長府毛利邸のイベント
●雨の日はしっとりお抹茶びより 期6月1日～30日の
平日 9時～16時30分 内雨天にご来場されたお客様へ、
通常400円のお抹茶を300円で提供します。●藍染作品展
期6月2日～7日 9時～17時
（入場は16時40分まで ※最
終日は12時まで） ●紫陽花祭り～紫陽花の万華鏡～
期6月9日～13日 9時～17時（入場は16時40分まで）
●紫陽花くじ付き抹茶 日6月11・12日 9時～16時30分
※各日10杯の限定販売（1杯600円）
共料入場料
（大人210円、小・中学生等100円）
問長府毛利邸
（☎245-8090）

長府庭園のイベント
●あじさい俳句募集 期6月1日～30日 ●山アジサイ
展示販売 日6月4・5日 9時30分～16時30分 ※最終
日15時まで ●あじさいフェルト細工ワークショップ
日6月4・5日 10時～15時 料350円 ●はじめての俳
句講座 日6月11日
（土）
10時～11時30分 定30人
（先着順）
申6月8日
（水）
までに。●正藍染・古布・鬼・地蔵二人展
期6月16日～22日 9時30分～16時30分 ※最終日15時ま
で ●あじさいコンサート 日6月25日
（土）
14時～15時
共料入園料
（大人210円、小・中学生100円）
問長府庭園
（☎246-4120）

リフレッシュパーク豊浦のイベント
①あじさいまつり 期6月初旬〜7月初旬 内4,000株の
アジサイが開花。6月11・12日は先着20人にアジサイの奉
書水引巻をプレゼント ②下関おもちゃ病院 日6月12日
（日）
9時～15時 ※受け付け12時まで ③ガーデンクラフト
日曜学校 日6月19日
（日）
10時～13時 内ポップアートと
花束作り。定20人
（先着順） 料2,200円 ④寄せ植え教室
日6月26日
（日）
10時～12時 定10人
（先着順） 料3,000円
共料入園料 共申③6月14日
（火） ④6月20日
（月）
ま
でに電話かファクスでリフレッシュパーク豊浦へ。
問リフレッシュパーク豊浦（☎フ772-4000）

美術館の所蔵品展「海と美術」
期6月18日～8月14日
休月曜日
（7月18日は開館）
内
「海」
と
「美術」
の関係という
古くて新しいテーマに目を向
けた、下関だけの展覧会です。
2022年に生誕100年を迎えた
宮崎進
（1922〜2018年）
の作
品も紹介します。
料一般210円、大学生100円
問市立美術館
（☎245-4131）

情報Station

ステーション

●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

ボートレース下関
6月の開催日程＆お知らせ
【レース日程】
●14日～17日＝BOAT Boy カップ
●25日～30日＝スポーツ報知杯
※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。最新情報など詳しくは、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、モーヴィ下関は
別途料金が必要
問ボートレース下関（☎246-1161）

豊田のホタル舟を運航します
期6月8日～25日 20時～22時（1日8便）
※天候等により運航を見合わせる場合があります
申▷豊田町観光協会会員限定プラン（☎766-0031）
▷道の駅蛍街道西ノ市プラン（☎767-0241）
▷一の俣温泉グランドホテル宿泊プラン
（☎768-0321）
▷豊田湖畔公園宿泊プラン（☎766-3488）
▷その他各旅行会社企画ツアーなど
※今年度は上記以外の申し込みはできません
※詳しくは、各プラン取扱者へ問い合わせを
問豊田総合支所地域政策課（☎766-1055）

夕日スポット

～金比羅公園～

「ライオンズの森」から望む響灘に沈む夕日は、一
見の価値があります。六連島や長州出島、泊地に
停泊する船舶が眼前に迫ってきます。※夏場はや
ぶ蚊対策を
問サンデン造園
（☎080-9041-5864）

▲長沢栄州《源平合戦・
那須与一図》より（部分）
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イベント

人権ふれあいセミナー
「インターネ
ットをめぐるトラブルと法律問題」

講座

人権ふれあいセミナーは、テーマを変えて3回開催し
ます。すべて受講された方に、修了証とミニプレゼン
トをお渡しします。※ほか2回は7月に開催します
対市内在住、在学、在勤の方
日6月15日
（水）
18時～19時30分 所勝山公民館
師岡田卓司氏
（弁護士） 定40人
（先着順） 申6月10日
（金）
までに、電話かファクス、市ＨＰ申し込みフォー
ムで必
（10㌻）
を、人権・男女共同参画課へ。
問人権・男女共同参画課
（☎222-0827 フ231-1437）

男女共同参画講座
「女性の声をもっと防災に」
こども
福

災害は突然やってきます。大切な人を守るために、男女共
同参画の視点から地域の防災について考えてみませんか？
対市内在住、在学、在勤の方
日6月25日
（土）
13時30分～15時30分 所勝山公民館
師坂本京子氏（気象予報士・日本防災士山口県支部女
性部長） 定40人
（先着順）
申6月22日
（水）
までに、電話かファクス、
市HP申し込みフォームから必（10㌻）
を
人権・男女共同参画課
（フ231-1437）
へ。
問人権・男女共同参画課
（☎231-7513）

歴史博物館歴史講座
「馬関でドカン―攘夷前夜編―」
日6月18・29日
※いずれも10時30分～11時30分、13時30分～14時30分
※各回とも内容は同じ
師古城春樹
（歴史博物館館長）
定各回25人（要予約・先着順）
料300円
申6月3日（金）から、直接
か電話で歴史博物館へ。
問歴史博物館（☎241-1080）

東行記念館のイベント
●常設企画展「高杉晋作と山縣有朋」
期6月19日（日）まで
●常設企画展「徹底解剖 高杉晋作と奇兵隊」
期6月21日～9月19日
内幕末の長州藩で活躍した高杉晋作や奇兵隊の足跡を
紹介します。晋作の奇兵隊に対する想いや隊士たちの
生き様に触れていただければ幸いです。
共休月曜日、祝日の翌平日（7月18日、9月19日は開館）
共料一般300円、大学生等200円
問東行記念館（☎284-0212）

祉
市民文化セミナー受講生募集

保
健
お知らせ
アラカルト
11

対市内在住、在勤の方
日①7月28日（木） ②8月25日（木） ③9月15日（木）
④10月13日
（木） ⑤11月10日
（木） いずれも14時～16時
所①③⑤生涯学習プラザ ②ボートレース下関 ④小
月公民館 内講義「雲遊の尼 田上菊舎」
「夢のまち小
月今昔物語」
、施設見学「ボートレース下関」など
定50人（抽選）
申6月24日
（金／必着）までに、往復はがきで必
（10㌻）
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）

海 峡 の 友

北九州市と下関市の
情報交換コーナー

新科学館「スペースLABO」
開館

国内最大級のプラネタリウム（※要予約）や、高さ
10mの大型竜巻発生装置など、子どもから大人ま
で楽しく
「科学」
を体験・体感できます。
日▷開館時間＝10時～18時 ※入館は17時30分まで
（金・土曜日、祝日の前日はプラネタリウムのみ20時）
料一般400円／600円、中学・高校生300円／300円、
小学生200円／200円。
（常設展／プラネタリウム）
所問スペースLABO（☎093-671-4566）
北九州市八幡東区東田四丁目1-1
市報しものせき 令和４年 ６月号

考古博物館のイベント
まがたま

①体験学習 日▷勾 玉づくり＝6月4日（土） ▷竪穴住居
模型づくり＝6月11日（土） ▷土笛づくり＝6月18日（土）
対小学生以上
（小学3年生以下は保護者同伴） 料400円
②文化財講座
「日本遺産を100倍楽しむ方法」 日6月25日
（土）
料300円 ③県埋蔵文化財センター巡回展記念講演会
「近年
の調査成果からみた山口県の弥生時代」 日6月12日
（日）
共日10時30分～12時、14時～15時30分 共定①各回12人
②③各回25人
（要予約・先着順） 共申開催前日
17時までに考古博物館公式HPで。
問考古博物館（☎254-3061）

生涯学習プラザのイベント
①タイルアート教室～小物を作ろう～ 日7月24日
（日）
10時～12時 定18人 ※小学2年生以下は保護者同伴
料1,000円 ②ぷらフェス～出展者募集～ 対ハンドメ
イド作家 ※両日出展できる方 日7月30・31日 10時
～15時 定10区画程度
（抽選） 料1区画2,000円
（2日間）
共申①7月8日
（金／必着）
までに、往復はがき
（1枚につ
き2人まで）
で必
（10㌻）
を ②6月10日
（金／必着）
までに、
専用申込書を生涯学習プラザ
（〒750-0016細江町三丁目
1番1号）
へ。申込書は生涯学習プラザか同HPで取得可。
問生涯学習プラザ（☎231-1234）

対…対象 日…日時 期…期間 休…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
教室受講生募集

梅干し作り教室

●親子トランポリン無料体験会 対2歳～3歳児と保
護者 日7月1日
（金）
10時15分～11時 定10組
（先着順）
●囲碁大会 対18歳以上の方 日7月5日
（火）
10時～15
時 定32人
（先着順） 料1,300円（弁当・お茶付き）
共申直接か電話で。
※その他、各教室の受講生を ▼ヘルシーラ ▼夏の運動教
ンド下関HP
室申し込み
募集しています。詳しくは、
ヘルシーランド下関HPで確認を
問ヘルシーランド下関
（☎256-6926）

菊川温泉プール
水泳教室 受講者募集
コース名
小学生のクロール
幼児水泳

日時（各50分）
Ａ 7月25日～28日 10 ： 10
Ｂ 8月 1日～ 4日 10 ： 10
Ａ 7月25日～28日 11 ： 10

（年少から年長） Ｂ 8月 1日～ 4日 11 ： 10

昔ながらの作り方で、梅干しを作ってみませんか？
日7月2・3日 9時30分～12時
所とんがりぼうし豊浦
内赤しそのもみ方、土用干しの方法、その後の管理方
法など、梅干しづくりの基礎を学びます。
定40人（先着順）
料1,800円
持エプロン、三角巾、筆記用具
申6月4日～15日に、直接か電話でとんがりぼうし豊浦へ。
問とんがりぼうし豊浦（☎774-3700）

森の家下関のイベント
定員

（抽選）

料金

各16人
各3,500円
各12人

共申6月20日（月／必着）までに、直接か往復はがきで
必
（10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）

しものせき環境みらい館の
リサイクル教室（7月）
●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・12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6月15日
（水）
10時から、直接か電話で。
【新規講座】
●大人の社会科見学～SDGsな暮らし～
日7月22日
（金）
10時～12時
内実践的なごみの分別方法を紹介します。はがき作り
体験付き。
定5人
（先着順） 料100円
●毎月29日は多肉の日！
日7月29日
（金）
13時30分～15時
内不要な食器を使って多肉の
寄せ植え。
師吉田玲子氏
定20人
（先着順） 料1,000円
申直接か電話で。
問しものせき環境みらい館
（☎252-7220）

①みさかホタルナイト 日6月18・25日 19時30分～21時
所エコピアの森 下関・深坂
（深坂自然の森） 定各50人
料150円 ②みさかカヌースクール 対小学生以上
（小
学2年生以下は保護者同伴） 日6月19日、7月2日 10
時～15時 所油谷青少年自然の家 ※集合、解散はエ
コピアの森 下関・深坂 定各10人
（抽選） 料980円
申①6月10日
（金／必着） ②6月8日
（水／必着）
までに、郵
送、ファクスかメールで専用申込用紙を森の家下関
（〒
759-6602大字蒲生野字深坂 メinfo@feelkankyo.com）
へ。
問森の家下関（☎259-8555 フ258-4862）

家庭教育推進事業
●リトミック 対1歳～3歳児と保護者 日6月30日、7月
21日、8月25日、9月29日
（全4回）
※1歳＝10時～10時30分、
2歳～3歳＝10時40分～11時20分 所勝山公民館
料1,000円（全4回分） ●日本舞踊から学ぶ礼儀作法
対年長児・小学生と保護者 日7月9・23日、8月6・20日
（全4回）
13時30分～14時30分 所生涯学習プラザ
料500円（全4回分） 共申6月15日（水／必着）までに、
往復はがきで必（10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（☎233-1170）

市立大学
市民大学公開講座（春学期）
①ドイツ生命医療倫理の新展開～ＰＧＤ・ゲノム編集の
倫理的課題とは？ ②ニューカマー高校生の進路形成～
大阪・神奈川の公立高校での取り組み 共対市内在住
の方
（高校生以上） 共日①6月23日
（木） ②7月6日
（水）
いずれも18時30分～20時 共所オンライン開催
（Zoom）
共師①桐原隆弘（経済学部教授） ②石川朝子（都市み
らい創造戦略機構特任教員） 共定30人（先着順）
共申①6月16日
（木） ②6月29日
（水）
までに、
QRコードから申し込みを。
問市立大学（☎254-8613）
Shimonoseki City Public Relations 2022.06
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問こども家庭支援課（☎231–1928）

●現況届の提出が原則「不要」になります
ただし、一部の受給者（離婚協議中で児童手当の認定を受けた方
など）は、引き続き提出が必要です。提出が必要な方には、案内
を送付しますので、6月中に提出してください。

な
の額
手当
!!
くは
詳し

ど
▲市ＨＰ

講座

●所得上限限度額が新設されます
令和4年10月支給分から、受給者の所得が表の②以上の場合には、
児童手当が支給されなくなります。
児童手当等が支給されなくなった後で、所得が表の②を下回った
場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
①所得制限限度額
扶養親族等の数

②所得上限限度額

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
（万円）
（万円）
（万円）
（万円）

こども
福

0人

622

833

858

1,071

1人

660

876

896

1,124

2人

698

918

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

▷児童手当が支給される方
受給者の所得が表の①未満の場合
▷特例給付が支給される方
受給者の所得が表の①以上②未満の場合
※
「収入額の目安」
は、給与収入がある方のもので
す。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除
等を控除した後の所得額で所得制限を確認します
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配
偶者や扶養親族、扶養親族等でない児童で前年
の12月31日において生計を維持したものの数を
いいます。限度額は、扶養親族等1人につき38万
円
（扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者か老
人扶養親族の場合は44万円）
を加算した額です

祉

ふくふくこども館・児童館

 育て
子
情報

▼

イベント

児童手当の制度が変わります

保
健
施設名

お知らせ

ふくふくこども館
（☎227–2581）

行事名

日時

栄養士さんにきいてみよう
屋上であそぼう！

歯科衛生士さんのお話
ひかり童夢
（☎229-0980） パステル画教室
児童館

アラカルト

ひこまる
（☎266–3321）

ぴよちゃんタイム
あかね会 絵本読み聞かせ
親子エアロビクス
ベビーマッサージ
親子リトミック

芋苗植え

宇賀児童館
父の日プレゼント作り
（☎776–0001）
すくすく講座
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市報しものせき 令和４年 ６月号

内容
対未就学児と保護者 内ミニ講話と個別相談
6月24日（金）
10:30
※個別相談は要予約
（3組／先着順） 申電話で。
6月4・18・25日
対どなたでも
11:30～12:30
6月3日（金）
10:30 対乳幼児と保護者
対乳幼児と保護者、小学生 定20組
（先着順）
6月11日（土）
14:00
申直接か電話で。
6月3・29日 11:00 対乳幼児と保護者
6月7日（火）
11:00 対乳幼児と保護者
6月10日（金）
11:20 対乳幼児と保護者
対乳幼児と保護者 定10組（先着順）
6月13日（月）
11:00
（水）
から電話か申込フォームで。
申6月1日
6月24日（金）
11:00 対乳幼児と保護者
6月17日（金）
11:00 対幼児と保護者
6月18日（土）
11:00 対幼児と保護者
6月24日（金）
11:00 対乳幼児と保護者

対…対象 日…日時 期…期間 休…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
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6月中旬に対象の方へ発送
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）

介護支援専門員
実務研修受講試験
対保健・医療・福祉に係る法定資格保有者と相談援助
業務従事者
（実務経験5年以上）
日10月9日
（日）
10時 所県立大学（山口市）
料9,200円
（県収入証紙）
申6月13日～7月8日に、郵送で県長寿社会課
（〒753–
8501山口市滝町1番1号）
へ。※受験案内は、県長寿
社会課に郵便で請求するか、介護保険課、各総合支所
市民生活課、本庁の各支所で取得可。詳しく
は、県長寿社会課
（☎083–933–2774）
へ
問介護保険課
（☎231–1371）

介護予防教室に
参加してみませんか

小月公民館

6月21日

火

彦島公民館

6月22日

水

西部公民館

6月23日

木

申し込み先

杉山薬局
（☎242-2530）
下関リハビリテーション病院
10:00
（☎232-3205）
下関リハビリテーション病院
10:00
（☎232-3205）

14:00

②フレイル予防教室
（全12回）
運動・口腔・栄養等に関する体操や栄養講話等
下関リハビリテーション病院
市民センター
6月21日 火
10:00
（☎232-3205）
③認知症予防教室
（全8回）
認知症予防を目的とした運動や脳トレ
スポーツクラブルネサンス小倉
勝山公民館
6月24日 金
14:00
（☎070-4251-3515）
④トランポリン教室
（全8回）
トランポリンを利用した運動
ヘルシーランド下関
川中公民館
6月24日 金
10:00
（☎256-6926）
⑤マシンで筋力アップ教室
（全12回）
トレーニング機器を利用した運動
サンテココア
サンテココア
6月20日 月
13:30
宝町店
（☎242-9121）
⑥プール元気教室
（全8回）
プールを利用した水中運動
菊川温泉プール

6月24日

金

10:00

8月26日

金

10:00

●夏休み期間限定児童クラブの利用方法
市内小学校に就学の児童か、市内に住民票があり市外
の小学校に就学の児童で、その保護者が、昼間家庭で
児童の保育ができないと認められ、夏休み期間に児童
クラブの定員に空きが生じた場合、利用できます。
内▷開設日時＝月曜日～土曜日 8時～18時30分
（土曜日
は18時まで）
▷保育料＝月曜日～金曜日の利用1万600円、月曜日～
土曜日の利用1万2,600円 ※おやつ代等別途必要
申事前に問い合わせの上、6月10日（金）までに、入会
申請書と口座振替依頼書の写し、入会要件証明書類を
入会希望の児童クラブへ。▷受付時間＝月曜日～金曜日
13時30分～18時、土曜日 9時～17時30分
●児童クラブ補助員（夏休み期間限定）の募集
内▷業務内容＝児童クラブ支援員の補助 ▷任用期間＝
7月21日～8月23日 ▷報酬＝有資格者1,004円／時間
※保育士、社会福祉士、教育職員免許のある方など
無資格者931円／時間
▷勤務場所＝市内の各児童クラブ
▷勤務時間＝月曜日～土曜日 8時～18時30分
（土曜日は
18時まで）のうち、１日3～6時間
申6月17日
（金／必着）
までに登録申請書
（市ＨＰで取得
可）
、証明書の写し
（資格のある方）
を子育て政策課へ。
問子育て政策課（☎231–1431）

ファミリーサポートセンター
公開講習会

対市内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されて
いない方 定①②③④各20人 ⑤⑥各15人
申6月1日～10日に各申し込み先へ。
問長寿支援課
（☎231–1340）
会場
開始日 曜日 開始時間
①いきいき運動教室
（全12回）
介護予防を目的とした体操や運動

児童クラブ（夏休み期間限定）
の
お知らせ

菊川温泉プール
（☎288-2022）

ファミリーサポートセンターは、地域で育児を助け合
う有償ボランティアの会員組織です。子育ての輪を広
げるため、興味のある方は受講してみませんか。
●ノルディック・ウオーク
日6月9日
（木）
10時30分～11時30分 所下関市体育館
●救命入門、応急手当の新常識、子どもの非認知能力
日6月17日（金）9時30分～12時 所川中公民館
師松井尚子氏（東亜大学教授） 定各20人（先着順）
申電話でファミリーサポートセンター
（☎233-7632）
へ。
問子育て政策課（☎231-1353）

障害者スポーツセンターの
教室・大会に参加しませんか
①障害者初心者・初級者バドミントン教室
対中学生以上の障害者 日6月23・25・30日、7月2日
（全4回）
18時30分～20時 定15人（抽選） ②レクリ
エーションボッチャ・チャンピオン大会 対市内在住
の方 日7月23日（土） ▷初心者・初級者＝9時
▷オープンカテゴリー＝13時30分 定各16人（抽選）
申①6月16日
（木） ②6月24日
（金）
までに、同センター
HPから申し込むか、直接かファクス
（フ227-2555）
で
所定の申込用紙を同センターへ。
所問障害者スポーツセンター
（☎232-1846）
Shimonoseki City Public Relations 2022.06

14

イベント

国民健康保険のお知らせ
①特定健診を無料で受診できます 対受診日時点で国
民健康保険に加入している40歳～74歳の方 ※今年度内
に40歳を迎える方は誕生日前でも受診可。75歳を迎え
る方は誕生日の前日まで受診可。今年度、国保外来人間
ドックを利用の方は、申し込みできません
●市内の協力医療機関で受診の場合
期令和5年3月25日
（土）
まで 申市内の協力医療機関へ。
●集団健診の場合

講座
こども

共持受診券、国民健康保険証

福

実施日
場所
申込開始日
詳細
7月7日（木）
川中公民館
7月10日（日） 北部公民館
7月20日（水） 小月公民館
6月10日（金）
9月14日（水） 勝山公民館
10月4日（火） 彦島公民館
定各40人（先着順）
10月5日（水） 玄洋公民館
申電話で保険年金課
11月16日（水）
へ。
11月27日（日） 川中公民館 8月1日（月）
12月4日（日）
12月11日（日）
勝山公民館
12月18日（日）
9月1日（木）
3月5日（日） 長府東公民館

②歯周病健診を年度内に無料で1回受診できます 対受診
日時点で国民健康保険に加入している20歳～74歳の方
期6月6日～18日の各歯周病健診機関の診療日 持国民
健康保険証 申市内の歯科医師会加入の医療機関へ。
※日時など事前に要確認。総合病院では受診できません

③国民健康保険料決定通知書・納付書を送付します
▷発送予定日＝6月14日
（火） ※年度途中で徴収方法が
変更になる場合がありますので通知書の確認を
（例：年金天引き→口座振替、
納付書でのお支払いへ変更）
④スマホ決済サービスをご利用ください
スマートフォン決済アプリ
（PayB、PayPay、LINEPay）
で、
納付書に印字されている「コンビニ納付用バーコード」
を読み取ることで、国民健康保険料の納付ができます。
※スマートフォン決済アプリによる納付では、領収証
書は発行されません。納付書に印字されている納期限
を経過すると利用できません
⑤国民健康保険料は必ず納期限までに
皆さんが病院などで診療を受けた時の医療費は、一人
一人の保険料で支えられています。特別な事情がない
のに保険料を滞納した場合、有効期限が通常より短い
被保険者証（短期被保険者証）や、医療費が全額自己負
担となる被保険者資格証明書の交付を行うことがあり
ます。納付が困難な場合は、早めに窓口へ相談を。
問保険年金課（①②☎227–2124 ③☎231–1930
④⑤☎231–1689） ⑤各総合支所市民生活課 ▷菊川
（☎287–4003） ▷豊田
（☎766–2180） ▷豊浦
（☎772–
4023） ▷豊北（☎782–1922）
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①65歳以上の方に介護保険料納入通知書を送付します
令和4年度介護保険料納入通知書か介護保険料額決定
通知書を、6月中旬から下旬に送付します。
▷普通徴収の方＝6月から翌年3月までの毎月
（年10回）
の
納付 ▷特別徴収
（年金天引き）
の方＝令和4年度の保険
料額から4・6月の仮徴収額を除いた額を8・10・12・2
月の年金から天引き
②介護保険料の減免（65歳以上の方）
対㋐災害や所得の著しい減少などで保険料の納付が困
難な方 ㋑保険料所得段階が第2段階または第3段階
の方のうち、前年の収入が1人世帯の場合90万円以下
（2人以上の場合、1人世帯の90万円に1人につき45万
円を加算した額以下）で、市民税課税者に扶養されて
おらず、資産活用してもなお生活が困窮していると認
められる方など。 期㋐随時 ㋑6月15日～令和5年3
月31日（ただし、7月16日以降に申請した場合、申請
月以降の保険料が対象になります。）
申介護保険課、各総合支所市民生活課、本庁の各支所へ。
③介護保険料の減免制度（新型コロナウイルス関連）
対新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少
が見込まれ、次の㋐か㋑に該当する場合は、申請によ
り保険料が減免される場合があります。
㋐主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った第1
市報しものせき 令和４年 ６月号

号被保険者 ㋑主たる生計維持者の事業収入等の減少
（前年比10分の3以上）
が見込まれる第1号被保険者
（前年
の所得状況によっては対象外）
期令和5年3月31日
（金）
まで 内減免額＝一部か全部
（条
件による）※詳しくは問い合わせを
④スマホ決済サービスをはじめました
スマートフォン決済アプリで、納付書に印字されてい
る「コンビニ納付用バーコード」を読み取ることで、介
護保険料の納付ができます。※納付書に印字されてい
る納期限を経過すると利用できません。取り扱い可能
な決済アプリは納付書の裏面で確認を
⑤介護保険サービスの利用を希望する方は認定申請を
対市内に住所があり、昭和32年7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
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
（①②③④☎231-1138 ⑤☎231-3184）
⑤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…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
教科書展示会
令和4年度に使用している小・中・高等学校用教科書
の見本を展示し、広く多くの方々が閲覧できる教科書
展示会を開催します。
展示会場には、意見用紙と意見箱を設けています。
期6月1日～7月29日
所▷市教育センター＝8時30分～17時15分
▷中央図書館＝9時～17時15分
▷豊浦図書館＝9時30分～17時15分
教科書
問教育研修課
（☎231-2310）

食中毒に注意を（生肉・有毒植物）
●生肉…鳥刺しなどの生肉料理や加熱不足の肉を食べ
ることによるカンピロバクター食中毒が多く発生して
います。子どもは重症化しやすく、後遺症が出ること
があるので注意が必要です。牛レバーも十分に加熱し
て食べましょう。
●有毒植物…毎年、春先から初夏にかけて、誤って有
毒な野草を採取し、食べたことによる食中毒が多く発
生しています。食用と確実に判断できない植物は絶対
に「食べない」
「人にあげない」ようにしましょう。
問生活衛生課（☎231–1936）

無事故・無違反コンテスト150
参加チーム募集中
対県内在住、在勤で、チーム全員が日常的に車（四輪、
自動二輪、原付）
を運転する方 期7月4日～11月30日
内▷オフィスコース
（事業所など）
＝5人 ▷ファミリー
コース
（家族、友人など）＝3人 ▷シルバーコース（全
員65歳以上）
＝2人 料1人670円
申6月30日
（木）
までに、チーム参加費を事前に払い込み、
参加申込書に、振替払込請求書兼受領証のコピー（原
本不可）を添えて、市生活安全課か各総合
支所、警察署に提出を。
問生活安全課
（☎242–0797）

がん検診無料クーポン券を
利用しましょう
がん検診無料クーポン券を、6月初旬に対象者へ送付
します。対象者で6月20日（月）を過ぎてもクーポン券
が届かない場合は連絡を。
対市内に住民票があり、職場などでがん検診を受ける
機会がない、次の生年月日と性別の方
種類
対象者の生年月日 性別
大腸がん検診・前立腺がん検診 Ｓ36.4.2～Ｓ37.4.1 男性
けい

子宮頸がん検診
乳がん検診

危険ブロック塀等撤去費補助
市内の通学
（園）
路・避難路に面する転倒、倒壊の危険
性のあるブロック塀等（高さ1ｍ以上）の撤去費用の一
部を補助します。
対通学路等に面する危険ブロック塀などの所有者
内補助額（上限10万円）※申請は必ず事前に相談を。
申請前に着手したものは対象外
▷通学路＝撤去費用の3分の2の額か基準額のいずれか
少ない額 ▷通園路等＝撤去費用か基準額のいずれか
少ない額に2分の1を乗じた額
問道路河川建設課
（☎231-4034）

Ｓ56.4.2～Ｓ57.4.1 女性

問健康推進課（☎231–1935）

つのしま夕やけマラソン
参加者募集
日10月8日
（土） 所豊北町角島周辺
内対料定
（部門／対象／制限時間／料金／定員）
▷10km＝中学生以上／80分／7,000円／800人
▷5km＝中学生以上／40分／6,000円／200人
▷5kmペア＝今回は実施しません。
申6月17日
（金）
から、
大会HP（http://www.e-marathon.
jp/tsunoshima/）
か、RUNNET（http://runnet.jp/）
、大
会パンフレットの専用郵便振替用紙で申し込みを。
※いずれも先着順
問豊北総合支所地域政策課（☎782-1911）

Ｈ13.4.2～Ｈ14.4.1 女性

検診（健診）を受けましょう
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5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（要予約）
対市内在住の40歳以上の方 料500円
申電話で健康推進課へ。
●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。
月

日
7

曜
木

7

15

金

21

木

時間
9 ： 00～11 ： 45
9 ： 00～ 9 ： 40
10 ： 15～11 ： 45
13 ： 30～14 ： 30
9 ： 00～11 ： 45

場所
予約開始日
川中公民館 6月15日
吉母公民館
吉見公民館 6月22日
内日公民館
安岡公民館 6月29日

※川中・安岡公民館は、人数により午後も実施
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 ※年度内に40歳になる
方は、特定健康診査の対象のため除く ③市内在住の20、
25、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方
日6月6・20日、7月4・11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）
Shimonoseki City Public Relations 2022.06
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イベント

創業支援施設の入居者募集

下関市景観賞の募集

講座

対次のすべてに該当する方 ①新たに創業か創業後5
年以内 ②製造業、サービス業 ③独創的なアイデア
か技術力を有する方 ④将来、市内での事業の展開な
どを図ろうとする方 所市創業支援施設（下関商工会
館1階） 内▷募集数＝1室 ▷入居可能日＝9月以降
（予定） ▷期間＝入居日から2年間 ▷賃料＝月額
1万4,600円（光熱費等別途必要） 申6月30日（木）ま
でに、事前に相談の上、申請書と必要書類の提出を
※審査あり。詳しくは問い合わせを
問産業振興課
（☎231–1265）
ぎ

のう じっ しゅう

きん きゅう そう だん せん よう まど ぐち

技能実習SOS・緊急相談専用窓口
ぎ の う じ っ しゅう せ い

みな

つぎ

こども

きょう せ い て き

こま

ぼ う りょく

き こく

う

じ ぎょう ぬ し

う

ぎ の う じ っ しゅう せ い

くわ

みな

ぼ こく ご

が い こ く じ ん ぎ の う じ っ しゅう き こ う

さ ん ぎょう り っ ち

しゅうぎょう し え ん か

福
祉

特設人権
相 談 所

保
お知らせ

相談窓口

健
アラカルト
17

なや

技能実習生の皆さん、次のことで悩んだり困ったりし
ていませんか？
▷強制的に帰国させられる
▷暴力を受けている
▷事業主からセクハラを受けているなど
技能実習生の皆さんを、母国語でサポートします。
（OTIT）ＨＰで確認を。
詳しくは外国人技能実習機構
問産業立地・就業支援課
（☎231-1310）
かくにん

対①市内の「私が残したい素晴らしい景観」をテーマと
した写真 ②市内にある、良好な景観を形成している
建築物・工作物等 ③市内で行われている、良好な景
観を形成するための活動 申6月1日～8月1日
（消印有
効）
に、直接か郵送、メールで、都市計画課
（〒750-8521
南部町1番1号、メkeikan@city.shimonoseki.
yamaguchi.jp）へ。①は、インスタグラムでの応募可。
※応募要項は市HP、都市計画課、各総合
支所、各公民館で取得可
問都市計画課（☎231-1225）

下関での就活アプリ
「しものせき job net」
下関での就職を検討している大学生やそのご家族の皆
さん、市内就職に役立つ情報が入手できる市の就活ア
プリのダウンロードをしませんか。
内▷市内企業の基本情報
（350社以上を業種で区分して
掲載） ▷就活イベント
（企業説明会、交流会など）
情報
▷就職関係の制度のお知らせ
※ＱＲコードから直接
ダウンロードを
問産業立地・就業支援課
（☎231-1310）
AppStore
GooglePlay

「人権擁護委員の日」に特設人権相談所を開設します。差別や暴行・虐待を受けた、セクハラ・パワ
ハラを受けたなど、人権問題全般について人権擁護委員が無料で相談を受けます。秘密厳守。
対市内在住、在学、在勤の方 日6月1日（水）
10時～12時 所菊川総合支所、社会福祉協議会豊田支
所、豊北保健センター、川棚公民館 内▷相談の問合先＝山口地方法務局下関支局（☎2344000 フ234-4002） 問人権・男女共同参画課（☎222-0827 フ231-1437）

特設一日
行政相談

日6月20日（月）
10時～15時 所市役所本庁舎西棟1階エントランス
内行政相談委員が無料で相談を受けます。
問山口行政監視行政相談センター（☎083-932-1100）

婦人相談員
による相談

女性に関わるさまざまな悩み
（家庭や男女関係の問題、ＤＶなど）
について婦人相談員が面接、電話
により相談に応じます。※面接相談は予約をお勧めします 日平日9時〜16時
所市民相談所
（市役所本庁舎西棟5階） ●相談電話
（☎231–1156） 問福祉政策課
（☎231–1418）

不妊・不育
専門相談会

男性不妊治療専門の泌尿器科医が相談に応じます。日6月17日
（金）
15時～17時
所市役所本庁舎西棟3階 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）

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
休6月30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菊川総合支所（☎287-4009）＝日6月17日（金）
13時～16時 定6人（先着順）
申6月1日～17日に、電話で菊川総合支所へ。
●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
（☎234-4000）
●人権相談…山口地方法務局下関支局
（☎090-1339-4791）
●社会保険相談…山口県社会保険労務士会下関支部

こころの
健康相談

日6月24日（金）いずれも13時〜16時 所市役所本庁舎西棟3階相談室
定4人（先着順） 申6月21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
関する相談
消費生活相談

市報しものせき 令和４年 ６月号

対…対象 日…日時 期…期間 休…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
令和3年度の公文書公開と
個人情報開示の実施状況

ごみの分け方・出し方

●公文書の公開
公開の方法
公開の請求

請求件数

閲覧

写し交付

合計

13件

584件

597件

21,722枚

21,722枚

写し交付枚数

●びん・缶のふた
中身のないことが確認できるようびんと缶のふたは外
して、金属製の物は燃やせないごみ袋、プラスチック
製の物は青色指定ごみ袋に入れてください。※燃やせ
ないごみ袋はごみステーションには出せません

公開の申出

金属製のふた

申出件数

28件

28件

写し交付枚数

79枚

79枚

缶

開示の請求

請求件数

閲覧

写し交付

合計

27件

90件

117件

13,897枚

13,897枚

写し交付枚数

※各実施機関の実施状況など
詳しくは、市HPで確認するか
総務課へ問い合わせを
問総務部総務課
（☎231-1132）

▲公文書

▲個人情報

農業振興課からのお知らせ
①スマート農業を支援します
人手不足の解消などにつながるスマート農機の導入を
検討してみませんか？
対市内に住所
（法人の場合は事務所）があり、申請日ま
でに農業を営んでいる方。
内スマート農機の導入経費を一部補助します。
▷補助率＝3分の1（上限額1申請あたり250万円）また
は2分の1
（上限額1申請あたり375万円）
※注文、購入済みのものは対象外。その他条件あり
②農業を始めてみませんか
対市内で農業を始めてみたい方
期▷短期 原則1回5日程度、年3回まで
最長15日以内
▷長期 原則1カ月以上（概ね20日）
最長6カ月以内
内農業者の指導による就農体験。
短期の場合は参加料無料（支給なし）。
長期の場合は月額12万5,000円を市が支給。
※品目によっては受け入れができないことがあります
※体験終了後に報告書等を提出

※ふたにパッキンが付い
ているので、そのままリ
サイクルに回すと金属の
純度が落ちてしまいます

黄色指定ごみ袋へ

●個人情報の開示
開示の方法

燃やせないごみ袋へ

びん

青色指定ごみ袋へ

プラスチック製のふた

●電子ピアノ
市では収集不可。販売店・専門業者へご相談を。
脚がなく厚さ10㎝程度までの物でかつ、10㎏を超え
ない物・袋に入る物は燃やせないごみ。
10㎏を超える物・袋に入らない物は粗大ごみ。
問クリーン推進課（☎252-7165）
問農業振興課
（①☎231-1226

②③④☎231-1228）

③遊休農地等の解消を支援します
新たに遊休農地等を1ha以上かつ5年間以上、農地中
間管理機構を活用し、借り受けを行う場合、農業用機
械・施設等、有害鳥獣被害防止柵などの導入経費を一
部補助します。
▷補助率＝2分の1
※補助額上限あり
※注文、購入済みのものは対象外。その他条件あり
④集落営農に取り組んでみませんか
集落営農法人が存在しない地域で、集落内の3戸以上
の農業者で組織された営農組織が、集落営農を行うた
めに必要な共同利用機械、施設等の整備に要する経費
の一部を補助します。
▷補助率＝2分の1
※補助額上限あり
※注文、購入済みのものは対象外。その他条件あり

申請方法

①③④詳しくは問い合わせの上、6月30日（木）
までに、要望調査表などの必要書類を
②事前相談（長期は令和5年1月末まで）を
農業振興課か最寄りの総合支所建設農林（水産）
課へ。
Shimonoseki City Public Relations 2022.06

18

動物愛護管理センターからの
お知らせ
①猫に不妊・去勢手術を受けさせましょう
手術料の一部を助成します。手術前に申請を。
区分

助成金 雌

3,000円

5,000円

備考

飼い主のいない猫

5,000円

7,000円

飼い主がいない誓約
書を提出

地域猫

6,000円

10,000円

事前に市へ地域猫の
申請を

※その他条件があるので詳しくは問い合わせを
②犬・猫の譲渡会、譲渡前講習会 日6月5・19・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）
③犬のしつけ方教室
日7月9・16・23日（3回1セット）
13時～15時
定5組（先着順／センター譲渡犬優先）
共申①6月1日
（水）
から申請書を動物愛護管理センター、
各総合支所市民生活課、保健医療政策課へ。申請書は、
申請先、指定獣医師のいる動物病院、市HPから取得可。
②講習会の前日までに ③6月1日~7月7日に、電話か
ファクス、メールで、必（10㌻）を動物愛護管理センター
（メhkdoubut@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。
問①②③動物愛護管理センター
（☎263-1125 フ2566950） ①各総合支所市民生活課 ▷菊川
（☎287–
4004） ▷豊田
（☎766–2187） ▷豊浦
（☎772–4017）
▷豊北
（☎782–1925）

下関市過疎地域持続的発展計画変更
（案）の意見募集
こども
福

4月1日から豊浦地域が過疎地域に指定されました。
これに伴う計画の変更に当たり、パブリックコメント
を行います。所閲覧場所＝市役所本庁舎西棟1階、豊
浦総合支所地域政策課、市HP
申6月21日〜7月20日（消印有効）に、郵送かファクス、
メールで意見記入用紙を、企画課
（〒750–8521南部町
1番1号 メsskikaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp）
へ。閲覧場所に設置の提出箱へ投函も可。
問企画課
（☎231–1480 フ232–9569）

祉

議会からのお知らせ

と し た 第 １ 回 定 例 会 で は、 当 初

し た「 し も の せ き 議 会 だ よ り 」を

を 執 筆 し、 議 会 広 報 部 会 が 編 集

３月２日から

件 を 審 議 し、

28

日までを会期
市 議 会 で は、 議 員 自 ら が 原 稿

議会だよりもご覧ください

12

第１回定例会

予算議案を含む

市 報 に 折 り 込 む 形 で ６・ ９・

市報しものせき 令和４年 ６月号

いずれも原案のとおり可決
（同

▶市議会ＨＰ
「議会中継」
本会議や委員会の様子は
こちらからご覧いただけます。

56

・３月の年４回発行しています。

アラカルト

▶市議会ＨＰ
「議決結果」
こちらのＱＲコードから
ご確認を。

意）されました。

本会議（表決など）

今 回 の 議 会 だ よ り に は、 第 １

木

主な議案である令和４年度の

23

回定例会の各会派の代表質問と

本会議（一般質問）

当 初 予 算 に つ い て は、 感 染 防 止

月～水

会議録速報版の掲載開始

20～22

市 議 会 Ｈ Ｐ「 議 会 中 継 」の 録 画

休会

会議録速報版は本会議最終日

休会

以 降 の 本 会 議 で、 パ ソ コ ン 版 サ

金
土・日

イトのみ閲覧可能

お知らせ

17
18・19

市からの答弁の主な内容を掲載

本会議（一般質問）

しています。

水・木

対策と社会経済活動を両立させ

15・16

な が ら も、「 希 望 の 街・ 下 関 」の

休会（整理日）

実現に向けた諸施策を積極的に

常任委員会

火

進めていくとした市長の施政方

月

14

針 を 受 け、 各 会 派 の 代 表 質 問 や

13

中継の会議録欄に本会議の会議

休会

常任委員会での質疑などを通じ

常任委員会

録速報版を掲載しています。

水～金
土・日

て、 さ ま ざ ま な 角 度 か ら 審 査 を

健

8～10
11・12

行いました。

本会議（提案説明など）

か ら、 お お む ね １ カ 月 後 に 掲 載

火

※各議案に対する議員個別の賛

6／7

する予定です。

会議など

否の結果は、市議会

曜日

※対象は令和４年第１回定例会

保

日

問議会事務局議事課（☎231-4121）

ＨＰ
「議決結果」
から

ご確認ください

◆第２回定例会
（６月）◆

19

助成金 雄

飼い猫

▽

講座

次の申し込みはスマートフォン等で手続きが可能です。
①カード取得に伴うマイナポイント申し込み
②健康保険証の利用登録、公金受取口座の登録申し込み
なお、支援を希望の方は、情報政策課（市役所本庁舎
西棟6階）へ。 持マイナンバーカード、マイナンバー
カードの暗証番号、口座情報がわかるもの、キャッシュ
レス決済
（電子マネー等）の情報がわかるもの ※②の
ポイント申し込みは6月30日開始予定。詳しくは、マ
イナンバー総合フリーダイヤル(☎0120-95-0178)へ
問情報政策課(☎231-1580）

▽

イベント

マイナポイントの
申し込みを支援します

対…対象 日…日時 期…期間 休…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

