
情報 アラカルト
納期限（6月30日）

▷市・県民税＝第1期分
▷国民健康保険料＝第1期分
▷介護保険料＝第1期分

6月の休場・休館日
●唐戸市場＝日8・15・29日
問市場流通課（☎231-1440）
●新下関市場＝日水・日曜日
問青果市場室（☎256-0277）
●図書館＝6・13・20・24・27日
問中央図書館（☎231-2226）

青果市場の土曜市
日6月18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）

6月の献血
場所 日にち 時間

ゆめシティ 4・11・
18日

10時〜12時
13時15分〜16時

ゆめタウン
長府 5日（日） 9時30分〜12時

13時15分〜16時
※その他の献血会場は山口県赤十字
血液センターHPで確認を
問保健医療政策課（☎231-1426）

高杉晋作・坂本龍馬ら 
志士たちの足跡を巡る

全行程（約2㎞）を観光ガイドがご
案内します。
日6月19日（日）10時〜12時ごろ
※9時50分までに赤間神宮鳥居前集合
定20人（先着順）
申6月14日（火）までに、電話で観光
政策課へ。
問観光政策課（☎231-1350）

人類学ミュージアムの企画展
●－真夏の知的大冒険－
もうひとつの土井ヶ浜
土井ヶ浜遺跡周辺で行われた発掘調
査の成果をもとに、弥生時代以降の
土井ヶ浜の知られざる歴史を紹介。
期6月7日〜8月29日 9時〜17時
料一般200円、大学生等100円
問土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージア
ム（☎788-1841）

歴史博物館の企画展
●企画展「サムライの装い―下関ゆ
かりの武具―」
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。
期7月10日（日）まで　休月曜日
●展示解説会
日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）

太翔館の講座と企画展
●歴史文学講座「朝鮮通信使と萩
藩」ー馳走の本音と建前ー
日6月5日（日）14時30分〜16時
●企画展「家族のきずな・愛のたよ
り～伊藤半次の絵手紙～」
戦地の父が家族へ送った思いやりに
満ちた手紙の中から、絵手紙を通し、
ある一つの家族のきずなを紹介します。
期6月26日（日）まで 9時〜17時
休月曜日
問太翔館（☎782-1651）

烏山民俗資料館の所蔵品展
●所蔵品展「アルフレッド・コル
トーと夢の島」
世界的ピアニスト、アルフレッド・
コルトーは、昭和27年に来日公演
を行いました。その際、川棚温泉の
ホテルに宿泊し、部屋の窓から見え
る厚島を、川棚村村長に譲って欲し
いと願い出ます。来日70周年とな
る本年、コルトーと厚島の物語を紹
介します。
期6月11日〜9月13日 9時〜19時
問烏山民俗資料館（☎774-3855）

アブニールの教室
①手軽にささっと！　薬膳料理教室
チキンカレーキャベツ添え、花シュ
ウマイ、サツマイモとシイタケのキッ
シュ、カレーピクルスを作ります。
日6月15日（水）9時30分　
※約3時間
②クラフトテープで兜

かぶと

作り教室
日7月7日（木）13時30分
※約2時間　
共対市内在住の１8歳以上の方　
共定①10人　②8人（先着順）
共料300円（材料費）　
共申①5月27日〜6月9日　②6月
20日〜7月1日に電話で、必（10㌻）
を菊川教育支所へ。
問菊川教育支所（☎287-4026）

市民プール水泳教室
対小学生
期7月25日〜29日　

▽9時30分〜10時20分

▽10時30分〜11時20分
所市民プール
内クロールの基本を習得できるプロ
グラム
定各16人（抽選）
※定員に満たない場合は中止
料1人3,500円（全5回）
持水着、水泳帽子、ゴーグル、タオル
申6月21日（火／必着）までに、直接
か往復はがきで必（10㌻）を長府体
育館（〒752-0952長府江下町3番
15号）へ。
問長府体育館（☎245-5010）

スロージョギング® 
定例走行会

対市内在住、在勤の方
日所▷6月9日＝セービング陸上競
技場本部室集合
▷6月23日＝海響館横緑地広場
いずれも18時30分〜19時30分　
※原則毎月第2・第4木曜日に開催
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）

ピザ窯でピザ＆お菓子作り 
in 豊田湖畔公園

対2人１組のペア
日6月26日（日）10時〜14時
師河口尚美氏
定16人（8組／先着順）
料1組1,000円　持エプロン、マス
ク、タオル　申6月10日（金）から豊
田湖畔公園HPか、QRコー
ドから。
問豊田湖畔公園

（☎766-3488）

市民活動教養講座 
「協働の進め方講座」

地域課題の解決に向け、企業や学生
（若者）との接点は、ますます重要
となっています。これからの時代に
マッチした連携手法を学びます。
日6月21日（火）13時30分〜15時
師北尾洋二氏（リージョナルマネジ
メント代表取締役）
定30人（事前予約）
申6月15日（水）までに電話で、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）

	 Shimonoseki City Public Relations 2022.06	 20	 20



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

鶏のニューカッスル病 
予防ワクチン接種を

対市内で鶏を飼っている方
日7月に実施（※詳細が決定次第、
申込者に連絡）
内噴霧器でワクチンを鶏へ接種
申6月10日（金／必着）までに、はが
きかファクスで、必（10㌻）と鶏飼養
羽数を、農業振興課（〒750-8521
南部町1番1号）へ。
問農業振興課

（☎231-1226　フ231-1064）

ひとり親家庭等医療費受給 
者証の更新を

有効期限は7月31日です。
対①市民税所得割非課税世帯＝18
歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある児童とその児童を
扶養している父・母・養育者
②児童扶養手当受給者と同様の所得
水準の世帯＝小学校卒業までの児童
のみ　
③前述の①②の所得水準を超える方
＝義務教育就学前児のみ
申更新申請書（顔写真付き身分証明
書の写しを添付）、健康保険証の写
し、ひとり親家庭を証明する物をこ
ども家庭支援課へ。
※郵送のみの受け付け
問こども家庭支援課（☎231-1928）

乳幼児医療費受給者証の 
更新手続き

受給者証の自動更新を行います。
（所得が確認できない場合は要申
請。対象者には案内を送付）
申6月30日（木／必着）までに郵送で、
更新申請書（顔写真付きの身分証明
書の写しを添付）、乳幼児の健康保
険証の写しを、こども家庭支援課へ。
※郵送のみの受け付け
問こども家庭支援課（☎231-1928）

市・県民税納税通知書の 
送付

令和4年度市・県民税納税通知書を、
以下の日程で発送予定です。
▷年金特別徴収の対象となる方
6月10日（金）
▷それ以外の方
6月1日（水）
※給料から特別徴収される方には、
税額決定通知書を5月に勤務先に発
送しています
問市民税課（☎231-1916）

下関わくわく科楽少年隊
「風とプロペラ
のふしぎ」

（実験と工作）
対市 内 在 住 の
小学4年生〜6
年生
※小学3年生は
保護者同伴
日7月23日（土）9時30分〜11時
30分
所勝山公民館　定20人程度（先着順）
申7月20日（水／必着）までに、往
復はがきか、ファクス、メールで必

（10㌻）を生涯学習課（〒751-0830
幡生新町1番1号　メinfokishogai 
@city.shimonoseki.yamaguchi.
jp）へ。
問生涯学習課

（☎231-7968　フ222-8333）

重度心身障害者医療費 
受給者証の更新手続き

重度心身障害者医療費受給者証を
お持ちの方、昨年度非該当だった
方は、更新手続きが不要です。
6月末に障害要件と所得要件を満た
した方には受給者証を、非該当の
方には非該当通知を発送します。
※更新手続きが必要な方には、後
日更新書類を送付します
問障害者支援課（☎231-1917）

身体障害者補助犬受給者の 
募集

対次のすべてに該当する方

▽身体障害者手帳の交付を受けてい
る在宅の障害者の方（種類ごとに要
件あり）

▽山口県に1年以上居住し、令和4
年4月1日現在で満18歳以上の方

▽住居内で補助犬と生活し、その飼
育が可能な方

▽補助犬との共同訓練か合同訓練が
可能な方
定県内で1人
申6月30日（木／必着）までに、所定
の申込用紙を障害者支援課へ。
※申込用紙は、障害者支
援課か市HPから取得可
問障害者支援課

（☎231-1917）

高齢者保健福祉推進会議の 
委員募集

高齢者福祉計画や介護保険事業計画
の策定・推進について意見を求める
委員を募集します（任期3年以内）。
対市内に1年以上在住している20
歳以上の方　※国・地方公共団体の
議員、職員などは除く
定2人
申6月20日〜30日（必着）に、直接
か郵送で、「高齢者が安心して暮ら
し続けるために地域で出来ること」
がテーマの小論文（800字程度）と所
定の応募用紙を、長寿支援課（〒
750-8521南部町1番1号）へ。※応
募用紙は、長寿支援
課か市HPから取得可
問長寿支援課

（☎231-1168）

音声訳ボランティアの募集
対18歳〜65歳で、基本的なパソコ
ン操作と講習会後にボランティア活
動ができる方
期7月5日〜11月

（毎月2回第1・3火曜日／全10回）
18時〜20時
所山口県盲人福祉協会点字図書館

（関西町）
内視覚障害者にとって大切な情報収
集手段の一つである音声訳の基本的
な技術を学び、ボランティアとして
活動される方を養成します。
定10人（先着順）　
申6月28日（火）までに、電話で山口
県盲人福祉協会点字図書館（☎231–
7114）へ
問障害者支援課（☎231–1917）
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情報 アラカルト
危険物安全週間

期6月5日〜11日
内身近な危険物であるガソリンや灯
油などの安全な取り扱いについて考
えてみましょう。
▷危険物安全週間推進標語

「一連の確かな所作で無災害」
問消防局予防課（☎233-9118）

 男女共同参画週間
期6月23日〜29日
▷キャッチフレーズ　「あなたらし
い」を築く、「あたらしい」社会へ
●パネル展
期6月23日〜29日
所市役所本庁舎西棟1階エントランス
問人権・男女共同参画課

（☎231-7513）

住みよい山口　なくそう 
くるまの不正改造

6月は不正改造車排除強化月間です。
違法マフラーの装着などの車の不正
改造は、生活環境悪化の要因となる
迷惑行為です。
不正改造は犯罪であることを認識し、
不正改造は「しない」「させない」よう
にしましょう。※詳しくは、中国運
輸局山口運輸支局（☎083- 
922-5398）へ
問交通対策課

（☎231-1441）

外国人労働者問題啓発月間
●外国人を雇っている事業主の皆さ
ん、以下の項目をチェックしてみま
しょう！
▷国籍で差別しない公平
な採用選考を行っていま
すか？
▷労働法令を守り、労働・社会保険
に入っていますか？
▷日本語教育や生活上・職務上の相
談に配慮していますか？
▷安易な解雇はしていませんか？
▷外国人の雇入れ・離職時にハロー
ワークへの雇用状況の届け出を出し
ていますか？
※詳しくはハローワーク下関（☎222-
4031 32＃）、山口労働局職業対策課

（☎083-995-0383）へ
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310）

宝くじ文化公演ビゼー作曲 
オペラ「カルメン」

日6月26日（日）14時
料前売り券一般2,000円、高校生
以下1,000円　
※宝くじの助成に
より特別料金。当
日券は各500円増。
未就学児入場不可
所問生涯学習プラザ

（☎231-1234）

介護福祉士実務者研修
日7月7日〜令和5年1月6日
所下関福祉専門学校（小月茶屋三丁
目）　定20人　料1万8,000円程度
申6月15日（水）までに西部高等産
業技術学校（☎248-3505）か、ハ
ローワーク下関（☎222-
4031）へ
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310）

第二種電気工事士（技能） 
受講生募集

対第二種電気工事士（技能試験）の
受験対策を希望する方　日7月1日、
4日〜8日　所西部高等産業技術学
校（千鳥ヶ丘町）　料1万7,000円　
申6月13日（月／必着）までに、往復
はがきで、必（10㌻）と希望講習名、
職業を西部高等産業技術学校（〒
752-0922千鳥ヶ丘町21番3号）へ。
※詳細は西部高等産業技
術学校（☎248-3505）へ
問産業立地・就業支援課

（☎231-1310）

自衛官募集
○一般幹部候補生
対22歳以上26歳未満の方
日試験日＝1次 6月25日（土）
2次 8月1日〜7日のいずれか1日
申6月16日（木）まで
○自衛官候補生
対18歳以上33歳未満の方
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）

公共下水道の供用を 
開始した区域の皆さんへ

公共下水道の供用を開始後、次のこ
とが法律で義務付けられています。
▷排水設備工事（接続工事）＝1年以
内を目安
▷くみ取り便所の水洗化＝3年以内
供用を開始した区域の皆さんが汚水を
下水道に排水することで、周辺環境
も含めて生活環境が快適になります。
一日も早い排水設備工事を。
※排水設備工事は下関市下水道排水
設備指定工事店でないとできません
問上下水道局下水道整備課（☎231-
1363）、北部事務所（☎772-4028）

インターネット公売
▷申込期間＝6月10日13時〜6月
28日23時
▷せり売り期間（動産等）＝7月5日
13時〜7月7日23時
▷入札期間（不動産）＝7月5日13
時〜7月12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）

国勢調査の第1次試験調査 
にご協力を

令和7年国勢調査の実施計画策定に
必要な基礎資料を得るため、調査区
の世帯へ調査員が伺います。
ご理解・ご協力を。
対調査日現在、対象調査区に常住す
るすべての人・世帯
内▷調査日＝6月22日（水）
▷調査区＝梶栗町三丁目・四丁目、
彦島江の浦町一丁目、彦島本村町三
丁目、彦島弟子待東町、清末鞍馬四
丁目、小月西の台、菊川町大字上保
木、豊浦町大字宇賀湯玉在、豊田町
大字一ノ俣、豊北町大字矢玉地方南
▷調査期間＝6月〜7月
問総務部総務課（☎231-2413）

市民実感調査にご協力を
今後の市政運営などに活用するため、
無作為に抽出した方へアンケート調
査を行います。
調査票が郵送された方は、同封の返
信用封筒で返送するかウェブで回答
してください。
※調査結果は、市HPで公表
問企画課（☎231-1480）
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