イベント
リフレッシュパーク豊浦のイベント
①ボタニカルガーデン歳時記展 期3月1日〜31日
②下関おもちゃ病院 日3月13日
（日） 内壊れたおも
ちゃを入園時に預って修理し、退園時にお返しします。
③ガーデンクラフト日曜学校 日3月20日
（日）
10時〜
13時 内イースターエッグづくりレッスン 定20人
（先着順） 料2,200円
（別途入園料） 申3月17日
（木）
までに、電話かファクスでリフレッシュパーク豊浦へ。
④春の菜の花まつり 期3月26日〜4月10日
水曜日
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（☎772-4000）

イベ
ント

i

●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

必

必
●申し込みの必要事項＝◯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

園芸センターのイベント

P2〜5で特集

●植物譲渡会
下関市作出ツバキの苗を無料配布します。
日3月9日（水）
13時30分 整理券配布予定（先着順）
整理券配布場所に来られた方から、順番に並んでいた
だきます。並んだ人数が配布予定数（200鉢）に達した
時点で、予定時間を繰り上げて配布します。1人1鉢。
●春の盆栽山野草展
春を感じられる作品120点を展示
期3月11日〜13日
問園芸センター（☎258-0147）

婚活イベント♡随時開催中！
①
〈男性限定〉
もっと印象を良くしたい人の婚活セミナー
対20歳以上の独身男性 日3月11日
（金）
19時〜21時30分
②
〈職業別企画〉
女性は保育士さん限定恋活
▷ 対35歳 〜49歳 ＝ 日3月20日
（ 日 ） ▷20歳 〜35歳
＝日3月27日
（日） いずれも11時〜15時30分
共所生涯学習プラザ 共定①20人 ②各回男性12人、女
性12人 共料①500円 ②男性3,000円、女性2,000円
共申ネクスト・ステージ
（☎250-6519）
のHP
（https://nstage.net/）から。※先着順
問企画課
（☎231-1480）

長府庭園のイベント
らんまん

市報しものせき 令和４年 ３月号

市民会館のイベント
●橋元才平翁記念ファミリーコンサート「金子三勇士・
中野翔太 デュオリサイタル」 日3月13日（日）
13時
30分 所市民会館 料全席自由 一般2,500円、高校
生以下1,000円 ※未就学児入場不可 ●手嶌葵コン
サート「SIMPLE IS BEST」 日3月21日（月）
15時 所
市民会館 料全席指定 6,000円 ※未就学児入場不
可 ●懐かしの歌声喫茶in園芸センター 日3月31日
（木）
14時 所園芸センター 定150人（予定） ※要
入場整理券。3月1日（火）から市民会館で配布
問市民会館（☎231-6401）

長府毛利邸「花月の雛あそび」

●二代西頭哲三郎 春爛漫城下町ひなまつり展
期3月5日〜21日 10時〜16時30分
●園芸講座
「サギソウを育てよう！」
日3月12日
（土）
10時〜11時30分 師西山一夫氏（園
芸愛好者） 定15人（先着順） 料1人1,000円（入園料
別途必要） 申3月10日（木）までに電話で長府庭園へ。
●暮らしの中の押し花展
期3月25日〜28日 9時30分〜16時30分
共料入園料
（大人210円、小・中学生等100円）
問長府庭園
（☎246-4120）
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情報Station

ステーション

3月3日の「桃の節句」にちなみ、いろいろな種類のひ
な人形を展示。
代表的な「衣裳着人形」と「木目込人形」の他、折り紙で
作ったひな人形などをお楽しみください。
期3月1日〜27日 9時〜17時（入場は16時40分まで）
※最終日は16時まで
料入場料（大人210円、
小・中学生等100円）
問長府毛利邸
（☎245-8090）

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

ステーション

情報S tation
妙青寺の梅まつり

梨の花ウォークinとよた

毛利侯の本陣が置かれ、山頭火が庵を作ろうとした妙
青寺で、美しい梅の木を楽しめます。
無料のぜんざいのふるまい、ボランティアガイドの案
内解説あり。
日3月6日
（日）
10時
所妙青寺梅園
（豊浦町川棚温泉）
問川棚温泉観光協会
（☎772-0296）

カ

ン

モ

ン

ダ

ン

ス

ウ エ イ ブ

KANMON DANCE WAVE
3つのダンスジャンルで頂点を決める本格派ダンスコ
ンテスト。おしゃれなキッチンカーも大集結。食事と
ダンスパフォーマンスを楽しみながらアップテンポな
ひと時を満喫してみませんか？
日3月19日＝15時〜17
時、3月20日＝10時 〜
18時 所オーヴィジョ
ン海峡ゆめ広場
問産業振興課
（☎231-1220）

しものせきクルーズフェスタ

日3月19・20日
所シーモール
（竹崎町四丁目）
内①基調講演＆パネルディスカッション
※19日 13時30分〜16時30分 ▷パネリスト＝山口
直彦氏
（商船三井客船代表取締役社長）、オリビエロモ
レリ氏
（ＭＳＣクルーズジャパン代表取締役社長）、糸
川雄介氏
（日本国際クルーズ協議会副会長／シルバー
シー・クルーズ日本・韓国支社長）、中島秀二氏（ＪＴ
Ｂクルーズマスター）、沖田一弘氏（みなと総合研究財
団首席研究員兼クルーズ総合研究所副所長）
②クイズラリー ③船社ＰＲブース ④ミニシアター
でのクルーズ映像紹介 ⑤クルーズ入門講座 ⑥ク
ルーズ関連グッズ抽選会等
定①100人
（抽選） ④⑤70人／回（先着順）
申①3月16日
（水／必着）までに、ファクスかメールで、
必（9㌻）
◯
を港湾局振興課
（〒750-0066東大和町一丁目
10番50号 Bcruise@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）
へ。
②〜⑥申し込み不要（当日参加可）
問港湾局振興課
（☎231-1277 6233-0860）

日4月9日（土）
10時（8時50分から受け付け）
内道の駅蛍街道西ノ市〜豊田農業公園みのりの丘（ス
タート・ゴール） ※2コース有 定150人（先着順）
料中学生以上1,000円、小学生以下500円
（保険料含む）
持健康保険証、雨具、水筒
申3月1日〜31日に電話かファクスで梨の花ウォーク
実行委員会（☎767-0241 6766-0377）へ。
※内容・時間・定員を変更する場合や中止する場合が
あります
問道の駅蛍街道西ノ市（☎767-0241）

関門海峡を望む火の山ウォーク
さまざまな歴史の舞台となった関門海峡、みもすそ川
公園、火の山などを巡ります。約2㎞を、観光ガイド
が案内します。
日4月3日（日）
10時〜12時 ※9時40分集合
所集合場所＝関門トンネル人道下関側入口前
定20人（要予約）
申3月29日（火）までに、電話で観光政策課へ。
※マスク着用必須。当日検温実施
問観光政策課（☎231-1350）

ピーターラビット™ハッピー
イースター＆120th Birthday！
期3月18日〜4月17日 9時〜
17時 内イースターとピー
ターラビットの絵本出版120
周年を記念したパネル展。
▷ピーター撮影会＝4月9・
10日 11時30分、13時
▷エッグハント＝4月16・17日
▷お絵かきコーナー、イースターエッグづくり、クイ
ズラリーなど毎日イベントが盛りだくさん。
所問旧下関英国領事館（☎235-1906）

チヌダービー大会
対魚釣り入園者でエントリーした方
期3月2日〜28日
内期間中に釣りあげたチヌの重さを競います（期間中
に釣れた総重量）。※1位〜3位、とび賞あり。同じ重
さの場合は受け付けの早い方が上位。釣った魚は無料
で持ち帰り可（氷の販売あり） 料入園料
申釣れた魚を所定の場所で計量してエント
リーしてください。1人1エントリーとして、
期間中の記録更新は何度でもOK。
所問下関フィッシングパーク
（☎286-5210）
Shimonoseki City Public Relations 2022.03
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イベント
野村佐紀子 写真展「海」

生涯学習プラザのイベント

下関市出身の写真家野村佐紀子による故郷で初の本格
的な個展。代表作など150点を紹介。期3月27日
（日）
まで
月曜日
（祝日を除く） 料一般1200円、大学生960円
●講演会
「野村佐紀子の写真について」
日3月13日
（日）
13時30分
師河野通孝氏
（山口県立美術館
副館長） 定30人
（先着順）
必（9㌻）
申直接か電話で◯
を市立
美術館へ。
▲「GO WEST」
（2019年）より
所問市立美術館
（☎245-4131） ©Sakiko Nomura

山縣有朋没後100年記念常設企画展
「高杉晋作と山縣有朋」

歴史ウォーク（滝部編）
豊北郷土文化友の会の先生が、滝部の史跡を案内しま
す。皆さんと一緒に、烈婦登波碑、村田記念公園、中
山弾正の墓など約9㎞を歩きます。
日3月5日
（土）
8時30分 ※雨天時は3月6日
（日）
へ順延
所▷集合場所＝豊北歴史民俗資料館
料200円
（資料代を含む）
必（9㌻）
申前日までに、電話かファクス、はがきで、◯
を豊北郷土文化友の会（〒759-5511豊北町滝部757
番地 ☎6782-0352 熊井清雄方）へ。
問太翔館
（☎782-1651）
れっ ぷ

と

わ

海 峡 の 友

北九州市と下関市の
情報交換コーナー

矢口高雄展 夢を見て 描き続けて

▲
「平成版 釣りキチ三平
総集編2」表紙©矢口プロ

「釣りキチ三平」
「マ
タギ」などで自然と
野性をダイナミッ
クかつ緻密に描き、
惜しまれつつ2020
年に逝去した マ ン
ガ 家、 矢 口高雄の
画 業を、膨 大 な 原
画とともに振り返
る回顧展です。
会場では、抽選で
プレゼントが当た
るクイズも実施。

期3月12日 〜5月15日11時 〜19時（ 入 館18時
30分まで）
火曜日
（3月29日、5月3日は開館）
所北九州市漫画ミュージアム
（北九州市小倉北
区浅野二丁目 あるあるCity5階）
料一般800円、中・高生400円、小学生200円
問北九州市市民文化スポーツ局
漫画ミュージアム事務局（☎093-512-5077）
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市報しものせき 令和４年 ３月号

●マリンバミニコンサート
「うれしいひなまつり」
「トルコ行進曲」などを演奏。
日3月3日（木）
12時15分〜12時45分
所海のホールホワイエ
※状況により入場を制限する場合があります
●ザ・クロマニヨンズ ツアー
「SIX KICKS ROCK&ROLL」
日3月21日（月）
18時30分 所海のホール
料全席指定 6,800円 ※未就学児入場不可
※チケットは、生涯学習プラザほかで販売
問生涯学習プラザ（☎231-1234）

山縣有朋没後100年を記念した企画展
です。
高杉と山縣の交流や、2人にとってゆ
かりの深い下関に、思いを巡らせてい
ただければ幸いです。
期3月23日〜6月19日
月曜日、祝日の翌日
料一般300円、大学生等200円
※市内在住の65歳以上の方150円
問東行記念館（☎284-0212）

歴史博物館企画展
「武者の世のはじまりー鎌倉時代の下関」
●歴史博物館企画展
「武者の世のはじまり―鎌倉時代の下関」
鎌倉時代における北条氏を中心とした武士の活動や永
富（武久）氏など下関ゆかりの人々を紹介します。
期3月11日〜5月8日
月曜日（3月21日は開館）、3月22日
料一般210円、大学生等100円
●関連ミニ特別展
①「下関の武士たち―永富（武久）氏の鎌倉時代」
日3月23・27日、4月6・9日
②「鎌倉時代の終焉と下関―豊田氏・厚東氏・大内氏」
日4月17・20・23・27日
※各日10時30分〜11時30分
※各回とも内容は同じ
師岡松仁（歴史博物館
学芸員）
定各回20人（先着順）
申3月1日
（火）
9時30分
から、直接か電話で歴
史博物館へ。
各日定員に達し次第受
け付け終了。
料300円
問歴史博物館
（☎241-1080）
▲
「源平合戦図屏風」
（部分）

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

ステーション

情報S tation
ヘルシーランド下関
教室受講者募集

勤労福祉施設の講座
●ユーパル下関（☎267-1146）
▷ラージボール卓球教室 ▷シェイプアップヨガ ▷
ストレッチーズと健康体操 ▷「胡先生の」家庭でつく
れる薬膳中国料理 ▷旬の食材アイデア料理 ▷簡単
お家で手作りパン ▷おいしく健康に韓国料理
〔無料体験講座〕
▷3月13日（日）シェイプアップヨガ
▷3月16日（水）ラージボール卓球教室
▷3月20日（日）ストレッチーズと健康体操

●子ども対象
（先着順）
＝空手護身術体験会、お花見と
竹ごはん作り ●子ども対象（抽選）
＝ダンス、ミニト
ランポリン、カラダづくり、リトミック、体操 ●大
人対象
（先着順）
＝脳元気ほか ●大人対象（抽選）
＝ピ
ラティス、ヨガほか ※詳しくはヘルシーランド下関
HPで確認するか、問い合わせを
問ヘルシーランド下関（☎256-6926）
◀ヘルシーランド
下関HP

◀運動教室
メールフォーム

●アクティブセンター（☎248-5510）
▷からだ調整ヨーガ ▷太極拳（初心者コース） ▷セ
ルフコンディショニング ▷からだ調整ピラティス
▷英会話ビギナーズ ▷お腹すっきり！骨盤体操 ▷
坂田輝美のヨーガ

講

座

●勤労福祉会館（☎223-2171）
▷ふれあい卓球教室 ▷太極拳教室 ▷書道講座 ▷
韓国語講座 ▷宅地建物取引士講座 ▷FP2級試験前
対策講座
※詳しくは各施設のHPで確認するか問い合わせを
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

市内体育施設の運動教室
施設名

教室名
① おげんき体操2022

問彦島体育館
☎6266-2226 ② 子供トランポリン運動教室
③【体験会】
ラクに歩けるカラダづくり

問長府体育館
☎245-5010

期間
4月7日〜3月30日
5月6日〜10月21日

曜日
木

時間

料金

14 : 00 1,200円／月

幼児
金 15 : 45
6,000円／全10回
（第1・
小学生
第3）
:
17 00

定員
30人
幼児
10人
小学生
15人

3月11日

金

9 : 30 500円／1回

10人

④【体験会】
3月17日
いつまでも動けるカラダづくり

木

10 : 30 500円／1回

10人

⑤【体験会】
あさ活ぷらす1

3月25日

金

11 : 00

300円／1回

10人

⑥ ラクに歩けるカラダづくり

4月15日〜3月

金

9 : 30 1,500円／月

10人

⑦ いつまでも動けるカラダづくり 4月21日〜3月

木

⑧ あさ活ぷらす1

4月15日〜3月

金

⑨ ヨガ教室

4月7日〜3月16日

木

4月12日〜3月28日

火

4月12日〜3月28日

火

14 : 00 800円／1回

金

4月〜6月 4,200円／全6回
10 : 00
9月〜12月 5,600円／全8回

⑩ リンパコンディショニング
問下関市体育館
⑪ 姿勢コンディショニング
☎231-2721
6231-2722
⑫ 健康なカラダ作りにトライ

4月15日〜12月23日

10 : 30 750円／月
11 : 00

500円／1回

13 : 30
750円／1回
19 : 15

10 : 30 1,500円／月

10人
10人
10人
10人
10人
10人

共対①③〜⑫市内在住の18歳以上の方 ②市内在住の幼児（年中・年長）、小学生と保護者
共持①②⑫運動可能な服装、飲料水、タオル、体育館シューズ ③④⑥⑦⑨⑩⑪ヨガマット、バスタオル、運動
可能な服装、飲料水、タオル ⑤⑧運動可能な服装、飲料水、タオル
共申①②直接か電話、ファクスで彦島体育館へ。③〜⑨直接か電話で長府体育館へ。⑩~⑫直接か電話、ファクス
で下関市体育館へ。
Shimonoseki City Public Relations 2022.03
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イベント
講 座
ユネスコ英会話教室（前期）
受講生募集

野球塾in下関

日金曜日 ▷A上級＝10時30分〜11時50分 ▷B中
級 ＝12時 〜13時20分 ▷C初 級 進 級 ＝13時30分 〜
14時50分 ▷D初級基礎＝15時〜16時20分
所勤労福祉会館 師▷ABクラス＝ローレンス・チヴ
ァス ▷CDクラス＝エンベルグ豊子
料月額3,500円、会費等年額4,000円
（半年分一括納入）
必
申往復はがきで◯（9㌻）と希望クラス（A〜D）を、生
涯学習課
（〒751-0830幡生新町1番1号）へ。
問生涯学習課
（☎231-2054）

下関韓国教育院
韓国語・韓国文化講座受講生募集
期令和4年4月〜令和5年3月
所下関韓国教育院
（東大和町二丁目）、小月、小野田、
宇部、山口 ※講座ごとに日時・場所が異なります
内韓国語初級・中級・上級、韓国文化講座など
料光熱費として50分講座は5,000円（年額）、90分講
座は10,000円
（年額）が必要。
申講座の種類、日時、場所を下関韓国教育院（☎2681404）
に確認の上、申し込みを。
問国際課
（☎231-9653）

しものせき環境みらい館の
リサイクル教室（4月）
▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

【新規講座】
●裂き織り講座 4カ月コースで習得します
日4月1日〜7月15日
（月2回金曜日/全8回）10時〜12時
定7人
（先着順） 料1,000円
●染色講座 藍染でＴシャツを染めよう！
日4月8日
（金）13時〜15時30分
定5人
（先着順） 料1,000円（材料費別）
●着付け講座 6カ月コースで習得します
日4月12日〜9月27日
（月2回火曜日/全12回）10時〜12時
定4人
（先着順） 料6,000円（初回時一括払い）
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市報しものせき 令和４年 ３月号

場所

開催日

時間

リハビリスタッフによる体の
月2回（第2・ 18 : 00〜
県立下関武道館
使い方指導
第4火曜日） 20 : 00

定30人
料月会費5,000円
（全3回）
、入塾費
（入会時のみ5,000円）
申直接か電話でオーヴィジョンスタジアム下関へ。詳
しくはミズノHPで確認を。
問オーヴィジョンスタジアム下関（☎259-8070）

スポーツフィールドやまぐち促進事業
「自転車教室」バイク&キャンプ講習会
講師の指導のもと、マウンテンバイクの基本的なスキ
ルを学ぶことができます。
対高校生以上の市内在住の方
日3月19日13時〜20日12時
所深坂自然の森、森の家下関 定20人（先着順）
料2,000円 申開催要項（森の家下関HP掲載）を参照
の上、3月11日（金/必着）までに、ファクスかメールで、
専用申込用紙を森の家下関（6258-4862 Binfo@
feelkankyo.com）へ。
問スポーツ振興課（☎231-2729）

森の家下関の催し

●10時 〜12時
1・15日 ＝ 裂 き 織 り
2・16日
＝布のリフォーム
6・20日＝布あそび
7・21
日＝古布で小物
12日＝廃油石けん
12・26日
＝着付け
14・28日＝パッチワーク
●10時〜14時
5・19日＝組みひも・お針箱
●13時〜15時30分
8日＝染色
13・27日＝表具
20・22日＝古布でぞうり 料参加料
（600円〜1,500円）

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）

内容

柴原氏（元ソフトバンクホーク オーヴィジョン
17 : 00〜
月1回（平日）
ス選手）による技術指導
スタジアム下関
20 : 00

た

①深坂焚き火の森
対20歳以上
日4月2日（土）
18時30分〜22時
所深坂自然の森
内焚き火を囲んだ交流会
定32人（先着）
料1,000円
申3月31日（木）までに、電話で山中プロダクション（☎
090-8247-4407）へ。
②みさかアウトドアクッキング
日4月10日（日）
10時〜15時 所深坂自然の森
内アウトドアクッキング（中学生未満は保護者同伴）
定15人（抽選）
料1,200円（小学3年生以下は800円）
申3月15日（火／必着）までに、専用申込用紙を郵送、
ファクスまたはメールで、森の家下関（〒759-6602
大 字 蒲 生 野 字 深 坂、
Binfo@feelkankyo.
com）へ。
問森の家下関
（☎259-8555
6258-4862）

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

ステーション

情報S tation

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種
は受けましたか？

犬・猫の譲渡会、譲渡前講習会
日3月6・20・24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（62566950 Bhkdoubut＠city.shimonose
ki.yamaguchi.jp）
へ。
※詳しくは問い合わせを
問動物愛護管理センター
（☎263-1125）

対過去に接種歴がなく次に該当する市内に住民票があ
る 方 ① 令 和4年4月1日 現 在 で65、70、75、80、
85、90、95、100歳の方（対象年度内であれば年齢
に達していなくても可） ②60歳〜64歳の心臓・腎
臓・呼吸器に障害のある方（身体障害者手帳1級程度）
※定期接種としては生涯1回。期間を過ぎた場合や2
回目以降を希望の場合は任意接種（全額自己負担）
期3月31日
（木）
まで 料2,850円 持②身体障害者手帳
申かかりつけ医に問い合わせを。
問健康推進課（☎231-2664）

3月の健康スローガン

無料でエイズ検査を受けてみませんか？

見つけよう
自分のストレス
発散方法

保

健

日原則第2・4月曜日＝15時30分〜16時（要予約）
16時〜16時30分（予約不要） ※日にち指定あり
所市役所本庁舎西棟3階下関保健所
内血液検査
※匿名可。感染の可能性のある機会から3カ月以上た
って検査を受けなければ、正しい判定ができません。
結果は、直接口頭でお知らせします
（電話での照会不可）
※梅毒・クラミジアの検査も併せて受けることができ
ます
問保健医療政策課（☎231-1530）

4月の犬の登録と狂犬病予防集合注射
犬の登録と狂犬病予防集合注射を行いますので、犬を
飼っている方は都合の良い会場で接種してください。
狂犬病予防法により生後90日を経過した犬を飼って
いる方は、室内室外飼育に関係なく、犬の登録（犬の
生涯に1回）と犬への狂犬病予防注射の接種（1年に1
回）
をしなければなりません。
※首輪を緩めず、しっかりと締めて犬を押さえられる
方が連れて来てください
※時間などの詳細は、3月下旬にお手元に届く通知は
がきか市HPで確認を。はがきが届かない方はセンター
へ連絡を
※今回は本庁管内の日程を掲載しています。各総合支
所管内の日程は、市報4月号に掲載予定です
料（一匹当たり）▷注射料金2,500円 ▷注射済票交付
手数料600円 ▷登録手数料3,100円（未登録の犬）
集合注射の期間中は、市と協定を締結している動物病
院でも同じ金額で注射ができます。事前に各動物病院
に問い合わせを。
持集合注射通知はがき、市外から下関市へ転入手続き
をされる場合は、転出元の自治体の鑑札
（ない場合は
再交付手数料として1,650円必要）。
●次の場合、センターに連絡を
▷飼い犬の死亡、行方不明
▷飼い主の変更・住所変更

問動物愛護管理センター（☎263‒1125）
日
4

会

場

▷中央霊園駐車場（管理事務所付近） ▷王司公民館
民館 ▷吉田公民館 ▷王喜公民館 ▷清末公民館

▷小月公

▷県総合庁舎車庫（下関県税事務所） ▷奥小路公園（幸町） ▷
6 オーヴィジョン海峡ゆめ広場 ▷向井中央公園（彦島向井町二
丁目） ▷塩浜中央公園
（市営彦島塩浜住宅付近） ▷玄洋公民館
▷園芸センター（長安線側大駐車場） ▷新垢田南公園（新垢田
南町三丁目） ▷下関市リサイクルプラザ（しものせき環境みら
8
い館） ▷幡生宮の下近隣公園 ▷教育センター（幡生新町）
▷北部公民館
▷角倉公園（彦島角倉町四丁目） ▷彦島地区公園駐車場（彦島
11 体育館） ▷彦島公民館 ▷綾羅木海浜公園（綾羅木新町二丁
目） ▷安岡公民館 ▷園芸センター（長安線側大駐車場）
▷中六波町運動広場（長府中六波町） ▷浜浦1号公園（長府浜
浦町） ▷観光レンタカー下関（前田一丁目） ▷あるかぽーと
12 （ロンドンバス付近） ▷下関運動公園（下関陸上競技場前） ▷
下関市民センター臨時駐車場 ▷西部公民館 ▷桜山近隣公園
（上新地町二丁目）
14

▷川中公民館 ▷川中公民館分館
丁目） ▷内日公民館

▷安岡地区公園（安岡町四

▷勝谷中央公園（勝谷新町西町民館向かい） ▷一の宮公園グラ
15 ウンド（一の宮町四丁目） ▷川中豊町児童公園（川中豊町六丁
目） ▷吉見公民館 ▷吉母公民館
18

▷勝山公民館
▷長府公民館

▷田倉公園（田倉町民館付近） ▷長府東公民館
▷長府庭園駐車場（美術館側）
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イベント
保 健
健診（検診）を受けましょう

不妊治療費を助成します

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若年基本健康診査／②骨粗しょう症検診
対①市内在住の18歳〜39歳の方 ②市内在住の20、
25、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性
日3月7・14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①②合わせて18人 料①
1,200円 ②300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）

こころの健康の不調に気をつけましょう
〜3月は自殺対策強化月間です〜
3月は卒業や転職、転勤など、生活環境が大きく変わ
ることも多く、悩みやストレスを抱えやすい時期と言
われています。
自殺は個人の意思や選択の結果ではなく、さまざまな
悩みにより追い込まれた末の死です。
「気づき」
「つなぎ」
「見守り」を大切にし、身近な人のこ
ころの不調にできるだけ早く気付き、自殺予防につな
げましょう。
●自殺予防啓発キャンペーン
自殺予防パネル展示と啓発用リーフレットの配布
自殺の現状や対応方法、心の病に関することなどを紹
介しています。
期3月1日〜31日 所中央図書館5階、各総合支所
●暮らしとこころの合同相談会
日3月6日
（日）
10時〜16時
所県総合保健会館1階研修室
（山口市吉敷下東町三丁目）
内①弁護士による相談
（多重債務、労働、ＤＶ等の日
常生活上の法的問題に関すること）
②こころの健康相談（こころの病気や心身の不調等の
健康に関すること）
申事前に電話で
①県弁護士会宇部地区会（☎0836-21-7818）
②県精神保健福祉センター（☎083-902-2672）へ
問健康推進課
（☎231-1419）

相談窓口
15

対市内に住民票があり、令和3年度中に不妊治療を受
けている夫婦
内▷一般不妊治療費助成制度 ▷特定不妊治療費助成
制度 ▷人工授精費助成制度
※申請の条件や助成金額は、市HPで確認を
申3月31日（木）までに、健康推進課または各保健セン
ターへ。※治療の終了日が令和4年3月末の
方は、3月31日（木）までに、直接か電話で
健康推進課へ相談を
問健康推進課（☎231-1447）

「ヤングテレホン下関」
相談窓口のご利用を
青少年の悩み（いじめ、不登校、ひきこもり、友人・
家族・異性関係、進路、健康、性など）の相談に電話
やメール、面談で応じています。
1人で悩まないで気軽に相談してください。
相談に関わる秘密は守られますので、安心して相談し
てください。
あなたからの心の声を待っています。
日平日11時〜19時（祝日除く）
●電話相談
（☎231-7838）
●メール相談
（Bkisoudan@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）
※メールでの相談は、パソコンからのメール返信を受
信できるように環境設定をお願いします
●面談相談
※要予約
問生涯学習課（☎231-7968）

行政・人権・
社会保険相談

●弁護士無料法律相談（要予約） ①市民相談所（☎231-3730）＝日月・木曜日9時〜16時
3月21・31日 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。
②豊北総合支所（☎782-1917）＝日3月18日（金）
13時〜16時 定6人（先
着順） 申3月1日〜18日に、電話で豊北総合支所へ。
●市民相談所一般相談（☎231-3730） 日平日9時〜16時
市では、このほか
にも各種相談窓口
●消費生活センター
（☎231-1270）
…日平日8時30分〜16時30分
を設置しています。
1人で悩まず、気
●行政相談…山口行政監視行政相談センター
（☎083-932-1100）
軽に相談を
●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）

こころの
健康相談

日①3月23日
（水）
／豊北保健センター ②3月25日
（金）／市役所本庁舎
西棟3階 いずれも13時〜16時 申①3月18日
（金） ②3月22日
（火）
ま
でに電話で健康推進課へ。問健康推進課
（☎231-1419）

日常生活に
関する問題
消費生活相談
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菊川温泉プール
水泳教室 受講者募集
コース名
①②
小学生の
クロール
③④⑤幼児
水泳
（年少
から年長）

日時（各50分）
定員（抽選）
料金
4月9日〜10月22日
①②各16人 ①②③④
の土曜日
2万円
:
:
①10 10 ②11 10
（分割可）
③12 : 15 ④13 : 20
4月18日〜6月20日 ③④各12人
⑤8,000円
⑤10人
の月曜日 ⑤15 : 30

共申3月15日
（火／必着）までに、直接か往復はがきで
必（9㌻）
◯
を菊川温泉プール（〒750-0317菊川町大字
下岡枝547番地1）
へ。
所問菊川温泉プール（☎288-2022）

こど
も

病気の子どもを一時的に預かります
（病児保育）
対0歳〜小学6年生の病気の子ども 日平日＝8時〜18
時、土曜日＝8時〜14時
日曜日、祝日など
所▷すこやかルーム
（ う め だ 小 児 科 医 院 ／ ☎2455691） ▷わかば病児保育所
（よしみず病院／☎2330548） ▷おひさまキッズハウス
（青葉こどもクリニ
ック／☎256-2865） ▷病児保育室ここいえ
（かねは
ら小児科／☎250-9876） 料
（1日）市民税課税世帯
…2,000円、市民税非課税世帯など…1,000円
申事前に登録申請書を提出 ※詳しくは問い合わせを
問子育て政策課
（☎231-1353）

福祉医療費受給者証（子ども用）
を送付します
対市内在住の小学1年生〜中学3年生（平成19年4月2
日〜平成28年4月1日生まれ）
※生活保護受給者、ひとり親家庭等医療費助成制度対
象者、重度心身障害者医療費助成制度対象者など、他
制度で助成される方を除く
内▷所得制限なし ▷医療保険適用の自己負担額の3
分の1を助成
（食事代を除く） ▷4月1日から令和5年
3月31日まで有効 ▷事前手続き不要。3月下旬に受
給者証を送付
問こども家庭支援課（☎231-1928）

子育て世帯各種給付金の申請は
お済みですか？
子育て世帯への給付金の申請がお済みでない方は、お
早めに手続きを。※市からの児童手当受給者を除く
申申請期限＝▷高校生・公務員等／3月15日
（火／必着）
▷新生児／4月15日（金／必着）
※令和4年3月31日までに生まれた新生児は、速やか
に手続きを ※児童と別居の方などは、問い合わせを
①子育て世帯への
臨時特別給付金

（高校生・公務員等）

②子育て世帯応援
特別給付金

（高校生・公務員等）

問こども家庭支援課（☎227-2142）

しものせき市民活動センター
春休み 子ども塾
いろいろな活動（手話・茶道・ボッチャ・万華鏡づくり・
おもしろ科学教室）を通じて、子どもたちの興味や関
心の幅を広げます。
対小学生
日3月27日（日）
10時〜12時30分
定50人（先着順） ※新型コロナウイルス感染状況に
より定員を変更する場合があります
申電話でしものせき市民活動センターへ。
所問しものせき市民活動センター（☎231-1826）

児童館＆ふくふくこども館のイベント
●ゆたか児童館
（☎253-8281）
▷育児支援教室＝日3月4日（金）
10時30分
●ひかり童夢
（☎229-0980）
▷親子エアロビクス＝対乳幼児と保護者 日3月7日
（月）
11時20分 ▷親子リトミック＝対乳幼児と保護者
日3月25日（金）
11時20分
●ひこまる
（☎266-3321）
▷ひなまつり＝対乳幼児と保護者 日3月3日
（木）
11時
定親子20組 申直接か電話で
●宇賀児童館
（☎776-0001）
▷保健師の育児相談＆親子リトミック＝対乳幼児と保
護者 日3月11日
（金）
10時30分 ▷段ボール相撲で遊
ぼう＝対幼児と保護者、小学生 日3月12日
（土）
11時
▷体操教室＝対幼児と保護者、小学生 日3月19日
（土）
13時30分 持お茶、タオル
●ふくふくこども館
（☎227-2581）
▷屋上であそぼう！＝日土曜日 11時30分〜12時30分
内三輪車やスクーターなどの玩具で元気に遊ぼう！
（雨天・荒天中止）
▷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
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イベント
福 祉

こども

就学のため国保加入世帯から
転出した場合
国民健康保険は住所地での加入が原則ですが、大学進
学等、就学のために住民票を市外に移している場合は、
もとの世帯に属するものとみなし、学生用の保険証を
交付します。
持在学証明書、学生のマイナンバーがわかるもの、窓
口に来られる方の本人確認ができる書類 申保険年金
課、各総合支所、本庁の各支所 ※有効期限が令和4
年3月31日の学生用保険証の交付を受けている世帯に
は、更新・脱退に関する照会文書を3月中に送付します
問保険年金課
（☎231-1930）

後期高齢者医療制度の窓口負担割合が
見直され2割負担が導入されます
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、
現役並み所得者
（窓口負担3割）を除き、医療費の窓口
負担が2割になります。
※これにより負担割合は、1割・2割・3割の三種類と
なります
●2割負担の対象となる方
世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が最大の
方の課税所得が、28万円以上145万円未満の方で、
「年金収入＋その他合計所得金額」が200万円以上（後
期高齢者が2人以上の世帯は、合計で320万円以上）
であれば2割負担。
※判定に遺族年金や障害年金は含みません
●2割負担の方への配慮措置（3年間）
1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負
担増加額を3,000円までに抑え、差額を高額療養費と
して払い戻します。
※この手続き
（口座情報登録等）は書類で行います。
ATM操作の依頼などは絶対にありませんので、不審
な電話や訪問にご注意ください
●窓口負担割合見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、
医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約4割
は現役世代
（子や孫）の負担（支援金）となっており、今
後も拡大していく見通しです。
今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険
を未来につないでいくためのものです。
ご理解とご協力をお願いいたします。
▷詳細＝厚生労働省コールセンター
（☎0120-002-719）
県後期高齢者医療広域連合（☎083-921-7111）
問保険年金課
（☎231-1306）
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市報しものせき 令和４年 ３月号

高齢者健康づくり活動住民グループ
に助成します
対次の二つの要件を満たす法人格を持たない住民グ
ループ ▷高齢者の運動機能の維持と向上を目的とす
る体操教室を月1回以上自主的に開催 ▷65歳以上の
方10人以上で構成 申4月5日（火）までに、所定の申
請書、活動計画書、収支予算書、団体規約か会則、団
体登録シート、参加者名簿を長寿支援課へ。
※申請書などは長寿支援課、各総合支所市民生活課に
設置。市HPからもダウンロード可
※補助金額など、詳しくは問い合わせを
問長寿支援課（☎231-1340）

にこにこスポーツデー参加者募集
対障害者1人以上を含む3人のグループ
日3月20日（日） ▷ロングの部＝9時20分 ▷ショー
トの部＝11時
内ボッチャのボールを使用したレクリエーションゲーム
定各12組（抽選）
持動きやすい服装、体育館シューズ
申3月8日（火）までに直接かファクスで所定の申込用
紙をセンターへ。※申込用紙はセンターに設置
所問障害者スポーツセンター
（☎232-1846 6227-2555）

福

祉

介護保険サービスの利用を希望する方
は認定申請を
対市内に住所がある、昭和32年4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）

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

ステーション

情報S tation
軽自動車などの
廃車手続きは4月1日までに

ツール・ド・しものせき2021開催

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。
廃車予定の車両、使用していなくてもナンバープレー
トが付いたままの原動機付自転車、農耕作業車両なども、
4月1日までに廃車手続きをしなければ、令和4年度の
軽自動車税が年税として課税されます
（月割制度なし）
。
自動車リサイクル法に基づいて解体処理をした場合は、
「引取証明書」
の引き取り日が廃車日とみなされます。
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）

山陰・豊田方面を中心に多数の自転車が通行します。
メイン会場周辺や沿道に住んでいる方、ドライバーの
方には大変ご迷惑をお掛けします。安全対策と新型コ
ロナウイルス感染症対策に努めますので、ご理解とご
協力をよろしくお願いします。
日3月27日（日）8時〜17時
所安岡地区公園（メイン会場）、市内一円（コース）
※深坂自然の森内林道の一部を車両通行止めにします
問スポーツ振興課（☎231-2729）

ねんりんピック山口2022「美術展」
出品作品の募集

お知
らせ

対60歳以上のアマチュアの方
内▷展示期間＝6月4日〜6日
▷展示場所=防府市地域交流センター
（防府市戎町一丁目）
▷募集作品部門＝日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写
真 ※未発表の作品に限ります
申3月24日（木）までに、所定の出品票を長寿支援課、
各総合支所市民生活課、市社会福祉協議会へ。
※出品票は各申込先に設置。市HPからも
ダウンロード可
問長寿支援課（☎231-1168）

市税の納め忘れはないですか？
市税は市の重要な財源です。納めら
れた市税は、市民の皆さんの生活環
境や福祉の向上に役立てられます。
納め忘れのないよう早めの納付を心
掛けましょう。
■どこで納税するの？
市内各金融機関、納税課、各総合支
所などで納税できます。納税には、
口座振替が便利です。納税義務者の
印鑑、通帳印、預貯金通帳、納税通
知書を持参して、預貯金口座のある
金融機関で手続きを。
■夜間や休日に納税したい
全国の主なコンビニエンスストアで
納付できます。納期内であれば、夜
間や休日でも手数料不要です。スマー
トフォンのアプリ
「PayB」
「LINEPay」
「楽天銀行コンビニ支払サービス」
「PayPay」では、納付書に印刷され
ている
「コンビニ納付用バーコード」
をスマートフォンで読み取ることで
即座に納付できます。
■滞納するとどうなるの？
督促状を送付します。督促状の送付
があると、税金に加え、督促手数料

問納税課（☎231-1802）

100円の納付が必要です。納期限ま ①督促＝納期限までに完納しない場
でに納めた人との税負担の公平性を 合は、督促状を送付し、納付を促し
保つために、延滞金も加算されます。 ます。
納期限までに納付されていない方に ②差し押さえ＝督促しても納税がな
対しては、市税コールセンターから い場合、財産を差し押さえます。差
電話による納付の呼び掛けを行って し押さえの際、滞納者の自宅などを
います。
捜索することもあります。
■延滞金の割合は？
【差し押さえ執行状況】
納期限の翌日から納付の日までの日
令和2年度
令和3年度
数に応じ、次の割合で計算します。
債権
2,447件
1,684件
延滞金

不動産
自動車
動産
計

令和3年中 令和4年中

納期限の翌日
から1カ月以内

年2.5％

年2.4％

上記の期間後

年8.8％

年8.7％

■滞納が続くとどうなるの？
税負担の公平性と市税収入を確保す
るため、滞納が続く場合、滞納処分
を実施します。財産（給与・預貯金
などの債権、不動産、自動車、動産）
を差し押さえ、不動産、自動車、動
産は公売などで金銭に換えて滞納市
税に充てることもあります。
やむを得ない事情により一度に納付
が難しい場合は早めに相談を。

8件
0件
1件
2,456件

8件
0件
1件
1,693件

※令和3年度は令和3年12月末現在
③公売＝差し押さえた財産について、
インターネット公売を導入して積極
的な公売に努めています。
【公売施行状況】
令和2年度
公売回数
1回
対象物件数
1件
売却決定件数
1件
売却決定価額 5,190,000円

令和3年度
1回
1件
0件
0円

※令和3年度は令和3年12月末現在
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イベント
お知らせ
老人クラブに参加しませんか

行事・イベントの中止など

老人クラブは、高齢者の生きがいづくりと健康づくり
を目的に、明るい長寿社会づくりに資する社会活動を
しています。
現在、78クラブが老人クラブ連合会に加入し、各地
域で地域社会活動、教養活動、健康増進活動などを行
っています。
対市内在住のおおむね60歳以上の方 料会費あり
申電話で市老人クラブ連合会事務局
（☎223-3080）
へ。
※月・木曜日の午前中のみ対応可
問長寿支援課
（☎231-1168）

ごみ収集カレンダーが4月から変わります
これまでの
「ごみ収集カレンダー」に
「しものせきごみ
百科」の情報の一部を加え、より利用しやすい「令和4
年度ごみの分け方・出し方ガイド」としてリニューア
ルしました。市報3月号とともに、各家庭へ配布します。
クリーン推進課、本庁（市民サービス課）、お住まいの
地区の各総合支所市民生活課、本庁の各支所、サテラ
イトオフィスの窓口でもお渡しできます。
※クリーン推進課と本庁（市民サービス課）は全地区の
当ガイドを取り扱っています
問クリーン推進課
（☎252-7165）

ごみ収集車への有料広告を募集

中央霊園行きのバス時刻表
【3月18日〜21日】
主要停留所

下関駅

唐戸

新下関駅

中央
霊園前
8：59

臨時便（3月18日〜21日）

8：10

8：17

8：43

毎日運行

8：36

8：43

9：09

9：31

毎日運行

9：20

9：27

9：53

10：15

臨時便（3月19日〜21日） 10：45

10：52

11：18

11：34

■土日祝運休

10：45

10：52

11：18

11：40

毎日運行

12：22

12：29

12：55

13：17

市報しものせき 令和４年 ３月号

海洋少年団やボーイスカウト、
ガールスカウトの団員募集
●海洋少年団＝対市内在住、在学の小学2年生〜6年生
申電話で海洋少年団（☎090-1356-1223）へ。
●ボーイスカウト＝対幼稚園・保育園年長以上の男女
申電話で下関第7団事務局（☎090-9504-9907）、下
関第11団事務局（☎246-1860）へ。
●ガールスカウト＝対幼稚園・保育園年中以上の女性
申電話で山口県第30団事務局（☎252-3161）へ。
※会費など、詳しくは各団体へ問い合わせを
問生涯学習課（☎231-7968）

昭和18年3月18日に世界で初めて点字ブロックが設
置されたことから、この日が点字ブロックの日になり
ました。
点字ブロックは視覚障害者にとって、外出の際の重要
な情報源です。
点字ブロックの上に物を置いたり、点字ブロックの上
で立ち話をすると、視覚障害者の歩行の妨げになりま
すので、気を付けましょう。
問障害者支援課（☎231-1917）

聞こえない方の意思疎通を支援します

※上記停留所だけでなく、各停留所に停車します
問生活安全課
（☎231-1520）
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※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

3月18日は点字ブロックの日

企業名や商品のPR、イメージアップなどのために広
告を掲出していただける企業・団体などを募集します。
内▷広告媒体＝環境部所管のごみ収集車
※ごみ収集車の荷箱部の両側面・後方面に、特殊フィ
ルムなどで貼り付け
▷掲出期間＝令和5年3月31日まで
▷広告掲出料＝1台当たり月額5,230円〜15,700円
※掲出場所により異なります
申随時募集 ※詳しくは問い合わせを
問クリーン推進課
（☎252-7165）

運行日

▷維新・海峡ウォーク ※開催を延期します。延期日
程などは、決まり次第お知らせします／問スポーツ振
興課（☎231-2729）

●障害者支援課、社会福祉協議会（社会福祉センター）
には手話通訳者が常駐しています。
●障害者支援課では、聞こえない方の用務先に手話通
訳者、要約筆記者の派遣を行っています。医療、研修、
講演、事務手続き、相談ごとなどに利用できますので、
早めにご相談ください。
※要約筆記とは、その場の話を即座に文字（手書き・
パソコン）にして伝える方法です。手話の習得が困難
な中途失聴・難聴の方に適しています。
問障害者支援課（☎231-1917 6222-3180）

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

ステーション

情報S tation
屋外広告物の設置には許可が必要です
下関市屋外広告物条例の規定により、屋外広告物を設
置する場合は、原則として許可が必要です。
設置前に許可申請をして、許可を受けてください。
表示内容を変更する場合や許可期間経過後に引き続き
設置する場合も許可が必要となります。
許可に当たっては、申請手数料が必要です。
※詳しくは、
「下関市屋外広告物条例のしおり」をご覧
ください。市HPからダウンロード可
問都市計画課
（☎231-1225）

森林の土地を新たに取得した方は
届け出が必要です
地域森林計画対象森林の土地の所有者となった方は、
市への事後の届け出が義務付けられています。
対個人・法人を問わず、売買や相続等で地域森林計画
対象森林内の土地を新たに取得した方
期土地の所有者となった日から90日以内
申農林水産整備課、各総合支所建設農林課・建設農林
水産課へ。
※対象森林の確認や、届出書の配布は申込
先まで。届出書は市HPからダウンロード可
問農林水産整備課
（☎231-1256）

ボートレース下関
3月開催日程＆お知らせ
【レース日程】
●13日〜17日＝西京波者結成12周年記念山口シネマ杯
●26日〜31日＝開設67周年記念 GⅠ競帝王決定戦
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場制
限等の施設利用上の注意事項あり。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、Mooovi下関は別途料金が必要
問ボートレース下関（☎246-1161）
モ

ー

ヴ

ィ

放課後児童クラブ支援員
（会計年度任用職員）随時募集中
▷必要な資格＝保育士、社会福祉士、教育職員免許法
第4条に規定する免許状を有する方、児童福祉事業で
2年以上従事した経験のある方等
▷任用期間＝4月1日〜令和5年3月31日
（更新の場合有）
▷報酬・手当＝月額138,600円〜155,700円
※期末手当、通勤手当相当分の加算あり
▷勤務場所＝市内の各児童クラブ
▷勤務条件=月23日、1日6時間勤務、社会保険加入有
問子育て政策課
（☎231-1431）

ヘルシーランドのカード券の
料金を還付します
ヘルシーランドの温浴施設の休業に伴い、カード券の
残度数の還付を行います。
期9月30日（金）まで 内カード券の残度数に0.8を乗
じた額を、申し出のあった口座へ振り込みます。
持①ふれあい健康ランド使用料還付申請書 ②口座振
替申出書 ③カード券 ④口座番号を確認できるもの
申観光施設課かヘルシーランドへ。
※①②の様式は申請場所で配布。市HPか
らもダウンロード可
問観光施設課（☎231-1838）

市民センター屋内運動場の
使用料を変更します
●4月1日からの使用料
種別

使用料

スポーツでの使用

4分の1面1時間につき120円

スポーツ以外での使用

全面1時間につき680円

問市民センター（☎231-9616）

一部区域で下水道の供用を開始します
●4月から下水道を新たに利用できる区域（各町・各
地区、各自治会の一部）
▷山陰処理区＝田倉御殿町二丁目、大字石原、横野町
四丁目、吉見古宿町、吉見里町一・二丁目、吉見新町
一・二丁目、永田本町一丁目
▷山陽処理区＝みもすそ川町、前田一・二丁目、大字
小月町、小月宮の町、小月幸町、松屋本町一・二丁目、
松屋東町二丁目
▷川棚小串処理区＝北村・高砂1区
●供用開始の連絡
対供用開始する区域の下水道事業受益者（土地所有者
など）、私道と私道に面する土地所有者など
※対象者には、直接郵便でお知らせします
内排水設備工事、私道工事、受益者負担金、下水道使
用料、水洗便所改造資金利子補給制度など
●供用開始に伴う区域図の縦覧
下水道の供用と下水処理の開始区域図を縦覧します。
期3月15日〜29日 8時30分〜17時
土・日曜日、祝日
所上下水道局5階、北部事務所
問▷上下水道局下水道整備課（☎231-1320）
▷北部事務所（☎772-4028）
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お知らせ
中小企業事業者
業務改善助成金のご案内

農業者年金に加入しませんか

コロナ禍で影響を受けた事業者に設備投資の費用の一
部が助成されます。対令和3年4月〜12月に、連続した
任意の3カ月間の売上高等の平均値が、前年か前々年
同期に比べて30％以上減少し、令和3年7月16日〜12
月末に事業場内最低賃金を30円以上引き上げた中小企
業事業者 申3月31日
（木）
までに必要書類を山口労働
局雇用環境・均等室
（☎083-995-0390 内線403）
へ。
※詳しくは、働き方改革サポートオフィス
山口（☎0120-172-223）
へ
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

農業者年金は、積み立て方式の公的年金制度です。
保険料は月額20,000円を基本とし、最高67,000円
まで1,000円単位で選択できます。35歳未満で一定
の要件を満たす方は、10,000円から選択可。
※認定農業者などは、国の助成制度あり
※税制上、支払った保険料は全額保険料控除の対象
対年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳（5月か
ら65歳）未満の方で、国民年金の第1号被保険者
問▷農業委員会事務局（☎223-6536）
▷北部支局（☎766-2729）

売上減少事業者
事業復活支援金のご案内

未内定の新卒者・既卒者の方へ

コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、固定費負担
の支援として、給付金が支給されます。
対令和3年11月〜3月のいずれかの月の売上高が30%
以上減少した事業者
内5カ月分
（11月〜3月）
の売上高減少額を基準に算定し、
法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円を給付。
※詳しくは、経済産業省中小企業庁HPで確認を
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

就職活動を継続されている今春卒業の新卒者・既卒者
の皆さん、ハローワークは、最後まで皆さんを支援し
続けます！
就職活動の進め方について知りたいこと、不安なこと、
求人情報など、気軽にハローワークプラザ下関新卒応
援コーナー（☎231-8189）へ相談を。
問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

議会からのお知らせ
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議会カレンダー
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市報しものせき 令和４年 ３月号

第４回定例会
【経済委員会】
令和 年 月 日から 月
報告
「農林水産事業者の新たな
日までを会期とした定例会では、 販路開拓支援事業の進捗状況に
新型コロナウイルス感染症への
ついて」
追加対策などに係る補正予算議 【文教厚生委員会】
案を含む市長提出議案 件を審
議案第 号
「下関市立図書館の
議し、いずれも原案のとおり可
設置等に関する条例の一部を改
決
（承認）
されました。
正する条例」
【建設消防委員会】
議案第 号
「工事請負契約締結
について」

最新の議会スケジュー
ル は、 市 議 会HPの 議
会カレンダーで確認を

9

第１回臨時会
令和 年１月 日から 日ま
でを会期とした臨時会では、住
民税非課税世帯や子育て世帯な
どへの給付金給付事業に係る補
正予算議案を含む市長提出議案
２件を審議し、いずれも原案の
とおり可決されました。
問議会事務局議事課
（☎
４–１２１）

曜日
会議など
水
本会議（提案説明など）
木
休会
（自宅審査）
金
休会
土・日
休会
月・火
本会議
（代表質問）
水
本会議
（個人質問）
木
休会
金
本会議
（個人質問）
土・日
休会
月
本会議
（個人質問）
火〜木
常任委員会
金
休会
土・日
休会
月
休会
（春分の日）
火〜木
常任委員会
金
休会
（整理日）
土・日
休会
月
本会議
（表決など）

6



日
3／2
3
4
5・6
7・8
9
10
11
12・13
14
15〜17
18
19・20
21
22〜24
25
26・27
28

議会だよりもご覧ください
市議会では、議員自らが原稿
を執筆し、議会広報部会が編集
した
「しものせき議会だより」
を
市報の中央部に折り込む形で
・ ・ ・ 月の年 回発行
しています。
今回の議会だよりの ㌻目に
掲載している委員会報告の内容
は次のとおりです。
【総務委員会】
報告
「下関市立大学新学部設置
について」

◆第1回定例会◆

議会の情報は下関市のホームページから
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/
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