●企画展
「豊北をひらいた人たち－第
一弾 記念碑に刻まれた人々－
（再）
」
昨年臨時休館のために短期開催とな
った企画展の再開催です。豊北町の
礎を築いた人たちと、その記念碑を
紹介します。
期6月26日
（日）
まで
月曜日
問太翔館
（☎782-1651）

烏山民俗資料館のイベント
●企画展
「暮らしの解剖学 電気を
使わない暮らし」
私たちの暮らしの中には、数十年前
まで電気を使わない生活用具が数多
くありました。これらの用具の成り
立ちや使用方法から、積み重ねてき
た暮らしの知恵、不便さを補うさま
ざまな発想を紹介します。
期7月12日
（火）
まで 9時〜19時
問烏山民俗資料館
（☎774-3855）

旧豊田中小学校を
活用したイベント
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「世界自閉症啓発デー」
ブルーライトアップ

日4月2日（土）日没から
所はい！からっと横丁大観覧車、亀
納期限
（5月2日）
山八幡宮参道、市消防局庁舎
内4月2日の「世界自閉症啓発デー」
固定資産税・都市計画税＝第1期分
に、市内の建物を自閉症啓発のシン
ボルカラーのブルーでライトアップ
4月の休場・休館日
します。
問障害者支援課（☎227-4199）
●唐戸市場＝日6・13日
問市場流通課（☎231-1440）
●新下関市場＝日日・水曜日、祝日
田中絹代ぶんか館のイベント 問青果市場室（☎256-0277）
●名画劇場「友情」
●図書館＝4・11・18・25・28日
※29日（金）は開館日です
日4月3日（日）10時、14時
問中央図書館（☎231-2226）
定30人（要予約・先着順）
申電話で田中絹代ぶんか館へ。
問田中絹代ぶんか館
（☎250-7666）
▽

太翔館のイベント

市民サービス課
臨時日曜開庁

歴史博物館のイベント
●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5月8日（日）まで
月曜日（5月2日は開館）
料一般210円、大学生等100円
問歴史博物館（☎241-1080）

東行記念館のイベント
●山のなかの小さな小学校 想い出
さいか市
（おもいで さいかいち）
●山縣有朋没後100年記念常設企画
旧豊田中小学校の閉校から約1年。 展「高杉晋作と山縣有朋」
想い出の詰まった学び舎で、ふれあ 山縣有朋没後100年を記念した企画
いイベントを開催します。
展です。高杉と山縣の交流や、2人
日4月23・24日 10時〜16時
にとってゆかりの深い下関に想いを
内▷マルシェ
（食品・衣料品のほか、 巡らせていただければ
キッチンカー・ものづくり作家によ 幸いです。
る 販 売 ） ▷ ス ポ ー ツ 体 験 ▷ ド 期6月19日（日）まで
ローン体験 ▷たけのこ掘り体験
月曜日（5月2日は開
▷各種展示など
館）、5月6日
所旧豊田中小学校
料一般300円、大学生
問豊田総合支所地域政策課
等200円
（☎766-1055）
問東行記念館
（☎284-0212）
みのりの丘
「たまねぎ収穫体験」
日4月30日、5月1日 10時
所豊田農業公園みのりの丘
内1区画40玉程度収穫
定50区画
（先着順）
料1区画1,000円
申4月16日
（土）
までに、電話で。
問豊田農業公園
みのりの丘
（☎766-1395）



土井ヶ浜遺跡・人類学
ミュージアムのイベント

日4月3日（日）13時〜17時
所市役所本庁舎西棟1階
内4月は第2・4日曜日に加えて、第
1日曜日も窓口業務を行います。
当日は大変混雑しますので、時間に
余裕を持って来庁してください。
※他の市町村への確認が必要な場合
など、取り扱いができない業務もあ
ります
※マイナンバーカードセンターは開
庁していません
問市民サービス課（☎231-1190）

4月の献血
場所

日にち

時間

2・16・ 10時〜12時
ゆめシティ
23日 13時15分〜16時
下関警察署

27日（水）

9時30分〜11時15分
12時30分〜16時

※全日程400㎖献血限定
問保健医療政策課（☎231-1426）

青果市場の土曜市
日4月16日（土）10時〜12時
所新下関市場
※詳しくは、新下関市場業者連合会
事務局（☎256-1171）へ
問青果市場室（☎256-0277）

●企画展
「伝・三浦按針墓出土人骨
とウィリアム・アダムス」
しものせき海峡まつり
伝・三浦按針の墓から出土した人骨
について、形質やＤＮＡの調査結果 期5月2日〜4日
所姉妹都市ひろば ほか
を紹介します。
※詳しくは、観光HP
期5月29日（日）まで
月曜日
「楽しも！」で確認を
料入館料
問土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージア 問観光政策課
（☎227-3305）
ム（☎788-1841）
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地域福祉計画審議会の
委員を募集します

チャレンジショップへの
出店者募集について

第4期下関市地域福祉計画を策定す
るため、下関市地域福祉計画審議会
（年4回平日昼間に開催）の委員を募
集します。
対市内に1年以上居住している満18
歳以上の方
定1人
（選考）
申4月1日〜18日
（必着）に、直接か
必（10㌻）
郵送で、◯
と職業を明記の上、
「あなたの考える地域福祉の担い手
となる人づくりとは」をテーマとす
る小論文
（1,200字程度）を福祉政策
課
（〒750-8521南部町1番1号）へ。
※応募書類は返却しません
問福祉政策課
（☎231-1418）

登録統計調査員募集
各種統計調査実施時に統計調査員と
して従事してくださる方の登録を募
集しています。
※登録者の募集であり、必ずしも従
事を依頼するものではありません
対満20歳以上の方で責任をもって
調査事務を遂行でき、守秘義務を守
ることができる方
申▷応募期間＝随時
▷応募先＝総務部総務課、各総合支
所地域政策課▷持参物＝①写真
（約
4cm×3cm）
、
②氏名、生年月日、住所を確認でき
る物
（運転免許証、保険証など）
問総務部総務課
（☎231-2413）

インターネット公売
▷申込期間＝4月19日13時〜5月10
日23時
▷せり売り期間
（動産等）＝5月17日
13時〜5月19日23時
▷入札期間
（不動産）＝5月17日13
時〜5月24日13時
▷公売財産＝動産等・不動産
※公売内容の変更や、公売中止の場
合あり。公売財産、参加申込方法な
ど詳しくは市HPかKSI官公庁オーク
ションHPで確認を
問納税課
（☎231-1170）

下関駅前の魅力・にぎわい創出や創
業支援に向けたチャレンジショップ
エリアの開設に伴い、出店者を募集
します。
対次のいずれかに該当する法人か個人
▷新規創業者 ▷2店舗目以降の出店
※審査あり
内▷業種＝小売業、サービス業
▷出店場所＝シーモール4階（竹崎
町四丁目）
▷出店料＝月額1万円
※申し込み方法など詳しくは、市か
エキマチ下関推進協議会のHPで確
認を
問産業振興課（☎231-1220）

内補助金額
▷土地埋込式・微生物式
購入費の2分の1（限度額3,000円）
▷電気式
購入費の2分の1（限度額2万円）
問クリーン推進課（☎252-7165）

国の事業再構築補助金への
上乗せ補助等

国の事業再構築補助金に係る補助対
象経費の自己負担部分の一部を補助
するとともに、補助金申請時の必須
要件である事業計画策定に係る認定
経営革新等支援機関への報酬の一部
を補助します。詳しくは市HPで。
申令和5年2月28日（火）までに所定
6月1日〜7日は水道週間
の申請書類を産業振興課へ。
「水」
の習字作品募集
※申請書類は市HPから
対市内在住、在学の小・中学生
ダウンロード可
内●課題 ▷小学1年生〜3年生＝ 問産業振興課
「みず」/半紙 ▷小学4年生〜6年生 （☎231-1220）
＝「水道週間」/半紙 ▷中学生＝「貴
重な水資源」/半切4分の1
防犯カメラの設置費用の
※作品の左端に学校名、学年、氏名
一部を補助します
を記入
※作品は原則返却しません
対市内の自治会か地域住民により組
申4月19日〜5月18日（必着）に、直 織された団体 内設置費用の2分の
接か郵送で上下水道局企画総務課 1で1台につき最大15万円（1団体上
（〒750-8525春日町7番32号）へ。 限30万円）。詳しくは市HPで。
●入賞作品展示
申所定の事前協議申請書を生活安全
期6月8日〜14日
課か各総合支所地域政策課へ。
所シーモール1階コンコース（竹崎 問生活安全課（☎242-0797）
町四丁目）
問上下水道局企画総務課
（☎231-8754）

廃品回収をする団体に
奨励金を交付しています

奨励金の申請には、再資源化推進団
体として、事前の登録が必要です。
対対象資源＝市内の家庭から排出さ
れる古紙類、古布類、金属類 内奨
励金＝回収した資源1kgあたり4円
問クリーン推進課（☎252-7165）

川棚温泉観光ボランティア
ガイドの会 新規会員募集

内川棚温泉街を中心に、豊浦町域の
史跡や景勝地の観光ガイド、講演会、
ハイキング等を行います。年度総会、
月例会、研修会あり。
ふぐ処理師試験の実施
定5人程度
日▷学科試験＝6月実施予定
料会費1,000円（年度・保険代含む）
▷実技試験＝7月実施予定
申4月30日（土）までに、電話かファ
必
料1万750円
（山口県収入証紙で納付） クス、メールで◯
（10㌻）
と生年月日
※試験日、願書の請求、申込期限な を、川棚温泉観光ボランティアガイ
ど、詳しくは市HPで確認するか、 ドの会
（☎774-3855 6774-3856、
生活衛生課に問い合わせを
Binfo@kawatana.com）へ。
問生活衛生課
（☎231-1936）
問観光政策課（☎231-1350）
市報しものせき 令和４年 ４月号

生ごみ堆肥化容器購入費の
一部を助成しています

自衛官等募集
●一般幹部候補生＝対22歳以上26
歳未満 日試験日＝4月23・24日
申受付期限＝4月14日（木）
●一般曹候補生＝対18歳以上33歳
未 満 日 試験日＝5月20日〜22日
のいずれか1日 申受付期限＝5月
10日（火）
●自衛官候補生＝対18歳以上33歳
未満 日試験日＝年間を通じて実施
※ 詳 し く は 自 衛 隊 下 関 出 張 所（ ☎
223-3935）へ
問総務部総務課（☎231-2413）

児童扶養手当の手当額改定

中小企業・小規模事業者向け
無料出張相談会

自動物価スライド制により、児童扶
養手当の手当月額が令和4年4月分 ●山口県よろず支援拠点
（5月期支払分）から0.2％の引き下 による出張相談会
げとなりました。
日月曜日
引き下げ額は次のとおりです。
所勤労福祉会館
▷児童1人の場合＝20円〜90円
申事前に電話で同拠点
▷児童2人目の加算額＝10円〜20円 （☎083-902-5959）へ。
▷児童3人目以降の加算額＝10円
●山口県事業承継・引継ぎ支援セン
問こども家庭支援課
（☎231-1928） ターによる出張相談会
日月曜日
所下関商工会館
はり・きゅうの施術補助には 申事前に電話で同セン
利用者証が必要です
ター（☎083-902-6977）へ。
国民健康保険の被保険者が、はり・ ※詳しくは、各申し込み先へ
きゅうの施術補助を受けるときは 問産業振興課（☎232-7214）
「はりきゅう事業利用者証」が必要で
す。4月1日以降に利用する場合は、
雇用問題でお悩みの方は
新しい利用者証の交付申請を。
勤労福祉会館相談窓口へ
持国民健康保険証、本人確認書類
申保険年金課、各総合支所市民生活 対正規・非正規社員、使用者・管理者
課、本庁の各支所へ。
日▷火・木曜日 ▷第1・3・5金曜日
問保険年金課
（☎231-1668）
▷第2・4土曜日（祝日を除く）
いずれも9時〜17時
内雇用問題や賃金・休暇
家庭ごみの
・労働時間・パワハラな
排出時間を守りましょう
ど。直接か電話で相談を。
旧下関市内の一部地域で、4月から 問勤労福祉会館（☎223-2171）
収集時間が変わる地域があります。
ごみは朝8時30分までにごみステー
事業主の皆さまへ
ションに排出するようお願いします。
排出時間は各地区のごみ収集カレン ●育児・介護休業法改正
ダーで確認してください。収集した 4月1日から、育児・介
後に排出されたごみは、次回収集日 護休業法が改正されま
まで収集できませんので注意してく した。
ださい。
▷育児休業を取得しやすい雇用環境
問クリーン推進課
（☎251-1194）
の整備
▷妊娠・出産の申し出をした労働者
に対する個別の周知・意向確認の措
置の義務化
日ごろから防災情報の入手を！ ▷有期雇用労働者の育児・介護休業
災害から自分の命、大切な人の命を 取得要件の緩和
守るために、日ごろから確実な避難 ●
「シフト制」労働者の
情報などを入手できるように備えて 雇用管理は適切に
おきましょう。
シフト制により就業する
①まちづくり政策課
（☎231-1261） 労働者の適切な雇用管理
②③防災危機管理課
（☎231-9333） を行うために、留意事項が厚生労働
省で策定されました。
▷シフト制労働契約の締結に当たっ
ての留意事項
▷シフト制労働者を就労させる際の
注意点
①しもまちアプリ ②防災メール
▷シフト制労働者の解雇や雇止め
▷その他（募集・採用、待遇、保険
関係など）
▷労働契約簡易チェックリスト
※詳しくは厚生労働省HPか山口労
③避難所開設・ 働局総合労働相談コーナー（☎083995-0398）へ
混雑情報VACAN
問産業立地・就業支援課
（☎231-1310）
バ



カ

ン

情報 アラカルト
図書館の登録証を作って
本を借りてみませんか
対▷市内在住、在学、在勤の方
▷北九州市に在住の方
申各図書館にある館外利用申込書と
本人確認書類（運転免許証や健康保
険証など）を図書館窓口へ。
問中央図書館（☎231-2226）

ゴーヤの種を無料配布！
地球温暖化対策の一環として、緑の
カーテン用のゴーヤの種を無料配布
します。
2050年に二酸化炭素の排出量実質
ゼロを実現するために、一人一人の
小さな積み重ねが必要です。冷房の
使い過ぎや建物の蓄熱を抑えること
ができる緑のカーテンに、この夏チ
ャレンジしてみ
ませんか。
期4月11日（月）
から ※無くな
り次第終了
所▷市役所本庁
舎西棟1階
▷各総合支所
▷各支所
問環境政策課
（☎252-7115）

春の全国交通安全運動
期4月6日〜15日
●運動の重点
▷子供を始めとする歩行者の安全確保
▷歩行者保護や飲酒運転根絶等の安
全運転意識の向上
▷自転車の交通ルール遵守の徹底と
安全確保
▷横断歩道における歩行者優先の徹底
問生活安全課（☎242-0797）

雇用トータルサポーターに
相談してみませんか
▷仕事がうまくいかない
▷就職活動に不安
▷コミュニケーションが苦手
など仕事の相談を雇用トータルサ
ポーターがお受けします。相談を希
望の方は、ハローワーク
下関（☎222-4031 43#）
に電話予約を。
問産業立地・就業支援課
（☎231-1310）
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