
情報 アラカルト
納期限（5月31日）

▽軽自動車税（種別割）

5月の休場・休館日
●唐戸市場＝日18・25日
問市場流通課（☎231-1440）
●新下関市場＝日水・日曜日、祝日
問青果市場室（☎256-0277）
●図書館＝2・9・16・23・27・30日
※3～5日は全館開館
問中央図書館（☎231-2226）

5月の献血

※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5月21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）

令和4年度マイナンバー 
カードセンターの開庁時間

●開庁時間　9時～17時
土・日曜日、祝日、年末年始を除く

※水曜日は19時まで開庁
※第2・4日曜日は開庁

（5月、令和5年1月は第2・5日曜日）
※最終受け付け　閉庁の20分前
問マイナンバーカードセンター

（☎227-4178）

スロージョギング® 
定例走行会

対市内在住、在勤の方
日5月12・26日　18時30分～19時
30分　
※原則毎月第2・第4木曜日に開催
所海響館横緑地広場　
持動きやすい服装、運動靴、飲み物、
マスク　
申当日現地集合
問スポーツ振興課（☎231-2739）

場所 日にち 時間
大和証券
下関支店前 16日（月） 9時30分～12時

13時15分～16時
やまぎん
資料館 18日（水） 9時30分～12時

13時15分～16時

セービング陸上競技場 
下関市体育館の運動教室

①陸上コミュニティクラブ
対小学生
日▷月曜日＝16時30分～18時
　▷木曜日＝17時～18時
所▷月曜日＝セービング陸上競技場
　▷木曜日＝下関市体育館
内スポーツの基本動作である「走・
跳・投」を楽しく学べるクラブです。
料▷月曜日＝1日500円
　▷木曜日＝1日250円
持運動可能な服装、飲料水、タオル、
ランニングシューズ（雨天時は体育
館シューズ）
②健康なカラダ作りにトライ
対市内在住で18歳以上の方
期5月13日～12月23日（月2回）
10時～11時
所下関市体育館
内話題のストレッチーズ、ミニトラ
ンポリン、ひめトレを使用し楽しく
ストレス解消しながら、正しい姿勢
を手に入れよう。
定10人
料▷5月～6月（4回）2,800円
　▷9月～12月（8回）5,600円
持運動可能な服装、飲料水、タオル、
体育館シューズ
共申直接か電話で。
問①セービング陸上競技場（☎231-
2724）　②下関市体育館（☎231-2721）

軽自動車税の減免申請は 
5月24日（火）までに！

●障害のある方のために使用する軽
自動車の税の減免
●災害で、著しく価値を減じた軽自
動車などに対する軽自動車税の減免
※詳しくは問い合わせを
問資産税課（☎231-1918）

中小企業・小規模事業者向け 
無料出張相談会

●山口県よろず支援拠点による出張
相談会
日月曜日　
所勤労福祉会館
申事前に電話で同拠点

（☎083-902-5959）へ。
●山口県事業承継・引継ぎ支援セン
ターによる出張相談会
日月曜日　
所下関商工会館
申事前に電話で同センター

（☎083-902-6977）へ。
※詳しくは、各申し込み先へ
問産業振興課（☎232-7214）

道路交通法の改正
対更新時の誕生日で75歳以上とな
る方で信号無視などの一定の違反が
ある方
内令和4年5月13日から対象者は、
免許更新の前に新たに「運転技能検
査」を受けることになりました。対
象者には、はがきが届きます。
不明な点や心配なことがあれば、県
警察本部運転免許課（☎083-973-
2900)へ。
問生活安全課（☎242-0797)

歴史博物館のイベント
●企画展「サムライの装い―下関ゆ
かりの武具―」
期5月13日～7月10日　

月曜日
内長府毛利家・清末毛利家伝来の武
具や、下関の職人たちが作り上げた
武具などを紹介します。
●展示解説会
6月4・12・19・
22・25日 いず
れも13時30分
～14時10分
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
●山縣有朋没後100年記念常設企画
展「高杉晋作と山縣有朋」
期6月19日（日)まで

月曜日（5月2日は開館）、5月6日
料一般300円、大学生等200円
問東行記念館（☎284-0212)

烏山民俗資料館所蔵品展
期6月7日（火）まで　
内所蔵品の中から、端午の節句の資
料を展示します。
問烏山民俗資料館（☎774-3855)

土井ヶ浜遺跡・人類学 
ミュージアムのイベント

●企画展「伝・三浦按針墓出土人骨
とウィリアム・アダムス」
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
を紹介します。
期5月29日（日)まで　 月曜日
料入館料
問土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージア
ム（☎788-1841）

▲鉄錆地五十八間筋兜
　（住吉神社）
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美術館の所蔵品展

2階展示室では19世紀末～20世紀
にかけてヨーロッパで作られたビー
ズバッグのコレクションなどを展示。
1階展示室では下関ゆかりの洋画
家・古舘充臣の作品などを紹介します。
期6月12日（日）まで　
※1階は5月29日（日）まで　

月曜日　
料一般210円、大学生100円
問市立美術館（☎245-4131）

太翔館のイベント
●端午の節句に合わせた期間限定展示
内田耕の長府藩士の小笠原家「甲
冑」と、清末藩筆頭家老を代々務め
た内藤家の「古式銃」を展示します。
期5月7日（土)まで
●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）」
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）

満珠荘からのお知らせ
●関門海峡花火大会開催予定日（8
月13日）の宿泊予約
料一人1泊2食付き1万4,760円（税
込 み ）　申5月1日 ～20日（ 必 着 ）
に、往復はがきで、代表者の◯必（10
㌻）と同伴者の氏名・年齢を、満珠
荘（〒751-0813みもすそ川町3番
75号）へ。※抽選
問満珠荘（☎222-1126）

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＝6月25日（土)　
申受付期限＝6月16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）

不妊・不育専門相談会
産婦人科医と生殖心理カウンセラー
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5月20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
申生殖心理カウンセラー相談は1週
間前まで、医師相談は前日までに、
直接か電話で健康推進課へ。
問健康推進課（☎231-1447）

特別児童扶養手当・特別障 
害者手当等の手当額変更

●4月分からの月額
▷特別児童扶養手当
1級5万2,400円、2級3万4,900円
▷障害児福祉手当1万4,850円　
▷特別障害者手当2万7,300円　
▷経過的福祉手当1万4,850円
問障害者支援課（☎231-1917）

 H
ハ サ ッ プ

ACCP責任者研修
実効性の高いHACCPの構築方法が学
べます。
対食品やその関連産業に従事してい
る方
日6月7日～9日
所小月パン工房（小月本町一丁目)
定8人（先着順)　料4万5,000円
申食品品質プロフェッショナルのHP

（https://qpfs.or.jp/seminar220607/)
で開催要項を確認し、同サイト内の
フォームから申し込みを。
問生活衛生課（☎231-1936)

ＩＴと情報セキュリティの 
基礎知識受講生募集

日6月7・10・14・17・21日
いずれも18時15分～21時15分
所西部高等産業技術学校（千鳥ヶ丘町)
定20人　料1万円
申5 月13日（ 金 ／ 必 着 )まで に、
往復はがきかファクスで、◯必（10㌻)
と希望講習名、職業、ファクス番号

（ファクスで申し込みの方)を西部
高等産業技術学校（〒752-0922千
鳥ヶ丘町21番3号　6248-3508)へ。
※詳しくは西部高等産業技術学校

（☎248-3505)へ
問産業立地・就業支援課（☎231-1310)

御田植祭
古式ゆかしき御田植の儀式が住吉神
社にて執り行われます。
日5月15日（日）

▽神事＝14時30分
所長門國一宮住吉神社　
問農業振興課（☎231–1250）

不正大麻・けし撲滅運動
昨年は、市内で約1万1,000本もの
植えてはいけないけしが発見されま
した。不正な大麻・けしを発見した
ときや見分け方が分からないとき
は、保健所や警察署に連絡を。
問保健医療政策課（☎231–1711）

ハートピア共済に 
加入しませんか

月々わずかな掛け金で、死亡、事故、
入院、住宅災害などを保障し、結婚、
出産、小・中・高校入学祝い金も給
付します。
全国宿泊施設利用料助成、人間ドッ
ク・脳ドック受診料助成、国家資格
試験等受験料助成もあります。
※掛け金など詳しくは問い合わせを
対次の条件を満たす方　
▷県内の中小企業の勤労者で、契約
発効日の前日に健康な方　
▷満15歳以上71歳未満の方

（子どもは0歳以上25歳未満）
申県勤労福祉共済会下関
市駐在（☎233–0810）へ
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310)

退職金づくりは中小企業 
退職金共済制度へ

国の中小企業退職金共済制度で安全
・確実・有利な退職金制度を手軽に
つくることができます。
内▷掛け金の一部を国が助成　
▷掛け金は全額非課税。手数料も不要
▷外部積立型なので管理が簡単　
▷パートタイマーの人も加入可
※詳しくは中小企業退職金
共済事業本部（☎03-6907
-1234)へ
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310)
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情報 アラカルト
住民税非課税世帯等に対す 
る臨時特別給付金の手続き 
はお済みですか

1世帯当たり10万円を給付します。
①住民税非課税世帯
支給対象となる可能性のある世帯に
は、「確認書」を発送していますので、
同封の返信用封筒で期限内にご返送
ください。
②家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少し、①と同様の事情
にあると認められる世帯は、9月30
日（金）までに、郵送で所定の申請
書を福祉政策課（〒750-8521南部
町1番1号）へ。
問臨時特別給付金
コールセンター

（☎222-7505）

犬・猫の譲渡会 
譲渡前講習会

日5月8・22・26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。
※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)

道路や河川の保全・管理に 
功績のあった方の表彰

対市建設部所管の道路や河川施設
で、次のいずれかに該当し、環境美
化に功績のあった個人か団体
▷施設の清掃、除草や剪定活動
▷施設の補修等
▷寄付・寄贈
内表彰時期は秋頃を予定。
問道路河川管理課（☎231-3157)

漏水調査にご協力を
水資源の有効活用や
安定給水の確保、漏
水による道路陥没な
どの事故防止のため、
専門業者に委託して
水道管の漏水調査を
実施します。
道路から宅地内の水
道メータ付近まで調
査を行いますので、
協力をお願いします。
▷調査期間＝5月上旬～令和5年3月
中旬
▷調査地域＝旧下関市内全域と豊浦
町地区
問上下水道局給水課（☎231–8860）、
北部事務所（☎772–1060）

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6
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)

日ごろ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。
①まちづくり政策課（☎231-1261）
②③防災危機管理課（☎231-9333）

①しもまちアプリ　②防災メール

　　　　　　　　　③避難所開設・
　　　　　　　　　　混雑情報V

バ カ ン

ACAN

高齢者の肺炎球菌感染 
定期予防接種

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5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歳で心臓・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）　
期令和5年3月31日（金）まで　
料2,850円　
申医療機関に問い合わせを。
問健康推進課（☎231-2664）

肝炎治療費を助成します
対市内在住で、保険適用の次の治療
を受ける方　

▽C型ウイルス性肝炎へのインター
フェロン治療とインターフェロンフ
リー治療（根治目的）

▽B型ウイルス性肝炎へのインター
フェロン治療と核酸アナログ製剤治療
内 ▽助成期間＝1年以内で、治療予
定期間に即した期間（原則1人1回）

▽助成額＝1カ月の治療費の自己負
担額のうち、限度額（所得により1
万円か2万円）を超えた額
申健康推進課、各保健センターへ。
※詳しくは問い合わせを
問健康推進課（☎231-1935）

国民生活基礎調査にご協力を

厚生労働省では毎年、全国で無作為
に抽出した地区で、国民生活基礎調
査を実施しています。調査で国民の
保健、医療、福祉、年金、所得等の
状況を把握し、厚生労働行政の企画・
立案の基礎資料になります。
調査日前後に調査員が伺いますの
で、対象地区の方は、協力をお願い
します。
日6月2日、7月14日　
所市内21地区
問保健医療政策課（☎231-1426）
　福祉政策課（☎231-1723）
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