、
19時〜0時に延長されます。
詳しくは下関市医師会HPで確認を。
問保健医療政策課（☎231–1711）

乳がん・子宮頸
け い

がん・大腸がん・前立腺がん 
検診はお済みですか

乳がん・子宮頸がん・大腸がん・前立腺がん検診を無
料で受診できるクーポン券を、昨年6月に対象年齢の
方に送付しています。
使用期限は3月31日（木）です。年度末は検診希望者が
集中し、受診できない場合がありますので、早めに受
診してください。検診日は各協力医療機関に必ず問い
合わせてください。
検診、協力医療機関等については、市HPで確認するか、
健康推進課へ問い合わせを。
問健康推進課（☎231–1935）

冬は特にご注意！ 
ノロウイルスによる食中毒

冬はノロウイルスによる食中毒が多発します。ノロウ
イルスは感染力が強く、人から人、人から食品、食品
から人へ感染が広がり、集団食中毒につながる恐れも
あります。次のことに気をつけましょう。
▷下痢、嘔

お う

吐
と

、発熱などの症状があるときは、食品を
直接取り扱う作業をしない。▷作業前には必ず手洗い
を。▷調理器具は洗剤などで十分に洗浄し、漂白剤な
どで消毒するか、熱湯消毒を。▷カキなどの二枚貝は
中心部を85℃〜90℃で90秒以上加熱を。
問生活衛生課（☎231-1936）

相
談
窓
口 

日常生活に
関する問題

●弁護士無料法律相談（要予約）　①市民相談所（☎231–3730）＝日毎週月・木曜日9時〜16時（3・
10・31日を除く）　定12人（先着順）　申相談日の1週間前から、直接か電話で市民相談所へ。１月
６日分は、12月28日（火）に予約受付開始。②豊浦総合支所（☎772–4018）＝日1月21日（金）13時〜
16時　定6人（先着順）　申1月4日〜21日に、電話で豊浦総合支所へ。
●市民相談所一般相談（☎231–3730）…日平日9時〜16時

行政・人権・
社会保険相談

●行政相談…山口行政監視行政相談センター（☎083–932–1100）
●人権相談…山口地方法務局下関支局（☎234–4000）
●社会保険相談…山口県社会保険労務士会下関支部（☎090–1339–4791）

女性のため 
の相談

夫婦間・親子間の悩み事や、ＤＶ、セクハラ、ストーカー被害など、女性行政書士が相談に応じます。
対市内在住、在学、在勤の女性　日1月29日（土）10時〜16時　所生涯学習プラザ　申予約の場合は、
電話で山口県行政書士会事務局（☎083–924–5059）へ。問人権・男女共同参画課（☎231–7513）

こ こ ろ の
健 康 相 談

こころの健康に関して精神科医が相談をお受けします。日所①1月26日（水）／豊浦保健センター 
②1月28日（金）／市役所本庁舎西棟3階　いずれも13時〜16時　定各4人（先着順）　申①1月21日

（金）　②1月25日（火）までに、電話で健康推進課へ。問健康推進課（☎231–1419）

障 害 者
相 談 窓 口
問障害者支援課
　☎227–4199
　6222–3180

消費生活相談 ●消費生活センター（☎231–1270）…日平日8時30分〜16時30分

1月の健康スローガン

お酒は楽しく
ほどほどに

保　
　健

施設名 住所 電話 ファクス
障害者生活支援センター 貴船町三丁目 228-3211 235-3210
こども発達センター 幡生本町 233-9850 233-9851
支援センターひえだ 稗田中町 251-6161 251-6177
なごみの里相談支援センター 大字蒲生野 258-1122 227-4610
びれっじ 秋根本町一丁目 249-6095 249-6099
相談支援事業所フェニックス 大字小野 256-5336 256-5025
まんてんの星相談室 菊川町大字田部 287-2877 242-2875
支援センター一歩社 豊浦町大字吉永 775-4171 775-4172
はまゆう園相談室 豊北町大字滝部 782-1966 782-1520
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動物愛護管理センターからのお知らせ

●犬・猫の譲渡会、譲渡前講習会
日1月13・16・23日
▷講習会受け付け…9時30分〜9時50分
▷譲渡会受け付け…11時まで
定各日10人程度（先着順）
申講習会開催日の前日までに、電話かファクス、メー
ル で 動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー（Bhkdoubut@city.
shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
●犬のしつけ方教室
パピーコースは、犬の社会化に適した生後8カ月まで
のしつけ方を学ぶ教室です。
対市内在住の犬飼育者か飼育予定者
日2月5・12・19日13時〜15時　※3日で1セット
所動物愛護管理センター
内▷5日＝講師とモデル犬によるしつけ方の講習
▷12・19日＝子犬同伴でのしつけ方の実技
※2・3回目の実技に参加する犬は登録済みで今年度
の狂犬病予防注射接種済みであること、5種以上のワ
クチン予防注射接種済みであること
師犬のしつけインストラクター
定5組（先着順／センター譲渡犬優先）
申1月4日〜2月3日に、電話かファクス、メールで◯必（9
㌻）を動物愛護管理センターへ。
※持参する物など詳しくは問い合わせを
問動物愛護管理センター（☎ 263-1125　6256-6950）

幼児食歯っぴー教室

対市内在住の1歳6カ月〜3歳児とその保護者
日1月21日（金）10時〜11時45分
所彦島公民館
内歯科衛生士・栄養士の講話、幼児食の試食、手あそ
び等（キッズコーナー有）
定10組（先着順）　料300円（食材料費）
持母子健康手帳、子ども用のスプーンやフォーク、レ
ジャーシート、お茶
申1月19日（水）までに、電話で健康推進課へ。
問健康推進課（☎231–1408）

育児学級

対市内在住の生後4カ月〜8カ月頃までの赤ちゃんと保護者
内離乳食、歯について　師栄養士、歯科衛生士　
持母子健康手帳、筆記用具、赤ちゃんに必要な物
月 日 曜 場所 定員 予約

2
4 金 長府東公民館 10組

1月5日（水）から
山陽保健センター

（☎246-3885）へ

18 金 新下関保健センター 15組
1月18日（火）から
新下関保健センター

（☎263-6222）へ
※先着順。時間はいずれも10時〜11時30分
問健康推進課（☎231-1447）

検診（健診）を受けましょう

市内在住で、職場などで受診する機会のない方が対象
です。各検診（健診）の対象年齢は、令和4年3月31日
が基準日。（年度内1回受診可）
①肺がん検診
●胸部エックス線検査
対市内在住の40歳以上の方
日1月6・13・18・20・25日、2月3日 ＝9時30分 〜
11時、1月12・17・24・26・31日、2月2日 ＝13時
30分〜15時　
所市役所本庁舎西棟3階保健所
申健康推進課へ電話で予約を。
●痰の検査　
対50歳以上のたばこを多く吸う方（市の胸部エックス
線検査と同時受診）
料500円　
申直接、会場で。
②若年基本健康診査／③骨粗しょう症検診
対②市内在住の18歳〜39歳の方　③市内在住の20、25、
30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方
日1月17・24・31日、2月7日9時30分〜10時30分　
所市役所本庁舎西棟3階唐戸保健センター
定②③合わせて18人
料②1,200円　③300円
申前週の木曜日までに健康推進課へ。
問健康推進課（☎231–1935）

骨量測定と保健師などによる健康相談

月 日 曜 場所 時間 予約

2 15 火 豊田保健
センター

10:00〜12:00
13:30〜15:00

1月17日（月）から
豊田保健センター

（☎766-2041）へ
問健康推進課（☎231-1935）

不妊・不育専門相談会

不妊、不育症治療専門の産婦人科医が相談に応じます。
お悩みのある方はお気軽にご相談を。
日1月28日（金）14時〜16時
所市役所本庁舎西棟3階唐戸保健センター
定4組
申前日までに、直接か電話で健康推進課へ
問健康推進課（☎231-1447）
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児童館＆ふくふくこども館のイベント

●ひかり童夢（☎229–0980）
▷ママと子どもの骨盤ケア＝対乳幼児と保護者（保護
者の方のみの参加も可）　日1月11日（火）11時　定15
人（先着順）　申直接か電話で　
▷わらべうた　産後ダンス＝対0歳児と保護者　日1
月19日（水）11時　定8組（先着順）　申直接か電話で
●ひこまる（☎266–3321）
▷母親クラブによるフラワーアレジメント＝対乳幼児
と保護者（保護者の方のみの参加も可）　日1月13日

（木）11時　定保護者15人　料700円　申直接か電話で
●宇賀児童館（☎776–0001）
▷正月遊びＤＡＹ＝対幼児と保護者、小学生　日1月
8日（土）11時　
▷親子リトミック＝対乳幼児と保護者　日1月14日

（金）11時　
▷昔の遊びを楽しもう＝対幼児と保護者、小学生　日
1月22日（土）11時
●ふくふくこども館（☎227–2581）
▷みんなでトイレトレーニング＝対未就学児と保護者
日火曜日10時30分、14時　内楽しくダンスを踊って、
ペンギンさんとトイレに行ってみよう！
▷おはなしの会＝対未就学児と保護者　日1月29日

（土）11時〜11時20分　内たんぽぽのはらさんによる
楽しいおはなし会です。

子育て世帯への臨時特別給付金の支給

子育て世帯の生活を支援するために、臨時特別的な措
置として、一時金を支給します。
対▷支給対象者＝0歳から高校生までの児童を養育し
ている方など　※所得制限があります
内▷支給額＝対象児童1人当たり10万円
▷支給日
①児童手当受給中の世帯（令和3年10月までの出生児
童分を含む）※公務員を除く＝12月24日（金）に支給
しています。
②新生児（令和3年11月から令和4年3月までの出生児
童）※公務員を除く＝1月から順次支給します。
③その他の世帯＝1月から順次支給します。※要申請
申①②申請不要
③給付金の支給等にあたり書類の提出が必要な方には、
案内書類を送付します。児童と別居の方など、送付で
きない場合があります。
※詳しくは市HPで確認を
問こども家庭支援課（☎227–2142）

家庭教育推進事業 
「親子でパンとおやつを作ろう！」
対小学生と保護者
日2月6日（日）10時〜12時
所生涯学習プラザ
内パンとおやつを楽しみながら作る
定6組
料800円
申1月18日（火／必着）までに、往復はがき
で◯必（9㌻）を家庭教育推進事業事務局

（〒750-0016細江町三丁目1番1号）へ
問家庭教育推進事業事務局（☎233-1171）

4月からの児童クラブ入会児童を募集

対令和4年4月1日時点で市内の小学校に就学予定の児
童か、市内に在住で市外の小学校に就学予定の児童で、
その保護者が次の理由により昼間家庭で当該児童の保
育ができないと認められる場合　▷自宅外か自宅内で
の仕事　▷出産前後　▷長期の疾病か心身の障害　▷
同居家族の介護・看護など　申1月11日から2月4日
までに申請書を入会を希望する児童クラブへ。申請書
は各児童クラブ、子育て政策課、各総合支所市民生活
課で配布。※詳しくは問い合わせを
問子育て政策課（☎231–1431）

4月からの園児を募集します 
保育園・認定こども園（保育園タイプ）

対令和4年4月1日時点で市内に住民票があり、保育が必要
な場合　内▷募集＝1月11日〜28日　▷育休明け入所予約
を含む。　持子どものための教育・保育給付認定申請書、
各種証明書など、申請者のマイナンバーを確認できる物、
身元を確認できる物（運転免許証など）　申第1希望の保育
園、認定こども園で申し込みを。できるだけ子どもと一緒
に園の見学を。※日曜日、祝日を除く
▷申請書類は各園、幼児保育課、総合支所
市民生活課で配布　※詳しくは問い合わせを
問幼児保育課（☎231–1929）

こど
も
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国民健康保険加入世帯の所得申告

令和4年度の国民健康保険料は前年中の所得（市・県民
税の賦課情報）をもとに算定されます。収入がなかった
方で市・県民税申告をしない場合は、国保用の簡易申
告をしてください。保育料算定や公営住宅入居などで、
所得課税証明書を請求する予定がある場合か収入があ
った場合は、簡易申告書を使用せず市・県民税申告を
してください。※収入がなかった方には、非課税収入（遺
族年金、障害年金、失業保険など）のみの方を含みます
問保険年金課（☎231–1930）

後期高齢者医療保険料算定のための 
所得の申告を

令和4年度の後期高齢者医療保険料算定のため、所得
等の申告書（簡易申告書）を対象者の方に発送します。
収入のない方や、非課税収入（遺族・障害年金、恩給等）
のみの方は、後期高齢者医療用の簡易申告をお願いし
ます。また、収入のある方や、公営住宅入居審査・そ
の他の行政サービス等を利用するためなどで税務証明
書が必要な方は、市・県民税申告をしてください。
申提出先＝保険年金課、各総合支所、本庁の各支所
問保険年金課（☎231–1306）

老齢年金の源泉徴収票を送付します

国民年金や厚生年金などの老齢年金を受けている方に、
昨年中に支払われた年金の総額や年金から差し引かれ
た所得税などをお知らせするため、日本年金機構が1
月下旬までに源泉徴収票を送付します。障害年金・遺
族年金は、課税の対象になっていないため、源泉徴収
票を発行していません。
※詳しくは下関年金事務所（☎222–5587）へ
問保険年金課（☎231–1931）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者 
自立支援金の申請はお済みでしょうか

対社会福祉協議会が窓口となっている総合支援資金の
貸し付けを終了した世帯や不承認となった世帯（生活
保護受給世帯を除く）　申申請受付期間が、3月31日

（木）まで延長になりました。支給を受けるためには申
請が必要です。対象となる方には、順次申請書を郵送
しています。※要件や支給額、支給期間など、詳しく
は市HPで確認を

【電話相談窓口】☎250-6107
平日9時〜17時　※3月31日（木）まで開設
問福祉政策課（☎231-1418）

高齢者の障害者控除対象者認定書を 
交付します

所得税法・地方税法上の障害者控除対象者であること
の認定書を交付します。確定申告の添付資料として使
用できます。
対令和3年12月31日現在、身体障害者手帳などを持
っていない65歳以上の高齢者のうち、要介護・要支
援認定を受けている方や寝たきりの方で、基準に該当
する方　持対象者の介護保険証、申請者の身分証明書　
申1月11日（火）から、長寿支援課、各総合支所市民生
活課、本庁の各支所へ
問長寿支援課（☎231–1340）

老人クラブ活き活き講座

対市内在住の60歳以上の方
日2月14日（月）9時〜12時
所社会福祉センター（貴船町三丁目）
内囲碁（対戦は2局）
定16人（先着順）　料500円
申1月31日（月／必着）までに、往復はがきで◯必（9㌻）
と性別を老人クラブ連合会（〒751-0823貴船町三丁
目4番1号）へ。
※詳しくは老人クラブ連合会（☎223-3080）
問長寿支援課（☎231-1168）

介護保険サービスを利用する方は 
認定申請を

対市内に住所がある、昭和32年2月1日以前に生まれ
た方で、日常生活に介護が必要なため介護保険のサー
ビスの利用を希望する方
持介護保険証、本人確認ができる書類
※医療保険番号や主治医の氏名を申請書に記入する必
要があります。あらかじめ確認を
申介護保険課、各総合支所市民生活課、本庁の各支所
問介護保険課（☎231–3184）、各総合支所市民生活課
▷菊川（☎287–4006）　▷豊田（☎766–2687）
▷豊浦（☎772–4021）　▷豊北（☎782–1924）
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市立大学附属リカレント教育センター 
受講生募集

内地方創生マネジメント専門家養成プログラムでは、
「保育・乳幼児教育」「小中学校教育」「キャリアマネジ
メント」を中心に専門家を養成します。人生100年時
代に、学び直しとキャリアアップをしてみませんか。
期▷春学期＝4月〜8月上旬　▷秋学期＝9月〜3月上旬
料60,000円　定60人程度（書類選考）
申1月24日〜2月22日（消印有効）までに、募集要項を
確認の上、必要書類を市立大学へ郵送を。
問市立大学附属リカレント教育センター

（☎250-6162）

市立大学フグシンポジウム（オンライン） 
「下関ふくブランドの復権に向けて」
対高校生以上の市民の方　日2月9日（水）13時30分〜
16時30分　内▷個別講演・報告　▷パネルディスカ
ッション「下関フグブランドの復権へ向けての戦略的
課題〜科学技術論の観点から〜」　Zoomを使用した
オンライン開催。インターネットにつながる環境とパ
ソコン等があれば参加可。※市立大学内での視聴はで
きません　申2月2日（水）までにQRコードから、申し
込みを。
問市立大学都市みらい創造戦略機構地域
連携課（☎254-8613）

水揚げ日本一！　あんこう学生料理 
グランプリ出品レシピを募集

「下関のソウルフードへ！　いいかも！　私のあんこ
う料理♪」をテーマにレシピを募集します。
対市内在学の方　申1月21日（金／必着）までに、応募
用紙を、下関漁港沖合底びき網漁業ブランド化協議会
へ郵送するか、下関水産振興局へメールで送付。※書
類審査通過者には、2月12日（土）に唐戸市場魚食普及
センターで調理してもらい、二次審査をします　※詳
しくは下関漁港沖合底びき網漁業ブランド化
協議会（☎266–2141）へ
問水産振興課（☎231–1240）

行事・イベントの中止

▷消防出初式　※分列行進、海峡まとい太鼓、はしご
乗り演技を中止し、式典のみ実施（消防職団員以外の
来場不可）／問消防局総務課（☎233–9111）
▷豊浦リフレッシュマラソン／問豊浦総合支所地域政
策課（☎772–4001）

※その他のイベント中止の
情報は担当課へ問い合わせ
るか、市HPで確認を

令和4年成人式

案内状を発送済み。住民登録をしていない方などは当
日「案内状がない方の受け付け」へ。当日はマスク着用を。
対平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれの方　
日1月9日（日）　▷本庁管内＝11時、13時　※卒業した
中学校で振り分け　所市民会館　▷菊川・豊田総合支
所管内＝13時　所アブニール　▷豊浦・豊北総合支所
管内＝14時30分　所豊浦夢が丘スポーツセンター
問生涯学習課（☎231-7968）　各教育支所
▷菊川（☎287-4026）　▷豊田（☎766-2100）
▷豊浦（☎772-2117）　▷豊北（☎782-1963）

下関市での就職を支援します！ 
（奨学金返還支援事業）

市内で就職が決まった皆さん、就活中の皆さん、奨学
金を借りていませんか？　条件に当てはまる場合、奨
学金の実返還額が5年間で最大60万円補助されます。
対 ▽令和4年3月か、令和5年3月に大学等を卒業予定

▽市が認定する市内中小企業に正社員として就職予定
（内定の有無は不問）　 ▽大学等を卒業し、就職時に市
内に居住　※奨学金の種類等に条件あり
申令和4年3月に卒業の方＝3月31日（木）
までに申請を。
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

新卒オンライン面接会 
女性・シニア合同就職面接会

▷しものせき新卒オンライン面接会　対現
在就職活動中の大学4年生等（卒業予定者）　
日1月24日（月）　
▷女性・シニア合同就職面接会　対女性や高年齢者な
ど、幅広い世代の求職者　日2月8日（火）13時30分〜
15時30分　所海峡メッセ下関（豊前田町三丁目）
共申専用サイト（https://job083.jp）から申し込みを
※詳しくは事業受託者アソウ・ヒューマ
ニーセンター（☎250-6830）へ
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

お知
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空き家説明会・無料相談会

対空き家の所有者など　日1月15日（土）
▷説明会＝13時30分〜14時15分
内空き家に関する補助、空き家を放置した場合の不利
益等について
▷相談会＝14時15分〜16時15分
※15時まで受け付け。予約可
内空き家や敷地の利活用について、宅地建物取引士が
個別無料相談に応じます。
共所彦島公民館2階講堂
問住宅政策課（☎231–1941）

住宅の用途変更はありませんか？

申告がないと固定資産税が正しく課税されない場合が
あります。令和3年中に次のようなことがあった場合
は申告をしてください。
▷建物の用途変更（住宅以外から住宅へ、または住宅
から住宅以外へ）　▷住宅の新築、増築、改築、取壊
し（令和3年12月末までに登記されたものを除く）　
申申告期限＝1月31日（月）
問資産税課（☎231–1462）、各総合支所市民生活課
▷菊川（☎287–4001）　▷豊田（☎766–2953）
▷豊浦（☎772–4012）　▷豊北（☎782–1918）

漏水を調べてみませんか？

水道メータから蛇口までの間で漏水した水は、水道料
金に加えられます。漏水がないか調べてみましょう。
●確認方法　家の蛇口をすべて締め、水道メータを見
ます。パイロットマーク（図）が回っていたら漏水して
います。▷漏水箇所が分かる場合＝上下水道局指定の
給水装置工事事業者に修理の依頼を（修理
費用は自己負担）。▷漏水箇所が不明な場
合＝上下水道局に連絡を。
問上下水道局給水課（☎231-3115）
北部事務所（☎772-2410）

山口県特定（産業別）最低賃金が 
改正されました

●特定（産業別）最低賃金（1時間当たり）▷鉄鋼業、非
鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄
金属素形材製造業=995円　▷電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
=921円　▷輸送用機械器具製造業=965円　▷百貨店、
総合スーパー=875円　※効力発生日=令和3年12月15日
●山口県最低賃金（1時間当たり）=857円　※効力発
生日=令和3年10月1日　※詳細は山口労働局賃金室（☎
083-995-0372）、下関労働基準監督署（☎266-5476）へ
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

下水道排水設備指定工事店の募集

対下水道排水設備指定工事店の指定を新たに希望する
工事店　
▷応募資格…責任技術者が1人以上専属していること、
工事の施工に必要な設備、器材を有していることなど
▷指定期間＝4月1日〜令和5年3月31日
料手数料＝1件3万円　申1月17日〜28日に、申請書
類と手数料を、上下水道局下水道整備課へ。※申請書
類は1月4日（火）から市HPでダウンロード可。詳しく
は問い合わせを
問上下水道局下水道整備課（☎231–1363）

償却資産の申告を忘れずに

工場や商店、農業、漁業などの事業を営んでいる方で、
毎年1月1日現在、市内に事業用の償却資産を所有し
ている方は、申告する必要があります。※軽自動車税

（種別割）の対象となる小型特殊自動車等は申告不要
※郵送、電子申告システム（e

エ ル タ ッ ク ス

LTAX）による提出も可
※控えが必要な方はあらかじめコピーを　申1月31日

（月）までに、資産税課、各総合支所市民生活課へ
問資産税課（☎231-1918）、各総合支所市民生活課

▽菊川（☎287-4001）　 ▽豊田（☎766-2953）

▽豊浦（☎772-4012）　 ▽豊北（☎782-1918）

中小企業退職金共済掛金の 
一部を補助します

対令和3年中に制度加入後1年以内の従業員分の掛け
金を納付した中小企業　
内従業員1人1カ月につき500円　※申請者多数の場
合は500円を下回る場合あり　▷提出書類＝補助金交
付申請書、月別・個人別掛金内訳書、補助金交付請求書、
退職金共済手帳（写し1部）、市税の滞納がない証明書
申1月31日（月／必着）までに、直接か郵送で、必要書
類を産業立地・就業支援課（〒750-0006
南部町21番19号商工会館4階）へ。
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

しものせき安心飲食店応援 
給付金の申請受け付けが終了します

対市内の飲食店舗を経営する法人か個人事業者の方
内▷給付額＝1店舗当たり10万円（1回限り）　▷主な
要件＝やまぐち安心飲食店応援金（県応援金）が給付さ
れ、申請時点で市税の滞納が無いこと。申1月14日（金
／消印有効）までに、郵送で事務局（〒750-0006南
部町21番19号）へ。やむを得ない理由で間に合わない
場合は、申請期限内にコールセンターへ連絡を。
問しものせき安心飲食店応援給付金
コールセンター（☎227-3270）
※平日9時〜17時（年末年始を除く）
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市・県民税申告

申告対象者
●令和4年1月1日現在、市内に居住し、前年中（令和3年
1月1日〜12月31日）に課税対象となる所得があった方
※①〜④に該当する方は申告義務はありません　
①税務署に所得税の確定申告書を提出した方　
②給与収入のみで、勤務先から市へ年末調整済の給与支
払報告書が提出された方　
③公的年金収入のみで源泉徴収票の内容に変更がない方
④合計所得金額が次の金額以下の方　
▷扶養親族がいない場合＝42万円　
▷扶養親族がいる場合=32万円×（扶養親族人数＋1）＋
29万円
※④に該当する方でも他制度申請などのために申告が必
要な場合があります
●令和4年1月1日現在、市内に住所はないが、事業所や
家屋敷がある方

日時と会場
▷受付時間=9時〜16時30分　
※土日・祝日を除く
※吉母、川中公民館は9時30分から
※総合支所管内は受付時間が異なります
●本庁管内
▷本庁舎西棟1階エントランス＝2月14日〜3月15日　
▷彦島公民館＝2月22･24･25日　
▷長府公民館＝2月9・10日、15日〜17日　
▷王司公民館＝2月3・4日　
▷清末公民館＝2月2・3日　
▷小月公民館＝2月1・2日　
▷王喜公民館＝2月4・7日
▷吉田公民館＝3月8日
▷勝山公民館＝2月28、3月1･2日
▷内日公民館＝3月3日　
▷川中公民館＝3月9日〜11日　
▷安岡公民館＝2月7・8日　
▷吉見公民館＝2月8・9日　
▷吉母公民館＝2月10日
※長府東公民館は館内工事のため開催しません。長府公
民館の利用を
●菊川総合支所管内
▷総合支所＝2月16日〜3月15日
●豊田総合支所管内
▷総合支所＝2月8日〜15日、3月3日〜15日　
▷三豊公民館＝2月16・17日　
▷豊田下公民館＝2月18・21日　
▷とのい夢・夢ハウス＝2月22･24日
▷豊田中公民館＝2月25日〜3月2日
●豊浦総合支所管内
▷室津公民館＝2月8日
▷豊浦勤労青少年ホーム（黒井）＝2月9日
▷豊浦ふれあいセンター（宇賀）＝2月10日　
▷小串公民館＝2月14日
▷総合支所＝2月16日〜3月15日

●豊北総合支所管内
▷総合支所＝2月7日〜18日、3月7日〜15日　
▷角島開発総合センター＝2月21日　
▷阿川公民館＝2月22日　
▷神玉公民館＝2月24・25日　
▷田耕農林漁家婦人活動促進センター＝2月28日　
▷粟野公民館＝3月1・2日　
▷豊北生涯学習センター＝3月3・4日

新型コロナウイルス感染拡大防止のための
お願い
▷来場の際は、マスクの着用をお願いします。
▷37.5度以上の発熱や風邪の症状のある方は来場を
お控えください。
▷郵送による提出にご協力ください。
市HPで市・県民税申告書の作成や税額の計算ができ
ます。「市県民税申告」で検索を。
▷感染症の発生状況等により、急きょ申告受付終了時
間の繰り上げや申告会場の閉鎖を行う場合があります。

スムーズな申告にご協力を
▷申告会場は、初日、月曜日､朝一番が最も混雑します。
▷医療費控除の明細書、農業所得・営業所得・不動産
所得の収支内訳書などは、事前に自身で作成してくだ
さい。
▷収入ゼロの申告をされる方は、申告書を自身で記入
し、郵送か会場受付の投函箱へ提出してください。
▷所得税の確定申告が必要な方は確定申告会場へ　
期2月16日〜3月15日（平日受付時間＝8時30分〜16
時、相談時間＝9時〜17時）
所海峡メッセイベントホール（豊前田町三丁目）

給与支払報告書は期限内に提出を
令和3年中に給与などを支払った事業主や会社は、令
和4年1月1日現在で市内に居住している方の給与支払
報告書を提出してください。支払額が30万円を超え
る令和3年1月1日以降の退職者の給与支払報告書も提
出が必要です。所定の手続きにより電子申告（e

エ ル タ ッ ク ス

LTAX）
でも提出ができます。詳しくはeLTAX HP（https://
www.eltax.lta.go.jp）で。
▷提出期限＝1月31日（月）

問い合わせ先
▷市・県民税申告
　市民税課市民税係（☎231-1916）
　各総合支所市民生活課　
　▷菊川（☎287-4001）　▷豊田（☎766-2953）
　▷豊浦（☎772-4011）　▷豊北（☎782-1919）
▷給与支払報告書
　市民税課法人係（☎231-1210）
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婚活イベント♡随時開催中！

●年の初めのHappy祈願！
〜おみくじも恋も大吉で♡〜　
▷対40歳〜50歳代＝日1月16日（日）　▷対20歳〜30
歳代＝日1月30日（日）　※いずれも10時30分〜15時
30分　※男女とも現在独身で交際相手のいない方
共所勤労福祉会館2階第1会議室
共料男性3,000円、女性2,000円
共申詳しくはネクスト・ステージ（☎250-
6519）のHP（https://nstage.net/）へ。
問企画課（☎231-1480）

市社会教育振興大会

人づくりが地域を創る　
〜「つながり」づくりの社会教育をめざして〜
日1月29日（土）13時30分〜16時30分　所アブニール
内▷オープニング・アトラクション（熊野小学校合唱
クラブ）　▷実践発表（吉母公民館、ホタル舟実行委員
会）　▷トークセッション（ひびき精機代表取締役、吉
母公民館長、ホタル舟実行委員会、社会教育委員）　
▷エンディング・アトラクション（川棚小学校青龍太
鼓クラブ）
問生涯学習課（☎231-7968）

4月1日から田中絹代ぶんか館の 
利用方法等が変わります

▷休館日＝火曜日、水曜日
▷開館時間＝9時〜17時（ミニホールは21時まで）

●利用区分・使用料等一覧

施設利用区分等 ミニホール 中庭
2階展示室

（田中絹代
記念館）

午前 9時〜12時 540円 100円
観覧料
無料午後 13時〜17時 720円 100円

昼間 9時〜17時 1,260円 200円
夜間 18時〜21時 540円

午後及び
夜間 13時〜21時 1,260円

全日 9時〜21時 1,800円

※その他、申請書の様式変更などがあります。詳しく
は問い合わせを
問田中絹代ぶんか館（☎250-7666）
文化振興課（☎231-4691）

市民ゴルフデー

ゴルフを通じて体力向上や健康増進を図りませんか。
プレー代の一部を豊浦町の地域・観光振興を目的とし
た事業へ寄附します。
日1月21日（金）から毎月第3金曜日（5月と11月は第4
金曜日）
所下関ゴルフ倶楽部（豊浦町黒井）
料11,190円（飲食代別途）
申電話で下関ゴルフ倶楽部（☎772-0206）へ
問豊浦総合支所地域政策課（☎772-4001）

市民会館のイベント

●ぷりあでぃす玲奈「フォーチュントークライブ」
人々を幸運に導くフォーチュンナビゲーター・ぷりあ
でぃす玲奈によるトークライブ。※未就学児入場不可
日1月29日（土）14時　
所市民会館　料2,000円
●展示で学ぶ「朝鮮通信使」と下関
400年前から下関と深い関わりがある「朝鮮通信使」を
知ってもらう企画展。期1月15日〜23日10時〜19時
30分　所シーモール1階コンコース（竹崎町四丁目）
問市民会館（☎231-6401）

市有財産（土地等）を売却します

●物件一覧

No 所在地
（地目・地積）

最低入札
価格

現地説明会
日時※

①

山の田北町89番2
（宅地・2,014.48㎡）
※建物付

▽2階建園舎1棟

▽附属物置3棟

4,705万円 1月13日（木）
14時

② 東神田町149番3外1筆
（宅地・1,323.57㎡） 3,829万円 1月12日（水）

14時

③ 向洋町二丁目21番3
（宅地・389.72㎡）

95万
9,000円

1月13日（木）
10時

※現地説明会の日時は現地集合日時（原則要参加）

●入札日時、場所など
日2月1日（火）10時（受け付けは9時から）
所市役所本庁舎西棟5階大会議室
持入札保証金、印鑑証明書、収入印紙200円（印紙税
法上の営業の場合のみ）、その他必要書類
申入札当日に入札会場にて入札参加申込書を記入・提出。
※物件②③は、入札で不調等となった場合は、4月18
日（月）以降、先着順で売払申請を受け付け
ます
※詳しくは市HPで確認を
問管財課（☎231–1472）
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緊急通報装置の設置を助成します

緊急通報装置は、簡単な操作で受信センターへ連絡で
きます。設置により、緊急時の迅速な対応ができます。
対65歳以上の一人暮らし高齢者の方、高齢者のみの世
帯の方、一人暮らしの重度身体障害者の方などで、次
のすべての要件を満たす方　 ▽市内に居住し、在宅で
生活している方　 ▽既往症（心筋梗塞、脳出血など）な
どにより、緊急時の対応が必要であると認められる方
料利用者負担 ▽住民税課税世帯＝月額550円　 ▽住民税
非課税世帯＝無料　申地域包括支援センターへ電話を。
問長寿支援課（☎231-1340）

下関市成年後見制度利用促進基本計画 
（案）の意見募集（パブリックコメント）
期募集期間＝1月4日〜2月4日（消印有効）　
所閲覧場所＝市役所本庁舎西棟1階エントランス、長
寿支援課、障害者支援課、各総合支所、本庁各支所、
市HP
申提出方法＝所定の用紙を、直接か郵送、ファクス、
メールで長寿支援課（〒750-8521南部町1番1号　
Bfkchojus@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
閲覧場所に設置の提出箱へ投函も可。　
※電話や口頭での意見の提出は不可
問長寿支援課（☎231-1345　6231-1317）

下関市都市計画マスタープラン（案）等 
の意見募集（パブリックコメント）など

●下関市都市計画マスタープラン（案）、下関都市計画
公園の見直し基本方針（案）の意見募集（パブリックコ
メント）
期募集期間＝1月19日〜2月18日（消印有効）
所閲覧場所＝市役所本庁舎西棟1階エントランス、都
市計画課、各総合支所、本庁各支所、中央図書館、各
総合支所管内図書館（室）、市HP
申提出方法＝所定の用紙を、直接か郵送、ファクス、
メールで都市計画課（〒750-8521南部町1番1号　
Btstoshik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
閲覧場所に設置の提出箱への投函も可。　
※電話や口頭での意見の提出は不可
●説明会「下関市都市計画マスタープランにおける地
域別構想（案）の策定について」
日所▷1月5日（水）18時30分＝勝山公民館3階講堂
▷1月6日（木）18時30分＝アブニール2階小・中ホール
問都市計画課（☎231-1932　6231-4799）

ボートレース下関 
1月の開催日程＆お知らせ

【レース日程】●12月31日〜1月6日＝下関市議会議長
杯争奪クリスタルカップお正月特選　●9日〜14日＝G
Ⅲ長府製作所杯　●17日〜23日＝サンケイスポーツ杯 
準優進出バトル　●27日〜31日＝ミッドナイトボート
レース ニッカン・コム杯（無観客開催）　※新型コロナ
ウイルス感染症対策のため入場制限等の注意事項あり。
最新情報はボートレース下関公式HPで確認を
料入場料100円（非開催日を除く）　
※指定席・ロイヤル席・M

モ ー ヴ ィ

ooovi下関は別途料金が必要
問ボートレース下関（☎246-1161）

ごみの正しい排出にご協力を！

収集した燃やせるごみ袋（赤色）の中に、はさみや栓抜
きなどの「燃やせないごみ」や、乾電池などの「有害ご
み」が混ざっていることがあります。
異物が混ざっていると処理に時間と経費がかかります。
ごみの分別への皆さまのご協力をお願いします。
●分別が分からない場合の確認方法

「ごみ百科」、「ごみ収集カレンダー」、スマホアプリの
「さんあ〜る」・「ごみ百科LINE版」などで確認を。
※詳しくはクリーン推進課へ問い合わせを
問クリーン推進課（☎252-7165）

日頃から防災情報の入手を！

災害から自分の命、大切な人の命を守るために、日ご
ろから確実な避難情報などを入手できるように備えて
おきましょう。
問①まちづくり政策課（☎231-1261）
②③防災危機管理課（☎231-9333）

水道料金・下水道使用料の 
お支払いは便利な口座振替を

水道料金・下水道使用料のお支払いは、安心で便利、
確実な口座振替がお勧めです。
口座振替は支払いのたびに金融機関等へお出かけにな
る必要もなく、お支払い忘れの心配もありません。
持「使用水量のお知らせ票」など、お客さま番号のわか
るもの、預（貯）金通帳、通帳印
申市内に本・支店がある金融機関か郵便局へ。
問上下水道局お客さまサービス課（☎231-3117）意見募集

①しもまちアプリ ③避難所開設・
混雑情報V

バ カ ン

ACAN
②防災メール
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