住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田

～ 豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち ～

11
平成30年

福井誠記念プール

広報

愛称プレート除幕式

No.211

特集

限られた医療資源を守るために、私たちに何ができるでしょうか？

浜田の医療を守るために

浜田が生んだ
東京五輪の旗手

年２月

日 現在の浜田市元浜町にて誕生

福井 誠
昭和

年

昭和 年
昭和 年
昭和 年
昭和 年
昭和

年

年

故 福 井 誠 さ ん は、 昭 和 年
に浜田市元浜町に生まれ、浜田
市立第二中学校、島根県立浜田
高等学校在学中にそれぞれ、水
泳大会で全国優勝しました。
その後、日本選手権やアジア
競技大会などの大会で優秀な成
績を収め、１９６０年のローマ
五輪と１９６４年の東京五輪で
は、 ｍリレーに出場し、ロー
マでは銀メダル、東京では銅メ
ダルを獲得しました。また、東
京五輪では、日本選手団の旗手
を務め、現役を退いても、次世
代の選手育成に尽力されました。
こうした福井誠さんの功績を
後世に伝えるため、このたび、
「浜田市室内プール」の愛称を
「福井誠記念プール」としまし
た。

８００

２年後の２０２０年東京五輪
の開催が近づくにつれ、１９６
４年東京五輪で旗手を務められ
た福井誠さんの輝かしい功績は、
益々脚光を浴びることでしょう。
再 び 浜 田 か ら、「 第 ２ の 福 井 誠
選手」が誕生することを期待す
るところです。

福井誠記念プール除幕式
・特別スイムイベント

1964年東京五輪の日本選手団の入場行進
先頭で国旗を掲げ旗手を務める福井誠さん

50

23

ご親族の福井七郎さん
（福井誠さんの弟）

問合せ
生涯学習課スポーツ振興係
☎９７２１

また、９月 日㈷には、競泳元日
本代表の４選手を特別講師とした水
泳教室が行われました。市民など約
人が参加し、水のかきかたや水中
での姿勢を直接指導されるなど、貴
重な体験をしました。

「福井誠記念プール」の愛称と
なった浜田市室内プール ▶

昭和
昭和

９月 日㈯、浜田市室内プールに「福井
誠記念プール」の愛称をかかげ、プレート
の除幕式を行いました。
式典には、福井誠さんの弟の福井七郎さ
ん、甥の岩本誠治さん、福井誠後援会副会
長の田原博志さん、そして競泳元日本代表
選手であり浜田ＰＲ大使の千葉すずさん、
アテネ五輪銀メダリストの山本貴司さん、
ロンドン五輪銅メダリストの寺川綾さん、
世界選手権に出場した細川大輔さんらを招
きました。
館内では、福井誠さんがローマ五輪と東
京五輪で獲得したメダルや、ローマ五輪で
着用した日本代表のブレザーなど、貴重な
品が展示されました。

競泳元日本代表の４選手を特別講師とした水泳教室

年

細川大輔さん

昭和

日 逝去 （ 才）

寺川綾さん

年

年
年

年

年

13

福井誠さんが獲得した
東京五輪の銅メダル

山本貴司さん

23

26

25

昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
年
年
年

39

浜田市立第二中学校入学
ｍ自由形 優勝（２分 秒６）
全国中学
島根県立浜田高等学校入学
ｍ自由形 ２位（２分 秒６）
日本選手権
日本 高 校 選 手 権
ｍ自由形 優勝（２分 秒０）
八幡製鐵（現在の新日鐵住金㈱）に入社
アジ ア 競 技 大 会
ｍ自由形 優勝（２分８秒２）
ｍリレー 優勝（８分 秒５） 福井誠さんが着用した
ローマ五輪のブレザー
ｍ自由形 ２位（２分７秒７）
日本選手権
とトレーニングウェア
ｍ自由形 ３位（４分 秒０）
ｍ自由形 ２位（２分８秒０）
日本選手権
ｍ自由形 ２位（４分 秒０）
ｍ自由形 ２位（２分４秒１）
日本選手権
ｍ自由形 ２位（４分 秒７）
ｍ自由形 ８位入賞（４分 秒６）
ローマ五輪
ｍリレー ２位【銀メダル】（８分 秒２）
ｍ自由形 ２位（２分４秒５）
日本選手権
ｍ自由形 ２位（４分 秒１）
ｍ自由形 優勝（２分２秒２）
日本選手権
ｍ自由形 ３位（４分 秒２）
ｍ自由形 ２位（２分４秒２）
日本選手権
【日本選手団の旗手を務める】
東京五輪
ｍリレー ３位【銅メダル】（８分３秒８）
ｍ自由形 優勝（ 秒０）
日本選手権
ｍ自由形 優勝（２分４秒５）
ｍ自由形 ２位（ 秒２）
日本選手権
ｍ自由形 ３位（２分４秒２）
八幡製鐵水泳部コーチに就任
八幡製鐵水泳部監督に就任
八幡製鐵水泳部幹事長に就任
福岡県水泳連盟副会長に就任
北九州市水泳連盟理事長に就任
月

56

2
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千葉すずさん
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37
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２００

56

２００ ２００

２００ 4００ ２００ 4００ ２００ 8００ 4００ 4００ ２００ 4００ ２００ 4００ ２００ 8００ ２００

２００ 1００ ２００ 1００ 8００

52

15

22

28
18

昭和
昭和
昭和

平成４年

10

15
32 30 29 27

33
34
35
36
37
39 38
40
41
53 44 43

経歴と功績
福井 誠さん
浜田が生んだ1964年東京五輪の旗手

浜田市の医師数の推移
平成28年は130人

5 4 7
5
3 6
62 59 57
58
56
54
69 74 80 83 74 69

浜田の医療を守るために

医師の充足率（平成29年）

その他
診療所
病院

浜田市
島根県

73.1％
77.0％

限られた医療資源を守るために、私たちに何ができるでしょうか？
高齢化が進む中、医療の需要はますます高まってきています。一
方、医師や看護師などの医療従事者の不足が全国的に問題となって
おり、浜田市も例外ではありません。
医療機関にかかるとき、そして、普段元気なときから、私たちに
できることがあります。

浜田市の医師数は平成２８年で130人
と決して多くない状況です。勤務医師
の充足率も平成29年は73.1％と島根県
の中で低い現状です。

H18 H20 H22 H24 H26 H28

休日応急診療所を利用しましょう

休日に、浜田市医師会の医師が交代で診療を行っています。休日に受診
するときは、軽症であれば休日応急診療所を受診しましょう。
場所
開設日
時間
診療科

市役所本庁舎 地階
日曜日・祝日（１月１日を除く）
午前10時～11時30分
午後１時～３時30分
内科・小児科（軽症患者が対象）

中核病院での治療修了後、通院が必
要な場合はかか
りつけ医で受診
しましょう。

中核病院
休日応急診療所

高度な検査や治
療が必要になっ
た場合はかかり
つけ医が中核病院を紹介します。

かかりつけ医
住民

浜田医療センターは県西部では唯一の三次救急救命センターを備え、がん診療
連携拠点病院として急性期総合病院の役割を担っています。
高齢化が進んだ地域では必要とされる
回復期病床を運用し、急性期から在宅・
介護施設への移行がスムースに計れるよ
うに地域の診療所並びに介護・福祉施設
などと連携しています。市民の皆さんに
良質な医療を提供すべく職員は日々研鑽
しています。
浜田医療センター

かかりつけ医からのメッセージ

広報はまだ：平成30年11月号

浜田市医師会
会長 齋藤寛治さん

浜田医療センター
院長 石黒眞吾さん

救急隊員からのメッセージ

近年、全国的に救急車の出動件数・搬送人員数はともに増えています。これは
浜田市でも同様です。出動件数の増加に伴い、救急隊の現場までの到着時間も遅
くなっています。また、過去の統計から救急搬送された傷病者の約５割が入院の
必要性のない「軽症」でした。一概に「軽症だから救急車は使ってはいけない」
とは言えませんが、救急出動が増加すると一刻を争う重症の傷病者への対応が遅
れ、
「救えるはずの命」が救えなくなる可能性があります。
安易な救急車の利用は極力避け、本当に救急車を必要と
している人のために、緊急時以外はほかの交通手段を活
用しましょう。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

かかりつけ医はあなたの日ごろからの健康状態を知っていて、気軽に何
でも相談できる医師のことです。具合が悪くなったときは、平日の日中に、
早めにかかりつけ医を受診し、休日・夜間の受診を減らしましょう。
かかりつけ医のメリット
・体調などに関して何でも相談できる
・医療面で早めの対策がとれる
・必要な場合は専門家を的確に紹介してもらえる
・患者だけでなく、家族や地域の状況まで把握し
ているので、適切な治療を組んでもらえる

日常に密着した医療を提供します。

中核病院からのメッセージ

5

かかりつけ医を持ちましょう

中核病院とかか りつけ医の役割
高度な検査や医療を提供します。

問合せ
地域医療対策課医療対策係
☎９3 １０

64000

私たちは、健康に関することを何でも相談でき、必要なときに専門の医療機関
を紹介するかかりつけ医として、日頃の診療活動をはじめ、市の特定健診、乳幼
児健診、各種予防接種事業などに携わっています。そのほか、学校医、産業医な
ど、健康づくりのための様々な医療・保健・介護活動を行っています。
浜田市医師会の大きな事業として、浜田准看護学校を運営しており、卒業生の
多くは浜田市の医療・保健・介護現場で活躍されています。
これからも私たちは、地域の皆さんの期待に応えられるよう医療・福祉・予防
医学に研鑽を重ねてまいります。そして、皆さんにますます信頼され、開かれた
医師会を目指しますのでよろしくお願いいたします。

浜田市の人口と救急件数の推移

62000

3000

60000

2900

58000

2800

56000

2700

54000
52000

浜田市消防本部 警防課
救急救助係長 浦田博文

50000

3100

平成29年は3025件

2600
人口

救急件数

H H H H H H H H H H H H
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

まめネットをご存じですか

まめネットは、患者の診療情報を、患者が許可をした
島根県内の医療機関などで共有する無料の制度です。診
療情報の共有だけでなく検査や調剤などを行う際にも、
より正確で安全な処置などができるようになり、多くの
メリットがあります。
まめネットのステッカーが
貼ってある医療機関などで加
入手続・使用ができます。

2500
広報はまだ：平成30年11月号
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浜田市第１号となる島根大学医学部地域枠推薦出身の医師を
浜田医療センターへお迎えしています
へき地医療を中心とする島根県の医療に貢献し
たいという強い使命感を持った意欲ある学生を選
抜し、深刻化する島根県の医師不足の解消を目的
として、平成18年４月に島根大学医学部医学科地
域枠推薦入試が始まって10年が経過しました。

医師

ちょう

このたび、平成19年に浜田市から初めて推薦し
た張優美さんが、医師となり、４月から浜田医療
センターで勤務しています。
皆さんにご紹介します。

浜田の地域医療を守る会からのメッセージ

ちょう ゆ う み

浜田の地域医療を守る会
会長 岩谷百合雄さん

「浜田の地域医療を守る会」は、医療機関、関係団体、住民、行政が力をあわ
せて地域医療を守ることを目的として、平成22年に設立された会です。
現在、医療機関や専門学校、連合自治会など35団体が所属しており、住民が安
心して暮らすことができ、医療従事者が安心して働くことができる環境を目指し
て、医療従事者の育成や医療に関わることの普及啓発に取り組んでいます。
私たちの取組はまだまだ小さなものですが、市民の皆さんが浜田の医療につい
て考えるきっかけとなることを願っています。

医療従事者の人材育成など、取組の一部を紹介します

ゆ う み

張 優美さん
浜田市の皆さん こんにちは。本年度４月より新しく
浜田医療センターに赴任しました張優美と申します。平
成25年に島根大学医学部医学科を卒業し、初期臨床研
修、後期研修を終えて消化器内科医として浜田市に戻っ
てまいりました。
小学校中学年から中高と約10年間を浜田市で過ごし、
高校卒業後12年ぶりに地元に戻ってまいりました。浜田
医療センターは西部地区での中核病院となっており、
様々な分野の症例が昼夜問わず経験できるためとても勉
強になっております。まだ赴任して半年と日は浅いです
が、医療センターはほかの診療科の医師とも連携がとり
やすく、相談しやすい環境にあるためとても働きやすい
職場だと思います。
医師になってから６年目でまだまだ未熟ものではござ
いますが、浜田市の皆さんのお役に立てるよう精進して
まいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

診療科：消化器内科
出身高校：浜田高校
出身大学：島根大学
（平成25年卒）
○浜田市地域枠推薦

国民健康保険診療所の医師が、小・中
学校で出前授業を行いました。

「中・高生夏期医療体験実習」を
国民健康保険診療所で受け入れました。

中学生・高校生を対象に、座談会「医
療系学生と話そう」を行いました。

そのほかにも、浜田医療センターには地元出身の若手医師が勤務しています
医師

お き た さ と し

沖田聡司さん

診療科：整形外科
出身高校：浜田高校
出身大学：島根大学
（平成27年卒）
7
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医師

はら

か ず し

原 和志さん

診療科：外科
出身高校：浜田高校
出身大学：島根大学
（平成２７年卒）

医師

い の き ざ こ あ や か

猪木迫彩香さん

診療科：整形外科
出身高校：浜田高校
出身大学：島根大学
（平成28年卒）
○浜田市地域枠推薦

医師

た ま き しょうこ

玉木翔子さん

初期研修医
出身高校：浜田高校
出身大学：島根大学
（平成30年卒）
○浜田市地域枠推薦

浜田の医師・医学生の交流会を行い
ました。

医師国家試験・医学部合格者をお祝
いしました。

浜田出身の島根大学の医学生と意見
交換を行いました。

「みんくるカフェ」を開催し、住民
と医療や介護について意見交換を行
いました。

浜田駅北医療フェスタに出展しました。

広報はまだ：平成30年11月号
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見守り人口を増やしたい

市では毎年、各分野で市の発展に
尽くされた個人や団体を表彰し、多
年のご功労に感謝の意を表していま
す。今年は 月１日㈪、次の皆さん
に表彰状と記念品を贈りました。
（敬称略・年齢は 月１日現在・掲
載は 音順）

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

歳・三隅町三隅）
歳・金城町長田）
歳・長沢町）
歳・三隅町岡見）
歳・金城町波佐）
歳・国分町）
歳・旭町木田）
歳・弥栄町木都賀）
歳・三隅町向野田）
歳・金城町上来原）

《民生事業功労》

佐々木 正博
芹原 克博
千代延 英信
中山 美樹
西坂 浩晃
花手 知資
濵井 直紀
日原 政春
平岡 輝和
宮田 高幸

《地方自治功労》
多年にわたり保護司として更生保護と
青少年健全育成に寄与されました。
清水 靖之
（ 歳・清水町）

51 43 57 51 53 45 54 48 49 61

多年にわたり市町議会議員として地方
自治の伸展に寄与されました。
澁谷 幹雄
（ 歳・長浜町）
西田 清久
（ 歳・三隅町古市場）

50

市役所「ふるさと寄附推進室」窓口でも受け付
けています。
本プロジェクトへの支援を、お待ちしております。

多年にわたりスポーツ推進委員として
スポーツの普及推進に寄与されました。
德川 龍
（ 歳・旭町市木）
布田 義幸
（ 歳・旭町今市）

《教育文化功労》

74

多年にわたり公民館館長として地域の
生涯学習の伸展に寄与されました。
平野 公望
（ 歳・内田町）

61 42

多年にわたり公民館主事として地域の
生涯学習の伸展に寄与されました。
横山 さつき （ 歳・金城町小国）

78

59

57 55

問合せ
ふるさと寄附推進室

☎９２２０

これまでも市内各地域で防犯カメラを設置してきま
したが、
現在まだ不足している状況です。このプロジェ
クトへいただいた寄附は、全て防犯カメラ増設のため
に活用します。2019年３月末までに、新たな見守りの
目としての防犯カメラの増設を行い、より安全・安心
なまちづくりを推進します。
目標額は450万円で、防犯カメラを10台設置予定で
す。設置された防犯カメラには「はまだ防犯の都対
策『防犯カメラ増設プロジェクト』」のシールを貼り、
多くの人に事業の周知を図っていきます。

と

き

あ

す

時代を超えて 明日につなぐ
四〇〇年に想う未来―新たな浜田の物語

浜田開府四百年について
説明します

出前講座

多年にわたり公立学校学校医として学
校保健の推進向上に寄与されました。
中村 吉秀
（ 歳・内村町）
森脇 裕平
（ 歳・日脚町）

市民へは総務省通知を踏まえ、返礼品（特産品）
を送付しないこととしています。
※ １万円以上の寄附で、伝統芸能の石見神楽神楽
面の手札を送付します（市民へも手札を送付しま
す）。
※

多年にわたり消防団員として地域防災
に努め地方自治の伸展に寄与されました。
青木 耕二
（ 歳・金城町今福）
石田 誠
（ 歳・金城町七条）
石田 正博
（ 歳・金城町入野）
一法師 康裕 （ 歳・旭町木田）
岩田 唯昭
（ 歳・弥栄町栃木）
上山 忠治
（ 歳・金城町波佐）
宇川 健
（ 歳・金城町下来原）
河﨑 貴義
（ 歳・金城町小国）
川野 正次
（ 歳・殿町）
幸田 誠
（ 歳・金城町波佐）
佐伯 憲児
（ 歳・旭町木田）
佐々木 一美 （ 歳・長沢町）
佐々木 景悟 （ 歳・宇野町）
佐々木 輝雄 （ 歳・金城町七条）
佐々木 秀樹 （ 歳・上府町）

※

防犯カメラを増設して
見守り人口を増やしたい！

日までの平日

午前９時～午後５時

人以上で構成されるグループや小・中

２０１９年に浜田開府四百年を迎えるにあたり、浜田の
歴史や文化、記念事業について、市職員が説明します。
ぜひご利用ください。

年３月

対象 職域や市民
学生など
平成

無料

問合せ
観光交流課開府４００年推進室
☎９２２８

申込み 講座を希望する日の２週間前までに、講師派遣依
頼書を開府４００年推進室に提出してください。
※ 講師派遣依頼書は、浜田開府四百年祭実行委員会ホー
ムページからダウンロードできます。

料金

場所 市内事業所、公民館、学校など
※ 会場は主催者で手配してください。

日時
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31
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61 62

50 56 56 62 50 57 45 61 53 55 54 58 63 55 48

「防犯カメラ増設プロジェクト」
への寄附はこちら
furusato-tax.jp/gcf/368
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安全・安心なまちづくりを目指している浜田市では、
小中学生の登下校に合わせた見守り・声かけや、青色
防犯パトロール隊による見回りを行い、犯罪や事故の
防止に取り組んでいます。そんな中、島根県立大学生
が理不尽に命を奪われるという悲しい事件が発生し、
より一層防犯意識が高まっているところです。

～ 市発展に功労のあった皆さんを表彰 ～

ガバメントクラウドファンディング ™
皆さんのご寄附をお願いします
日まで
12月31
受付中

「ガバメントクラウドファンディング™」とは・・
2013年に「ふるさとチョイス」が提唱した、ふる
さと納税の適用となるふるさと納税型クラウドファ
ンディングが「ガバメントクラウドファンディング™
（ＧＣＦ™）」です。

安全安心なまちづくり
みんなで守る地域を目指して

平成30年度浜田市表彰
はまだ防犯の都対策「防犯カメラ増設プロジェクト」

元気な浜田をつくります

市長日記

（平成30年９月）

ご注意く

平成31年１月から

ださい

燃やせないごみ の 違反ごみ は

ふるさと浜田の集い（東京都）に出席し
ました（９月９日）

島根県ろうあ者大会に出席しました
（９月２日）

百寿の長寿者をお祝いしました
（９月10日）

起業・新事業のための資金調達セミナー
を開催しました（９月７日）

各地区で開催された敬老会に出席しまし
た（９月８日～23日）

燃やせるごみとなる
プラスチック製品の一例

プラスチックのバケツ

レジ袋

ＤＶＤ・ビデオテープ類

ボールペン

平成29年度
ごみ処理経費の状況

石見郷土研究懇話会浜田大会に出席しま
した（９月16日）

しまね映画塾2018in浜田の撮影合宿の開
講式に出席しました（９月22日）

11

広報はまだ：平成30年11月号

石本正日本画大賞展の授賞式に出席しま
した（９月18日）

障がい者雇用優良事業所として、㈱リフ
レッシュかなぎと特別養護老人ホーム偕
生園を表彰しました（９月27日）

大場美佳さんがJICA青年海外協力隊と
してベナン共和国で障がい児・障がい者
支援を行うことになりました
（９月20日）

浜田市議会定
例会で議員と
職員が「浜田
開 府400年 」 の
ポロシャツを
着用してＰ
Ｒを行いまし
た（９月28日
）

【歳入】
ごみ袋など売上収入
ごみ搬入手数料
資源ごみなど売払収入
可燃ごみ焼却灰処分費
ごみカレンダー広告収入など
歳入額 合計

（単位：円）
109,417,332
5,814,000
23,788,484
21,676,000
600,145
161,295,961

【歳出】
ごみ袋作製、販売経費
ごみ収集経費
資源ごみ中間処理経費
不燃ごみ処理場経費
可燃ごみ処理場運営負担金
人件費
ごみ収集カレンダー作製費など
歳出額 合計

（単位：円）
44,009,844
219,370,835
97,415,258
72,698,431
765,189,000
95,027,422
20,071,871
1,313,782,661

歳出額－歳入額

1,152,486,700

収集できません
燃やせないごみの違反ごみには違反ステッカーを貼
り、ごみステーションに残しますので、ほかの違反ご
みと同様に再分別をしていただく必要があります。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

燃やせるごみ袋【みどり色】に
入れてください

ンター開所10
会復帰促進セ
島根あさひ社
しました
席
ーラムに出
周年記念フォ
２日）
（９月１日・

４月から実施しているごみの分別の変更により、燃
やせないごみは金属類、陶器類、ガラス類、電気製品
のみとなっています。
変更に伴う移行期間として、これまでは燃やせない
ごみにプラスチック製品が入っている場合は、幅広に
収集していましたが、平成31年１月からは、燃やせな
いごみの違反ごみとして取り扱いますので、ご注意く
ださい。

平成31年１月から、燃やせないごみに
出すと、違反ステッカーを貼ります。

浜田市のごみ処理経費
●鉄くず売払収入
●資源ごみ売払収入

（内訳）

アルミ缶
スチール缶
ペットボトル
ビールびん
一升びん

6,497,605円
15,577,358円
13,678,396円
1,118,129円
616,896円
59,031円
104,906円

●容器包装リサイクル協会拠出金収入
1,713,521円
※ これは、ペットボトル・プラスチック容器包装・
びんを出荷して得た収入です。

※

ごみ処理にかかった費用は、約13億1,400万円で、
このうち、ごみ袋などの売上収入約1億1,000万円で
全体の約8.4％を賄っています。
なお、歳入と歳出の差額である約11億5,300万円は、
税金などで補填しています。

問合せ
環境課リサイクル推進係

☎９４３０

広報はまだ：平成30年11月号
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Town Topics
交通事故を防ごう

～ どんちっち交通安全フェスティバルin浜田 ～

ち

の

はまだ

子どもたちが稲刈りに挑戦
～ 美川幼稚園稲刈り ～

９月21日㈮、美川幼稚園で園児15人が地域の人たちと一緒に、
隣接している田んぼで稲刈りを行いました。地域の人から鎌の
使い方や稲の根元を持って刈るように教わり、前日の雨で、ぬ
かるんだ田んぼにはまりながらも、自分の背丈ほどに実った稲
を、一生懸命刈りました。刈った稲を運び、地域の人に、束に
して「はで干し」をしてもらいました。
園児は、
「大変だったけど、楽しかった」と話していました。
刈った稲を脱穀して、11月には、地域の人たちと「新米の会」
を開催して新米を味わう予定にしています。

あさひ

大きい梨を採ったよー

13
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やさか

～ 秋の全国交通安全運動三隅支部啓発活動 ～

はまだ

かなぎ

９月26日㈬、交通安全運動街頭指導キャンペーンがＪＡ金城
支店駐車場で行われ、約40人が参加しました。
これは、秋の全国交通安全運動期間中、交通事故防止を目的
に浜田市交通安全協会金城支部今福分会が開催したものです。
当日は、今福小学校５、６年生の児童が「安全運転をお願い
します」と声をかけ、啓発用グッズを配り交通安全を呼び掛け
ました。参加者は「運転者、歩行者が交通ルールを守り、交通
事故が起きないように心掛けないといけない」と話していまし
た。

事故ゼロを達成するために

９月21日㈮、秋の全国交通安全運動にあわせ啓発活動が三隅
町内で行われました。この取組は、悲惨な交通事故を少しでも
減らすため浜田市交通安全協会三隅支部が地域の住民や学校な
どの各種団体と共に毎年実施しているものです。
この期間中、住民が早朝からのぼり旗や交通安全標語板を掲
げ、国道９号を通る運転者に交通安全を呼びかける人の目交通
監視のほか、各地区での立哨活動、地元企業による交通安全啓
発用チラシの配布などが行われ、地域全体で交通安全を呼びか
けました。

♥
Town Topics

い

～ 交通安全運動街頭指導キャンペーン ～

歩行シミュレーターを体験する

標語板を掲げ交通安全を呼びかける

だ

今日も安全運転でお願いします

９月22日㈯、島根県西部運転免許センターでどんちっち交通
安全フェスティバルin浜田が行われ、約200人が参加しました。
これは、交通事故防止を目的に、浜田警察署と交通関係の12
団体が協力して、去年に続き２回目の開催になります。
当日は、警察車両パレードで始まり、県警による音楽演奏が
あり、演奏の合間には、反射材の着用を呼びかけました。会場
内には、警察車両の試乗や歩行シミュレーターなどの体験もで
き、来場者は交通安全意識を高める良い機会になりました。

みすみ

わ

運転手に交通事故防止を呼び掛ける児童

交通ルールを守って安全走行

～ 高齢者電動車安全運転講習会 ～

９月25日㈫、電動車安全運転講習会が弥栄支所前イベント広
場と弥栄会館で開催されました。
これは、浜田市交通安全協会弥栄支部と浜田市社会福祉協議
会弥栄支部が、高齢者の電動車による事故防止のため秋の全国
交通安全運動にあわせて企画したものです。
講習会では、浜田警察署や交通安全協会、電動車販売事業者
の皆さんの指導のもと、安全運転の知識や電動車の点検方法を
学び、脱輪や悪路を想定したコースなどを体験しました。
電動車で悪路のコースを体験する

敬老会で長寿を祝う
～ 弥栄自治区敬老会 ～

やさか

９月23日㈷、弥栄自治区敬老会が弥栄会館で開催され、約
140人の高齢者が参加しました。
当日は、弥栄小学校児童による作文や歌、弥栄中学校の生徒
による合唱、地域の団体による踊りや神楽が披露され、にぎや
かに長寿をお祝いしました。
参加者は、児童の作文や握手、肩たたきなどのふれあいに笑
顔でうれしそうに応えていました。
また、久しぶりに会う友人たちとの会話に花を咲かせました。
刈った稲を一生懸命運ぶ園児たち

田ばやしでお祝いする

あさひ

大きく育った梨を収穫

～ 旭小学校

梨の収穫体験 ～

９月19日㈬、旭小学校４年生22人が山ノ内梨園で地域の特産
品である赤梨「豊水」の収穫作業を体験しました。児童たちは、
梨について学ぶため、春から梨の観察や摘果作業を行い、梨の
生育を見守ってきました。
当日は、収穫前に大きさや色などを観察し、梨の絵を描いた
のち、生産者からおいしい梨の見分け方やもぎとり方を教えて
もらい、大きく育った梨を落とさないように丁寧に収穫しまし
た。約250個の梨を収穫した児童たちは、もぎたての梨を頬張り、
「甘くておいしい」と顔をほころばせていました。

子どもたちも楽しく方言を学ぶ

「石見弁」で楽しくおしゃべり

～「方言」でこそ伝わるものがある ～

９月22日㈯、石見弁を学び、体感するイベントが今市公民館
で開催され、小学生を含む地域住民34人が参加しました。これ
は、「方言」でこそ伝わるものがあると題して、方言が持つ独
特のニュアンスや豊かな感情表現をとおして、お互いの心に響
く感情を磨き、併せて生活の中で次世代に伝承していこうと、
今市公民館が企画したものです。
イベントでは、石見方言研究家の神本晃さんを招き、言葉の
授業や方言クイズ、石見弁で語る昔ばなしなどを楽しみながら
学びました。
広報はまだ：平成30年11月号
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安全安心

まちかど救急ステーション
認定制度を推進しています

生活・環境

まちかど救急ステーション認定
制度とは？
適切な応急手当を行うことが
できる体制を有する事業所など
を「 ま ち か ど 救 急 ス テ ー シ ョ
ン」として認定し、これを活用
することにより、重篤な傷病者
が発生した際の救命率の向上を
図るとともに、その社会貢献を
高く評価し、地域における安全
で安心なまちづくりの推進に資

安全安心

産業・地域活性化

子育て

新たに認定された 事業所
（順不同）
・浜田市金城総合運動公園（ふ
れあいジム・かなぎ）
・島根県西部総合福祉センター
（いわみーる）
・今井産業㈱工事開発部
・国民宿舎 千畳苑
・特別養護老人ホーム 弥栄苑
・養護老人ホーム 寿光苑
・養護老人ホーム 長寿苑
・認定こども園みなと子ども園
・長沢保育園
・認定こども園こくふ子ども園
・認定こども園あさひ子ども園
・上府保育園
・㈱Ａコープ西日本Ａコープあ
さひ店
・ゆうひパーク浜田㈱
・浜田市立石正美術館
・㈱Ａコープ西日本Ａコープみ
すみ店
・美又温泉会館
・美又温泉国民保養センター
まちかど救急ステーション制度
の効果は？
認定事業所のＡＥＤや応急手
当の技術を広く活用することで、
救急隊が到着するまでの間に、
市民がＡＥＤを使用した救命措
置などを迅速に行うことができ
れば救命率と社会復帰率の向上
が期待できます。
緊急時は、お近くの認定事業
所などに協力を依頼してくださ
い。

税務・納税

９月１日㈯、かなぎシェアハウス学習会が始まり、金城中学
校３年生７人が参加しました。
この学習会は、雲城地区にあるかなぎシェアハウスで暮らす
島根県立大学生が、中山間地域の課題解決の一つとして、大学
生の強みを生かした活動として地元中学生への学習機会の提供
を始め、今年で３年目を迎えます。
学習会に参加した中学生は、大学生から中学校の時の学習方
法を聞いたり、学習の進め方やポイントについてアドバイスを
受けながら学習に取り組んでいました。

～ かなぎシェアハウス学習会 ～

秋季全国火災予防運動が
実施されます

火災が発生しやすい時季を迎
えるに当たり、 月９日㈮から
日㈭までの７日間、全国一斉
に秋の火災予防運動が実施され
ます。
防火標語（平成 年度全国統一
防火標語）
「忘れてない？
サイフにスマホに火の確認」
住宅防火 いのちを守る ７つ
のポイント
３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。

健康・福祉

保険・医療・年金

人権

教育・文化・スポーツ

※ 詳しくは市ホームページを
・ガスこんろなどのそばを離れ
ご覧ください。ご不明な点は、
るときは、必ず火を消す。
お問い合わせください。
４つの対策
問合せ 消防本部警防課救急救
・逃げ遅れを防ぐために、住宅
助係 ☎５１６７
用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンから
の火災を防ぐために、防炎品
を使用する。
・火災を小さいうちに消すため
に、住宅用消火器などを設置
する。
・お年寄りや身体の不自由な人
を守るために、隣近所の協力
体制をつくる。
※ おやすみ前にもう一度、火
の元点検を行いましょう。
※ 町内会などで実施する消火
訓練などを受け付けています。
気軽にご相談ください。
問合せ 消防本部予防課予防係
☎１１６７

学習に取り組む生徒たち

大学生が学び合いの場を提供

かなぎ
まちかど救急ステーション
認定証交付式

～ 少年の主張浜田市大会 ～

することを目的としています。
まちかど救急ステーションに認
定された事業所とは？
この制度の主旨に同意し協力
をしていただける、次の３つの
項目を満たしている事業所に認
定証を交付しています。
①誰もが使用することができる
場所にＡＥＤを設置している
こと。
②ＡＥＤを常時使用可能な状態
に整備していること。
③救命講習などを修了した従業
員などが所属していること。
まちかど救急ステーション認定
事業所を拡充しています
市では、９月に新たに 事業
所を認定し、全部で１４３事業
所のご協力を頂いております。
認定事業所については、新た
に認定された事業所を含め、市
ホームページに認定事業所の情
報を掲載していますのでご活用
ください。また、市内各所のＡ
ＥＤ配置場所の地図も随時更新
しています。

住宅

11

30

～ 今福小学校稲刈り ～

黄金色に実った稲を刈りとる児童たち

９月５日㈬、今福小学校稲刈りを、全校児童と地域の人たち
が一緒になって行いました。
児童たちは、５月に田植えを行い、米作りをとおして米の成
長過程の観察を行ってきました。２月には、収穫した米で日頃
お世話になっている地域の人たちと卒業を祝う会で一緒にもち
つきを行います。当日は、地域の人たちの手ほどきを受けなが
ら、たわわに実った稲穂を鎌で刈り取り、くくった稲をはで干
ししました。児童たちは慣れないながらも笑顔で「鎌で刈り取
るのが難しかった。もちつきが楽しみ」と話していました。
15

かなぎ
実りの秋 収穫に笑顔 今年も豊作

中学生が熱い思いを発表

みすみ

懐かしの車を眺める来場者

９月16日㈰、「昭和の車大集合」が、弥栄支所前イベント広
場で行われました。このイベントは懐かしの名車や憧れの名車
を眺めながらおいしい食べ物を食べ、子どもから大人まで楽し
く１日過ごすことを目的に、ＩＣＯＣ石見カーオーナーズクラ
ブが開催したものです。
当日は、トヨタ2000ＧＴや1960年代のスカイラインＧＴ-Ｒ
など多くの昭和の名車が展示され、Ｔ型フォード（大正11年式）
の乗車体験がありました。来場者は記念撮影をしたり、いろん
な角度から目を輝かせて、見学していました。

14
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18

自分の思いを発表する中学生

９月５日㈬、少年の主張浜田市大会が三隅中学校体育館で開
催されました。この大会は、中学生が日頃、学校や日常の生活
体験をとおして感じたことを発表することにより、自立心を育
てるとともに親や大人に対する理解と関心を高めることを目的
に浜田市中学校長会が中心となって企画したものです。
浜田市内９中学校代表の生徒10人が、身の回りの出来事や友
達との関わりなど、中学生の素直な感性で主張しました。三隅
中学校３年の河野寛生さんが最優秀賞（１席）に選ばれ、９月
27日㈭に安来市で開催された島根県大会に出場しました。
18

認定した事業所には、
表示証が提示されています

～ 昭和の車大集合 ～

やさか
クラシックカーが勢揃い

♥
Town Topics
まちのわだい

安全安心

生活・環境

防災行政無線で全 国 一 斉
訓練放送を行いま す
地震・風水害や武力攻撃など
の災害時に、国から送られてく
る緊急情報を全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）によって伝
達するための一斉訓練放送を行
います。
市では、市内全ての防災行政
無線から放送が流れます。
※ この訓練放送は、浜田市以
外の地域でも行われます。
訓練放送日時
月 日㈬ 午前 時頃
放送内容
「これは、Ｊアラートのテスト
です」を３回繰り返します。
※ 前後にチャイム音が鳴りま
す。
※ 全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）とは、災害時に国
から送られてくる緊急情報を、
人工衛星などを介して瞬時に
受信し、市町村の防災行政無
線などを自動的に放送させる
システムです。
問合せ 安全安心推進課防災安
全係 ☎９１２２

住宅
産業・地域活性化

生活・環境

２０１９年版島根県民手
帳を販売しています
島根県統計協会及び市では、
毎年「島根県民手帳」を発刊・
販売しています。
この手帳は、予定表のほか、
県内の主要統計データや県内の
お祭り・イベント情報など便利
な資料を掲載した、ハンディタ
イプで使いやすい手帳となって
います。
価格 １冊５５０円
※ 平成 年１月末まで市役所
総合窓口課及び各支所防災自
治課で販売しています。
問合せ 情報政策課統計企画係
☎９１２０

草木などの焼却は近所迷
惑にならないようにしま
しょう

税務・納税

子育て

などです。
田畑や庭から出た草木であっ
ても焼却せずに土に還す、燃や
せるごみ袋に入れてごみステー
ションへ出す又は直接エコク
リーンセンターへ搬入してくだ
さい。
どうしても草木などを焼却さ
れる場合は、時間帯や風向きを
見ながら少量ずつ短時間で焼却
し、必ず消火を確認するなど近
所迷惑にならないようお願いし
ます。
問合せ 環境課くらしと環境係
☎９４２０

メールやハガキによる架
空請求には注意してくだ
さい

健康・福祉

保険・医療・年金

通知はハガキやメールで届くこ
とはありません。不審なハガキ
やメールは無視し、書かれてい
る電話番号にはかけないでくだ
さい。
不安であれば消費者センター
や警察へご相談ください。
相談窓口
浜田市消費生活相談窓口
日時 月～金（土・日・祝日・
年末年始を除く）
午前 時～午後３時
☎３１６０
島根県消費者センター
日時 月～金・日（土・祝日・
年末年始を除く）
午前８時 分～午後５時
☎０８５２５９１６
※ 日曜日は電話受付のみです。
（午前８時 分～正午・午後
１時～５時）
消費者ホットライン
☎１８８
警察相談専用電話
☎＃９１１０ 又は
☎０８５２９１１０
日時 月～金（土・日・祝日・
年末年始及び時間外は当直員
が対応します）
午前８時 分～午後５時 分
問合せ 環境課くらしと環境係
☎９４２０

月 日から 日は
「税を考える週間」です

行っていますので、ご利用くだ
さい。
問合せ 総合窓口課総合窓口係
☎９４００

15

税を考える週間
テーマ くらしを支える税
国 税 庁 で は、「 税 を 考 え る 週
間」として、ホームページで様々
な情報を提供しています。

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

☎９２００
政策企画課定住婚活推進係
問合せ
☎９５０１

Facebook
人権

育

て

歯科検診・フッ素塗布（歯ブ
ラシに液をつけて塗布します）
むし歯予防の話をします。
対象 浜田市に住所がある１歳
以上の在宅幼児
※ 保 育 所（ 園 ）・ 幼 稚 園 で 実
施している場合は、園で受け
てください。
日程
月 日㈭
受付 午後１時 分～ 分
場所 旭保健センター（今市公
民館）
料金 ４００円（歯ブラシ代を
含む）
※ タオル・母子手帳を持参し
てください。
申込方法 電話で申し込んでく
ださい。
申込み 旭支所市民福祉課健康
福祉係 ☎１４３５

在宅児フッ素塗布を実施
します

子

午後２時～４時 分
場所 石央文化ホール大ホール
問合せ 浜田税務署
☎０３６０

問合せ 産業政策課

30

30

https://www.nta.go.jp/
浜田税務署長納税表彰式
納税思想の高揚などに貢献し
た皆さんを表彰します。
日時
月 日㈫
午前 時～ 時
場所 浜田合同庁舎２階大会議
室
租税作品合同表彰式
租税作品合同表彰式を行いま
す。
日時
月 日㈯
午前 時～正午
場所 ゆめタウン浜田 １階
給与所得者の年末調整説明会及
び消費税の軽減税率制度などの
説明会
平成 年分の年末調整の仕方、
法定調書・給与支払報告書の記
載と提出及び消費税の軽減税率
制度などについて説明会を開催
します。
日時
月 日㈭

健康・福祉

「友だち登録」お願いします

教育・文化・スポーツ

30

「法務省管轄支局国民訴訟通達
センター」などといった、公的
機関に類似した差出人から「消
費料金に関する訴訟最終告知の
お知らせ」のハガキが届いたと
いう相談が寄せられています。
これは、裁判所や法務省など
の公的機関をかたり、不安をあ
おって連絡させてお金をだまし
取る詐欺の手口です。
また、有名企業をかたった、
ショートメッセージサービス
（ＳＭＳ）による架空請求も全
国で発生しています。
「法的措置」、「訴訟通知」、「給
与・不動産差し押さえ」などの

税務・納税

結婚支援専用 LINE
30

10

田畑や庭から出た草木などを
焼却することは「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」の一部
例外として認められていますが、
最近「野焼き」に対する苦情が
多く寄せられています。
苦情の多くは「煙で窓が開け
られない」
「洗濯物に臭いがつ
く」
「煙で体調が悪くなった」

http://www.hamada-akiya.
com/
問合せ 政策企画課定住婚活推
進係 ☎９２００

産業・地域活性化

子育て

推進する上で必要な調査ですの
第二浜田ダム多目 的 広 場
で、ご協力をお願いします。
税務・納税
を利用してくださ い
対象
月に実施された住宅・
第二浜田ダム多目的広場を市
土地統計調査に回答いただい
民の皆さんに利用していただく
た世帯の中から抽出された世
ｅ‐Ｔａｘで 確 定 申 告 を す
た め 開 放 し て い ま す。 レ ク リ
帯
る人は電子証明書の期限
エーションなど自由にご利用く
調査方法 調査の対象となる世
切れに注意してください
ださい（ゴルフなど芝生が傷む
帯 に は、 月 下 旬 か ら ポ ス
行為は禁止します）
。
ティングにより調査票を配布
ｅ‐Ｔａｘで確定申告をする
利用についての事前予約は必
し、郵送・オンラインにより
人は、電子証明書が格納された
要ありませんが、イベントや大
回収します。
住民基本台帳カード又はマイナ
会（グランドゴルフなど）で広
問合せ 建築住宅課指導係
ンバー（個人番号）カードが必
場を一時的に占用される場合は、
☎９６３２
要です。カードを持っている人
事前に申込みをしてください。
は、電子証明書の有効期限を確
申込み 維持管理課公園係
認してください。
空き家情報を提供してく
☎９６２２
住民基本台帳カードに格納し
ださい
た電子証明書の有効期限は発行
市では、使用予定のない「空
から３年間です。新規発行・更
き家」を探しています。
新は平成 年 月をもって終了
空き家バンクに登録して、空
していますので、確定申告（ｅ
き家の有効活用をしませんか。
‐Ｔａｘ）をするまでに有効期
空き家を所有している人、空き
限が切れる人は、マイナンバー
家を知っている人からの情報提
（個人番号）カードを申請して
供をお待ちしています。
ください。交付までおおむね１
ご不明な点は、気軽にお問い
か月かかります。確定申告に間
合わせください。
に合うように早めに申請するこ
※ 空き家バンク制度とは、使
とをお勧めします。
住
宅
用予定のない空き家を登録し、 ※ 住民基本台帳カード前面に
ホ ー ム ペ ー ジ な ど で Ｕ・ Ｉ
書かれている有効期限はカー
ターン希望者などに情報提供
ドのもので電子証明書の有効
を行う制度です。
期限ではありません。
住生活総合調査に ご 協 力
空き家バンクホームページ
マイナンバーカードの申請は、
ください
本人確認書類を提示していただ
ければ、総合窓口課及び各支所
市民福祉課で写真撮影し、職員
が代わりに申請するサービスを
月１日、全国で住生活総合
調査が行われます。住生活の安
定・向上に係る総合的な施策を

住宅

浜田市定住婚活推進係
15
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11

生活・環境
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安全安心
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第二浜田ダム多目的広場

31

10

「いいね！」お願いします
11

11

11

12

田

地域医療対策課保健予防係
☎９３１１
各支所市民福祉課

】

健康・福祉

浜

子育て

問合せ

時間
会 場
日
時間
会 場
9：00～ 9：10 後野８町内公民館
9:00～ 9:10 福井集会所
9：25～ 9：35 後野４町内公民館
9:20～ 9:30 小福井団地集会所
9:40～10:00 石原集会所
9：50～10：00 石見公民館佐野分館
10：15～10：25 石見公民館宇津井分館 13 10:15～10:30 美川公民館
10：45～10：55 河内集会所
10:40～10:50 一の瀬集会所
11：10～11：30 ラ・ペアーレ浜田
11:00～11:10 草森勝美様宅前（鍋石町）
13：00～13：15 浜田ビューティーカレッジ
13:00～13:10 櫟田原公民館
13:25～13:35 田橋児童館
13：25～13：40 緑ヶ丘相談室
県営住宅黒川団地
8:30～ 9:00 浜田公民館
13：50～14：05
４の３町内集会所
9:15～ 9:35 紺屋町ふれあい広場
14：15～14：25 靴のまつむら駐車場
9:50～10:20 琵琶町集会所
9:00～ 9:10 長見町２町内公民館 14 10:35～10:55 医師会館前
11:10～11:40 ジョイプラザ
9:20～ 9:30 石見公民館長見分館
10:00～10:10 西岡公民館
13:00～13:15 瀬戸見文化センター
10:20～10:30 石見公民館細谷分館
13:30～14:00 浜田保健所
10:45～10:55 三階町東岡公民館
14:55～15:05 瀬戸ケ島集会所
15:20～15:30 笠柄３町内集会所前
11:10～11:20 三階町５町内公民館
13:00～13:10 野原２町内公民館
13:20～13:30 総合福祉センター
13:40～13:50 竹迫４町内集会所
14:10～14:40 石見公民館

保険・医療・年金

人権

日㈬

広報はまだ：平成30年11月号

教育・文化・スポーツ

日㈪

14：50～15：10 JFしまね浜田支所国府出張所
15：30～15：40 佐々木米穀店前（下府町）

【

ネックレスなどは外し、すぐに撮影できるよ
うな服装で受診してください。
※ 同じ年度内に肺がん検診を受けている人は、
結核レントゲン検診を受けられません。

日㈫

９日㈮

浜田

教育・文化・スポーツ

８日㈭

浜田

人権

７日㈬

浜田

三隅

保険・医療・年金

☎９３１１

時間
会 場
日
10:00～10:10 大麻公民館
10：30～10：40 陽光台集会所
11：00～11：10 門田地区公民館
11：30～11：40 JFしまね浜田支所津摩出張所
13：00～13：15 周布公民館
13：25～13：35 日脚児童館
13：45～13：55 長浜商港会館
14：05～14：15 長浜公民館
14：25～14：35 柴田畳店前
9：00～ 9：20 国府公民館有福分館
9：30～ 9：40 大峠口バス停前（大金町）
9：50～10：15 順興寺前
10：25～10：50 上府三宅集会所
13：00～13：20 久代公民館
13:40～13:50 国分自治会館
12
14：10～14：40 国府公民館

※

税務・納税

三隅

健康・福祉

日

子宮頸がん検診の受診間隔について
今回の受診結果
対応又は受診間隔
細胞診「異常なし」かつ
次回は、3年後に受診
HPV検査「陰性（－）」
細胞診「異常なし」かつ
次回は、1年後に受診
HPV検査「陽性（＋）」
細胞診「異常あり」
精密検査を受診
※ 一般的な間隔ですので、医師の指示を守りましょう。

地域医療対策課保健予防係

産業・地域活性化

浜田

対象 65歳以上（浜田市に住民票のある人）
料金 無料
結核レントゲン検診撮影票（受診票）
・検診会場及び市役所東分庁舎１階地域医療対策
課・各支所市民福祉課・各公民館にあります。
・「広報はまだ」４月号に併せて配布した「平成
30年度各種健（検）診日程表」に掲載しています。

【検診車で受診する場合】（予約不要）
対象 20歳以上の女性
実施日
受付時間
会 場
9:00～ 9:30 長浜公民館
10：15～10：30 長浜商港会館
11月９日㈮ 11：00～11：30 津摩児童館
13：00～13：30 周布公民館
14：30～15：00 大麻公民館

問合せ

住宅

11月結核レントゲン検診の日程
健康・福祉

金城 弥栄 浜田

子育て

【医療機関で受診する場合】
医療機関によっては、予約が必要となります。
※ HPV検査の結果により受診間隔に違いがあります。
対象 20歳～49歳までの女性
実施期間
平成31年２月28日㈭まで
江木医院 ☎１１８１（予約不要）
浜田医療センター内 健診センター
☎７７００（要予約）
実施場所
予約受付時間 14:00～16:00
実施日 毎週月～金曜日
当日受付  ９：00～ 9：30
検査時間 10:00～

生活・環境

旭

子宮頸がん検診
子宮頸がん検診受診の際に、ＨＰＶ（ヒトパピロー
マウイルス）検査を無料で受けることができます。

安全安心

金城

税務・納税

広報はまだ：平成30年11月号

【検診車で受診する場合】
申込先 島根県環境保健公社 ☎７４４２
実施日
受付時間
会 場
9:00～11:30
11月26日㈪
市役所第２東分庁舎１階
13:00～15:00
※ 次の人は、乳がん検診（マンモグラフィー検査）
を受けられません。
・ペースメーカー装着者・妊娠中の人
・授乳中の人・豊胸手術実施者
・ＶＰシャント術後（水頭症のための脳室シャント）
・乳房手術後１年以内の人・卒乳後６か月未満の人
浜田

浜田

産業・地域活性化
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胃がん検診（予約不要） 対象 40歳以上
実施日
受付時間
会 場
9:00～10:00 ラ・ペアーレ浜田
11月15日㈭
13:00～13:30 石原集会所
市役所第２東分庁舎１階
11月18日㈰
8:30～11:00
（要予約）
（休日検診）
※ 11月18日㈰の検診は、予約が必要です。島根県環
境保健公社（☎７４４２）に申し込んでください。
※ 胃がん検診は空腹状態でないと受診できません。受
診６時間前には必ず食事を済ませてください。午後か
らの受付については、検診当日の軽い朝食は結構です。
２時間前までは、コップ１杯程度の飲水は可能です。
避けたほうが良い食品 肉類・貝類・天ぷら・ラーメ
ン・ねり製品・こんにゃく・海藻類・きのこなど

【医療機関で受診する場合】
申込先 浜田医療センター内 健診センター
☎７７００
申込受付時間 14:00～16:00
平成31年２月28日㈭まで
毎週火・水・金曜日
実施期間
検診当日受付時間 14:30～15:00
検査時間 15:00～17:00
実施場所
浜田医療センター内 健診センター

11

に連れて行かないなど
心理的虐待 言葉による脅し、
無視、きょうだい間での差別
的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるうなど
乳幼児揺さぶられ症候群
赤ちゃんが泣きやまないから
といって激しく揺さぶると、赤
ちゃんの脳や網膜に損傷を与
え、重い障がいが残ったり、命
を落としたりすることがありま
す。どうしても泣きやまないと
きは、赤ちゃんを安全な場所に
寝かせて、その場を少しの間で
も離れ、まず自分をリラックス
させましょう。
しつけのつもりと思っても…
保護者が「しつけ」と思って
いても、子どもに苦痛を与える
など、子どもの成長に悪影響を
与える場合は虐待にあたりま
す。子育てがうまくいかない時
に は、 保 健 師 や 保 育 所（ 園 ）・
幼稚園・学校の先生に相談をし
てください。
問合せ 子育て支援課子ども家
庭相談係 ☎９３３１

住宅

肺がん検診（予約不要）
対象 40歳以上
実施日
受付時間
会 場
8:30～ 9:00 浜田合同庁舎
11月15日㈭
9:30～10:00 国府公民館
10：45～11：00 みまた会館
11：30～11：45 くざ会館
11月15日㈭ 13:30～13:45 ふれあい会館
14:15～14:40 みどりかいかん
15:00～15:15 小笹集会所
8:00～ 8:30 旭保健センター
8:45～ 8:55 木田生活改善センター
11月16日㈮ 9:10～ 9:20 重富生活改善センター
9:50～10:00 市木生活改善センター
10:15～10:30 都川高齢者活動促進センター
13：00～13：15 ときわ会館
11月16日㈮
13：45～14：00 おぐに会館
14:30～14:45 弥栄会館
11月16日㈮
15:00～15:15 弥栄老人福祉センター
11月18日㈰
8:00～10:00 市役所第２東分庁舎１階
（休日検診）
9:00～ 9:20 美川公民館
11月19日㈪ 9：40～10：00 長浜公民館
10：30～11：00 周布公民館
11:30～11:45 白砂公民館
13:30～13:50 三保公民館
11月19日㈪
14：30～14：45 黒沢公民館
15:15～15:30 みのり会館
9:00～ 9:20 市役所三隅支所
9：40～10：00 岡見公民館
11月20日㈫ 10：20～10：40 岡見駅舎
11:00～11:30 海石集会所
13:00～13:30 三隅保健センター
11月20日㈫ 14：15～14：45 石見公民館

乳がん検診（要予約）
対象 40歳以上の女性で、２年に１回の受診間隔の人及
びクーポン券が送付された人

月は児童虐待防 止 推 進
月間です

生活・環境

12月以降のがん検診日程は、「平成30年度各種健
（検）診日程表」をご覧ください。
浜田市に住民票がある人は、市が実施する各種が
ん検診を、無料で受診することができます。がん検
診受診の際は、
本人確認ができるもの（健康保険証・
運転免許証など）をご持参ください。
※ 年度内に同じ検診を複数回受診される場合は、
２回目以降全額負担となります。

虐待かもと思ったらすぐにお電
話を
虐待かどうか迷う場合でも、
子どもたちのＳＯＳをいち早く
キャッチするために電話してく
ださい。
あなたの連絡・相談が子ども
を守るとともに、子育てに悩む
保護者を支援するための大きな
一歩となります。連絡は匿名で
もでき、連絡者や連絡内容に関
する秘密は守られます。
相談窓口
・児童相談所全国共通ダイヤル
☎１８９
・浜田児童相談所
☎３５６０
・子育て支援課子ども家庭相談
係 ☎９３３１
・各支所市民福祉課
児童虐待とは
身 体 的 虐 待 殴 る、 蹴 る、 叩
く、投げ落とす、激しく揺さ
ぶる、やけどを負わせる、溺
れさせるなど
性的虐待 子どもへの性的行
為、性的行為を見せる、ポル
ノグラフィの被写体にするな
ど
ネグレクト 家に閉じ込める、
食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院

安全安心

11月各種がん検診の日程

18

インフルエンザが流行する前に予防しましょう

浜

②

２日間採便し、便の容器を返信用封筒
に入れて検査機関へ送付してください。

検

新水道料金 問合せ
専 用 フリーダイヤル

☎０８００－５５５－１１３２
※

問合せ

12月28日まで使用できます。

上下水道部管理課料金係

☎９９０３

広報はまだ：平成30年11月号

教育・文化・スポーツ

いいみず

人権

浜田市上下水道部からのお知らせ

11

保険・医療・年金

11

指定の診断書をもとに判定を
行います。
※ 本人・配偶者又は扶養義務
者の前年の所得が一定額以上
の場合は、支給が停止されま
す。
※ 障がいの程度・所得制限・
手続の方法など、詳しくはお
問い合わせください。
問合せ 地域福祉課障がい福祉
係 ☎９３２２

日は「年金の日」

30

告してください。
※「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」についての
照会は、控除証明書のはがき
に表示されている電話番号へ
お問い合わせください。
問合せ
ねんきん加入者ダイヤル
☎０５７０‐００３‐００４

月
です

ねんきんネットをご利用ください

年金記録や将来の年金受給見
込額を確認し、未来の生活設計
について考えてみませんか。
ねんきんネットを利用すると、
いつでも自分の年金記録を確認
できるほか、将来の年金受給見
込額について、自身の年金記録
を基に様々なパターンの試算を
することもできます。
※ 詳しくは日本年金機構の
ホームページでご覧いただく
か、お問い合わせください。

教育・文化・スポーツ

http://www.nenkin.go.jp/n_
net/
問合せ ねんきんネットなど専
用ダイヤル
☎０５７０‐０５８‐５５５

人権

広報はまだ：平成30年11月号

11

20

20

健康・福祉

30

20

11

子育て

３1

３１

各支所市民福祉課

ご存知ですか？特別障害
者 手 当・ 障 害 児 福 祉 手
当・特別児童扶養手当

１２

31

関

特別障害者手当
対象 重度の障がいがあるた
め、日常生活で常時特別の介
護を必要とする 歳以上の在
宅 生 活 を し て い る 人（ た だ
し、病院などに継続して３か
月以上入院している場合は除
く）
支給月額 ２６９４０円
支給月 ２月・５月・８月・ 月
障害児福祉手当
対象 重度の障がいがあるた
め、日常生活で常時介護を必
要とする 歳未満の在宅生活
をしている人（ただし、障が
いを理由とした公的年金を受
けることができる場合は除
く）
支給月額 １４６５０円
支給月 ２月・５月・８月・ 月
特別児童扶養手当
対象 障がいがある 歳未満の
児童を養育している人（ただ
し、児童が施設に入所してい
る場合や、障がいを理由とし
た公的年金を受けることがで
きる場合は除く）
支給月額 １級 ５１７００円
２級 ３４４３０円
支給月 ４月・８月・ 月
※ 障がいの程度が手当の対象
になるかは、医師が証明した

12

機

結果通知は、検査容器提出後、１か月
程度で受診者へ送付されます。

保険・医療
年
金

30

査

③

☎９３１１

社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書を発行
します

保険・医療・年金

年末調整・確定申告まで大切に
保管してください。
国民年金保険料は、所得税及
び住民税の申告で全額が社会保
険料控除の対象となります。そ
の年の１月１日から 月 日ま
でに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受ける
ためには、支払ったことを証明
する書類の添付が必要です。こ
のため、平成 年１月１日から
月１日までの間に国民年金保
険 料 を 納 付 し た 人 へ、「 社 会 保
険料（国民年金保険料）控除証
明書」を 月上旬に日本年金機
構本部から送付されます。年末
調整や確定申告の際には必ずこ
の証明書（又は領収証書）を添
付してください。なお、平成
年 月２日から 月 日までの
間に今年はじめて国民年金保険
料を納付した人には、平成 年
２月上旬に送付されます。
※ 家族の国民年金保険料を納
付した場合も、ご本人の社会
保険料控除に加えることがで
きます。家族あてに送付され
た控除証明書を添付の上、申

健康・福祉

11

者

弥栄

子育て
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10

診

税務・納税

受

産業・地域活性化

検診会場で容器を配布します（各自治
区検診日程を確認してください）。
※ 大腸がん検診受診票を持っている人
は、受診票に必要事項を記入の上、検診
会場へ持参してください。受診票は、会
場にも準備しています。

問合せ

10

市

①

咳エチケットとは
・咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口
と鼻を押さえ、周りの人から顔をそむけま
しょう。
・使用後のティッシュは、すぐにフタ付きの
ゴミ箱に捨てましょう。
・症状のある人はマスクを正しく着用し、感
染防止に努めましょう。
地域医療対策課保健予防係

田

三隅

税務・納税

問合せ

検診の流れ

住宅

産業・地域活性化

感染予防と感染拡大防止のために、次の
ことに注意しましょう。
①インフルエンザの予防接種は重症化の防止
に効果が期待できます。予防接種を受けて
効果がでるまでに約２週間かかり、効果が
持続するのは約５か月間といわれています。
そのため、12月中旬までに接種を受けるこ
とをお勧めします。
②手洗いとうがいをしっかりしましょう。
③咳やくしゃみが出るときは、マスクを必ず
着用しましょう。
④室内の乾燥に注意し、50～60％の適度な湿
度を保ちましょう。

２ インフルエンザにかかった場合
①早めに医療機関に受診し、安静にして休養
をとり、十分に水分補給をしましょう。
②周りの人にうつさない気配り「咳エチケッ
ト」を心掛けましょう。マスクをせずに咳
やくしゃみをすると、ウイルスが２～３m
飛ぶと言われています。

生活・環境

１

⑤人ごみへの外出はできるだけ控えましょう。
また、やむをえない外出時はマスクを着用
することも防御になります。
⑥十分な休養やバランスのとれた食事を心掛
け、体調管理に努めましょう。

金城

住宅

インフルエンザは、インフルエンザウイル
スに感染することによって起こり、通常、初
冬から春先に流行します。症状は、高熱・関
節痛・筋肉痛・のどの痛み・咳・鼻水などが
あります。普通の風邪に比べて全身症状が強
く、気管支炎や肺炎などを合併して重症化す
ることが多いのもインフルエンザの特徴です。

各自治区検診日程（容器配布）
容器配布日 受付時間
会場
9：00～ 9：30 木田生活改善センター
10：00～10：30 重富生活改善センター
11月５日㈪
11：00～11：30 都川高齢者活動促進センター
13：30～14：00 市木生活改善センター
11月６日㈫
9：00～17：00 市役所旭支所市民福祉課
～８日㈭
9：30～10：00 みまた会館
10：30～11：00 くざ会館
11月６日㈫
11：30～12：00 かたらいの家
13：00～17：00 市役所金城支所市民福祉課
9：30～10：00 ときわ会館
11月７日㈬ 11:00～11:30 おぐに会館
13：00～17：00 市役所金城支所市民福祉課
9：30～10：00 小笹集会所
11月８日㈭ 10：30～11：00 ふれあい会館
13：00～17：00 市役所金城支所市民福祉課
11月９日㈮ 9：00～17：00 市役所金城支所市民福祉課
9:00～ 9:30 海石集会所
10:30～11:00 白砂公民館
11月13日㈫
13:30～14:00 上室谷集会所
14:30～15:00 下室谷集会所
9:00～ 9:30 松原集会所
10:00～10:30 中組集会所
11月14日㈬ 11:00～11:30 谷集会所
13:30～14:00 黒沢公民館
14:30～15:00 三隅保健センター
9:00～ 9:30 三保公民館
10:30～11:00 岡見公民館
11月15日㈭
13:30～14:00 みのり会館
14:30～15:00 旧井野児童館
11月16日㈮ 9：00～17：00 市役所三隅支所市民福祉課
11月27日㈫ 9：00～11：30 市役所弥栄支所市民福祉課
11月28日㈬ 9：00～11：30 弥栄老人福祉センター
旭

生活・環境

対象者 40歳以上（浜田市に住民票がある人）
※ 今年度、職場健診や人間ドックなどで大腸が
ん検診を受診された人は、受ける必要はありま
せん。
※ 浜田自治区の検診日程は、
「広報はまだ」平
成31年１月号に掲載します。
受診料 無料
検診方法及び日時 郵送法となります。次の流れ
を確認し、間違いのないようにお願いします。

安全安心

安全安心

大腸がん検診を受けましょう

健 康 コラム
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安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

健康・福祉

保険・医療・年金

窓口 ☎３４３４
子育て支援課子ども家庭相談
係 ☎９３３１

子育て

料金 無料
問合せ 松江地方法務局人権擁
護課 ☎０８５２４２６０

教育・文化
スポーツ

税務・納税

ＤＶ
（ドメスティック・
バイオレンス）
は犯罪です
月 日㈪から 日㈰までの
２週間は「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です。
ＤＶとは、配偶者や恋人など
親密な関係にある相手からの暴
力のことです。身体的暴力に限
らず、精神的暴力・経済的暴力・
性的暴力など、あらゆる暴力が
含まれます。どんな形でも、暴
力は相手の尊厳を傷つけ、重大
な人権侵害であるとともに子ど
もにも深刻な影響を与えます。
また、学生など若いカップル
間で起きるＤＶをデートＤＶと
いい、若年層への啓発活動も重
要となっています。これらの被
害者をなくし、これからの社会
を担う子どもたちをＤＶの被害
者にも加害者にもしないため
に、一人ひとりがＤＶを正しく
理解し、ＤＶのない社会を築い
ていきましょう。
ＤＶの相談を受けたら
話を聞き、相談窓口で相談す
る事を助言してあげてください。
ＤＶかなと思ったら
相談窓口へ相談してください。
※ 電話による相談もできます。
相談 浜田児童相談所女性相談

場所 金城町今福 バス車庫
※ 現車の確認を希望する人
は、事前にご連絡ください。
問合せ
物件・現車確認に関すること
・金城支所防災自治課地域振興
係 ☎１２３４
入札に関すること
・契約管理課入札管理係
☎９１４１
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権

ター指導主事
講師派遣経費 無料
申込方法 電話で相談してくだ
さい。日程・内容などを調整
後、申込用紙を送付します。
申込先・問合せ
人権同和教育啓発センター
☎９１６０

全 国 一 斉「 女 性 の 人 権
ホットライン」電話相談
を行います
松江地方法務局及び島根県人
権擁護委員連合会では、 月
日㈪から 日㈰までの７日間を、
全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間と設定し、相談
時間を延長して電話相談を行い
ます。
夫やパートナーからの暴力行
為や、職場におけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー
行為などで困っている人、アダ
ルトビデオ出演強要などの性的
被害に遭われた人、周りでそう
いったことを見聞きしたという
人は、相談してください。秘密
は厳守します。
女性の人権ホットライン
☎０５７０‐０７０‐８１０
（全国共通）
期間
月 日㈪～ 日㈰
受付時間 午前８時 分～午後
７時（土・日曜日は午前 時
～午後５時）

ノ元住宅２号棟（２ＤＫ）
【三隅】若者住宅（１ＤＫ・４
ＤＫ）
問合せ 金城・旭・弥栄
㈲中田工務店 ☎１２０３
三隅 ㈱コムサ ☎２９９９
募集住宅（先着順）
上府住宅・湯屋団地・旭ヶ丘
団地など
問合せ 島根県住宅供給公社
浜田住宅管理事務所
☎０５３５
募集住宅（先着順）
浜田市雇用促進住宅
（小福井・内田・国府・金城）
問合せ 浜田土建㈱
☎１４１７

12

人

集

12

人権・同和教育研 修 会 に
講師を派遣します
市では市民一人ひとりが安心
して暮らせる「人権尊重のまち
づくり」を推進しています。
一人ひとりの人権感覚を育ん
でいくために、それぞれの地域
やグループ、職場などにおいて
人権・同和教育研修を繰り返し
ていくことが大切です。市民の
皆さんが主催される人権・同和
教育研修会に講師を派遣します。
対象 浜田市内在住・在勤又は
在学されている、おおむね
人以上で構成された自治会や
事業所、学校などの各種団体
開催会場 市内に限ります。
※ 会場の手配は、主催者側で
お願いします。
実施日時 原則として平日
※ 土・日・祝日・夜間などに
開催を希望される場合は、ご
相談ください。
研修時間
～ 分程度
研修内容 研修を開催される皆
さ ん の 要 望 に お 応 え し ま す。
人権一般をはじめ具体的な人
権課題に即し、親しみやすく
分かりやすいテーマや方法で
行います。
講師 人権同和教育啓発セン

募
公用車を売却します

子ども・若者は、大きな可能
性を秘めたかけがえのない存在
で、全ての子ども・若者が、自
立した個人として健やかに成長
するとともに、明るい未来を切
り拓いていくことが期待されて
います。
しかし、ニート、ひきこもり、
不登校など社会生活を円滑に営
む上で困難を有する子ども・若
者に対する支援や、少年非行、
いじめ、児童虐待、ネットトラ
ブルで子ども・若者が被害者と
なる事件など社会全体で取り組
まなければならない問題があり
ます。
そこで、国では子ども・若者
育成支援に対する理解を深める
ため、 月を「子ども・若者育
成支援強調月間」と定めていま
す。この機会に家庭や学校、地
域社会の連携・協力による支援
の輪を広げましょう。
問合せ 青少年サポートセン
ター ☎０９８５

月は子ども・若者育成
支援強調月間です
11

県立大学留学生ホームス
テイ・ホームビジット
受入れ先家庭の募集
月末～平成 年１月初旬
日時
場所 各家庭（送迎含む）
申込み
月５日㈬までに浜田
国際交流協会へ ☎１２４１

相

談
浜田医療センター

がんピアサポーター相談会
日時
月 日㈬
午前９時 分～ 時 分
場所 浜田医療センター ２階
会議室
内容 がん治療体験者による個
別相談会
料金 無料
問合せ 浜田医療センターがん
相談支援センター
☎７０９６

教室・講座
西部高等技術校訓練生

月７日㈮

事務ワーク科
事務ワーク科
入校検定日

人権

有

料

告

教育・文化・スポーツ

広

広告募集中 詳しくは市ホームページで

検定会場 西部高等技術校（益
田市）
定員
人
受講料 無料（テキスト代など
６００００円程度必要）
選抜方法 筆記試験（国語・数
学）及び面接
訓練期間 平成 年１月８日㈫
～６月 日㈪
訓練場所 西部高等技術校
申込み
月 日㈫までに入校
願を近くのハローワークへ
問合せ 西部高等技術校指導課
☎０８５６２４５０

お出かけ

月３日㈷～

日㈰

午

長浜人形永見巌その系譜
と石見の作家書画展
展示
日時

場所 石正美術館 ギャラリー
料金 無料
基調講演
「置物師永見巌周辺の考察と展
示作品余話」
日時
月３日㈷
午後２時～３時 分
場所 石正美術館 創作室
問合せ 石正美術館
☎４３８８

前９時～午後５時
（月曜日休館）

18

30 18

一般競争入札
日時
月 日㈫
午後２時 分
場所 市役所金城支所 ３０４
会議室
※ 参加資格・売却条件・留意
事項など、詳細はお問い合わ
せいただくかホームページを
ご覧ください。
申込み
月１日㈭から 日㈮
まで（必着）に入札参加申込
書を契約管理課入札管理係へ
物件公開（要予約）
日時
月 日㈮
午前 時～午後３時

27

10

10

18

22
広報はまだ：平成30年11月号
広報はまだ：平成30年11月号

23

30

31

30

31

11

11

11

11

11

12

11

11

売却物件
売却車両 日産シビリアン（29人乗）
初年度登録
平成13年３月
燃料
軽油
車検満了日
平成31年４月５日
261,312Km
走行距離
（平成30年９月１日現在）
最低売却価格
200,000円（税抜き）

11

10

30

12

30 14

12

公営住宅の入居者募集

30

12

30 18

16

10

公募期間を設け受付する住宅
緑ヶ丘住宅・黒川住宅・長浜
西住宅
※ 空室が出た場合のみ公募
日時
月 日㈮～ 日㈮
問合せ 島根県住宅供給公社
浜田住宅管理事務所
☎０５３５
募集住宅（先着順）
【旭】ニュー市木（３ＬＤＫ）
・
あさひインターハイツ（２Ｌ
ＤＫ）
【 弥 栄 】 大 坪 住 宅（ １ Ｋ ）
・塚
16

11

12

11

10 11

90

伝 言 板

60

まちかど
11

石州和紙会館

田中康太郎
「切り絵博

展」

日時
月１日㈭～ 日㈮
午前９時～午後５時（月曜日
休館・祝日の場合翌平日休館）
場所 石州和
紙会館
料金 無料
問合せ 石州和紙会館
☎４１７０
石見安達美術館

アピアランス
（外見）ケア
講演会
対象 がん患者・がん経験者や
その家族
日時
月９日㈮
午後１時 分～４時
場所 ホテル白鳥（松江市）
内容 講演会・相談・展示など
（無料の託児あり）
問合せ 島根県健康推進課がん
対策推進室
☎０８５２６７０１

体験や物販は有料 )
問合せ 石州和紙会館
☎４１７０
西中国山地民具を守る会
周年記念講演会

「宝は田から～これから
の民俗学・民具学」

問合せ 石見養護学校
☎０８５５２１４１
浜田養護学校

創立

周年記念
はまようまつり

日時
月 日㈰
午前９時 分～午後２時 分
（創立 周年記念式典は午前９
時 分～９時 分）
場所 浜田養護学校
内容 学習発表会、作業学習製
品の販売、
ＰＴＡの出し物など
問合せ 浜田養護学校
☎２２００

ボーイスカウト講習会
対象
歳以上
日時
月 日㈰
午前９時～午後４時 分
場所 勤労青少年ホーム
料金 ５００円（昼食代込み）
申込み 事務局 芝田さんへ
☎０８０ ６
- ３１７ ７
- ７９２
とっておきの笑顔で開催します

浜商デパート
日時
月 日㈰
午前 時～午後３時 分
場所 浜田商業高等学校
問合せ 浜田商業高等学校
☎００６４

第１９２回ふるさと歴史紀行

なつかしの国石見

２０１８日本石見神楽大会
日時
月 日㈰
午前９時～午後４時 分
場所 石央文化ホール
料金 前売り一般 １５００円
小・中学生
５００円
当日一般
１８００円
小・中学生
８００円
問合せ 日本石見神楽大会実行
委員会（観光交流課内）
☎９５３１
石見海浜公園

ノルディックウォーキング
日時
月 日㈰・ 月 日㈰
午前 時～正午頃
場所 石見海浜公園予約センター
定員
人程度
料金 無料
（ポールレンタル代５００円）
申込み 石見海浜公園予約セン
ターへ ☎２２３１
西部高等技術校

有

料

広

広告募集中 詳しくは市ホームページで

告

対象 県内在住者（小学生は高
学年以上で保護者同伴）
日時
月 日㈰ ①午前９時
② 時 ③ 時 ④正午
場所 西部高等技術校（益田市）
内容 手のひらサイズの鉄製イ
ス製作体験（１世帯１個）

溶接無料体験セミナー

16

日本海の音風景のお話とピアノ演奏

日時
月 日㈰
午後２時～４時
場所 波佐公民館 大集会室
講師 佐野賢治さん（神奈川大
学教授）
料金 無料
問合せ 西中国山地民具を守る会
☎０９０ ４
- ６９７ ２
- ８１８
大切な人を自死により
亡くされたあなたへ

しまね分かち合いの会・虹
日時
月 日㈯ 午後２時～
場所 総合福祉センター
問合せ しまね分かち合いの会
・虹 事務局
☎０９０ ４
- ６９２ ５
- ９６０
文化祭

日時
月 日㈯
午前９時５分～午後２時
内 容 ス テ ー ジ 発 表、 作 品 展
示・作業学習などの製品販売
場所 石見養護学校（邑南町）

邑南町日貫で歴史再発見旅

石見もりもり祭

石見養護学校

万灯山公園
イルミネーション点灯式

日時
月 日㈰（雨天中止）
午前８時 分～正午
場所 市役所旭支所前に集合
料金 ２００円（資料代）
問合せ 下村さん 午後５時以降
☎０９０ ７
- ５００ ９
- ６３７

市民憲章推進大会
日時
月 日㈰
午後１時～１時 分
場所 石央文化ホール 小ホール
※ 引 き 続 き、「 し ま ね 映 画 塾
２０１８ 浜田」完成作品発
表上映会へ参加できます。
問合せ まちづくり推進課地域
づくり推進係 ☎９２０１

「しまね映画塾２０１８
浜田」作品発表上映会

35

12

「表現するよろこび」
日時
月 日㈯
午後１時 分～３時 分
場所 石央文化ホール 小ホール
料金 無料
問合せ 浜田子ども達の未来を
考える会 坂本文江さん
☎６４２４
石州和紙会館

開館 周年記念事業「石州
和紙工房巡りと町内散策」
日時
月 日㈯
午前 時～午後３時 分
内容 石州和紙久保田・西田和
紙工房・西田製紙所・かわひ
らを巡るスタンプラリーなど
※ 無料シャトル便あり
料金 参加料無料（各工房での

場所 中央図書館 多目的ホール
料金 無料
問合せ はまだ図書館友の会
栗栖さん
☎０９０ ８
- ０６４ ７
- ９４０

企業向けモチベーション
アップセミナー

日時
月 日㈷（小雨決行）
午後６時～７時
場所 万灯山公園
イルミネーション点灯期間
日時 平成 年１月 日㈷まで
午後５時～ 時
問合せ 建設企画課都市計画係
☎９６０１

浜田市障がい者スポーツ
大会（ボウリング）

音をつむぐ～

11

10 11

特別企画展
石見焼「嘉久栄窯の世界」
日時
月 日㈮まで
午前 時～午後４時（入館は
午後３時まで・火曜日休館）
場所 石見安達美術館
問合せ 石見安達美術館
☎１９２０
浜田ビューティーカレッジ

グランドコンテスト
日時
月５日㈪
午後０時 分～４時
場所 浜田ワシントンホテルプ
ラザ
内容 若手美容師と学生が美容
の技術力や独創性を競う大会
料金 無料
問合せ 浜田ビューティーカ
レッジ ☎７１３０

定員 各回先着５人
申込み
月 日㈬までに西部
高等技術校へ
☎０８５６２４５０

クワタヨーコ・スタンダップ
コメディーショー
日時
月 日㈬
午後１時 分～３時
場所 石見公民館 和室
料金 無料
問合せ 桑田さん
☎７７７６
浜田医療センター

市民公開講座

対象 島根県内の企業に勤めて
いる若手・中堅社員
日時
月 日㈭
午後２時～４時（予定）
場所 市役所本庁舎４階 講堂
定員
人程度
講師
羽林由鶴さん
（１０３ の
恋愛カウンセラー）
料金 無料
申込み
月 日㈪までに申込
書を政策企画課定住婚活推進
係へ ☎９２００

対象 市内在住で 歳以上の身
体障がい者・知的障がい者・
精神障がい者（学生は除く）
日時
月 日㈯
午前９時 分～正午
場所 ボウルＪＡＣ
申込み
月 日㈬までに電
話・ＦＡＸで浜田市障がい者
スポーツ大会実行委員会へ
☎００９４・ ６９３０
～人をむすぶ

日時
月 日㈰ 午後１時
分～５時 分（予定）
場所 石央文化ホール 大ホール
内容 浜田市を舞台に撮影され
た短編映画上映・錦織良成さ
ん（映画監督）たちの講評
料金 無料
問合せ しまね映画祭実行委員
会事務局（島根県民会館内）
☎０８５２５５０２
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18

50 25

25

in

30 25

浜田市文化祭協賛行事
それぞれの思いで描いた絵画を展示

山光会
（石見地区）展覧会

浜田市民合唱団
秋ミニ演奏会
日時
月 日㈯
午後１時 分～３時 分
場所 総合福祉センター２階
料金 無料
問合せ 浜田市民合唱団事務局
堤まきさん ☎２０７３

10 11

11

11

11

’18

日時
月 日㈬
午後６時～７時
テーマ・講師 「血糖値が気に
なっていませんか？」石原慎
一郎さん（浜田医療センター
総合診療科医師）
・酒永智子
さん（浜田医療センター栄養
管理室長）
場所 浜田医療センター２階
総合研修センター
問合せ 浜田医療センター管理
課 ☎０５０５
はまだ図書館友の会

日時
月 日㈷～ 日㈰
午前９時～午後５時（ 日は
午後１時から
日は午後３
時まで）
場所 サンマリン浜田
料金 無料
申込み 金本裕行さんへ
☎０８５６６４４６

30

in

14

18

ＦＡＸ
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30

一夜一冊はまだ読書夜会
日時
月 日㈭
午後７時～９時
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30

30
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30 24
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30

30 10

10
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ｋｇ
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30

30
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30 21
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11

11

10 11

11

11

11

11

11

ふれあい環境助成事業

海岸清掃ボランティア
日時
月 日㈯（小雨決行）
午前７時 分～
（１時間程度）
集合場所 畳ヶ浦入口付近
清掃場所 畳ヶ浦一帯
問合せ 全国豊かな海づくり
大会をサポートする市民
１０００人の会 牛尾さん
☎０９０ ８
- ２４４ ９
- ４２９

島根県事業承継・
後継者育成セミナー
日時
月 日㈫
午後２時～４時
場所 いわみぷらっと 会議室
演題 「知る人だけが知ってい
る事業承継成功の鉄則」
講師 大島康義さん（㈱後継者
ＢＣ研究所 代表取締役）
定員
人（先着）
料金 無料
申込み 浜田商工会議所商工振
興課 ☎３０２５

いきいき百歳体操体験教室
対象 おおむね 歳以上の市民
日時・場所
① 月 日㈬ 午前９時 分～
正午 長浜公民館
② 月 日㈭ 午前９時 分～
正午 石見公民館

クラフト教室

内容 体力測定、いきいき百歳
体操の体験
（①・②同じ内容）
定員 各会場 人程度
料金 無料
申込み
月 日㈪までに健康
長寿課地域包括ケア推進係へ
☎９３２１

山陰浜田港お魚料理教室
（親子料理教室）
対象 小学生と保護者（小学生
のみ、
保護者のみの参加不可）
日時
月１日㈯
午前 時～午後１時
場所 しまねお魚センター調理室
講師 長野操子さん
定員 小学生・保護者合わせて
人程度（抽選とし、結果を
申込者全員に通知します）
料金 １人５００円
申込み
月 日㈭までに申込
書を水産振興課内 浜田市水
産業振興協会へ ☎９５２０

「夜明け前」 ～呉秀三と無名
の精神障害者の１００年～
映画上映会
日時
月１日㈯ ①午前 時
②午後１時（各２時間）
場所 中国労働金庫浜田支店
定員 各 人程度
料金 ５００円
（障害者手帳所持者１００円）

アクアスから
☎３９００

問合せ 西川病院労働組合
☎５８３６（午前９時
～午後３時）
分

月
日㈯

はまだ親子共育応援プログラム

「ＨＯＯＰ！」
対象 乳幼児期の保護者
日時 ① 月１日㈯ ②
日㈫ ③平成 年２月
各午前 時～ 時 分
場所
子育て支援
センター
定員 各 人
料金 無料
申込み ①・②は 月 日㈫ま
で、③は平成 年２月 日㈫
までに教育委員会生涯学習課
生涯学習係へ ☎９７２０
又は子育て支援センターへ
☎１２５３

ファミリーバドミントン
「ミニゲーム体験会」
日時
月２日㈰
午前９時 分～午後０時 分
場所 石見武道館
料金 １人１００円
申込み
月 日㈫までにふれ
んず 岡田さんへ
☎０９０ １
- ６８７ ６
- ３９３
いわみ中央産直きんさい市場

手作り味噌と冬野菜で
お い
美味しい味噌漬けを作ろう
日時
月６日㈭
午前９時 分～正午
場所 ＪＡしまね いわみ中央
地区本部 ふれあいホール
定員
人（先着）
料金 無料
申込み
月９日㈮～ 日㈬ま
でにＪＡしまねいわみ中央地
区本部営農経済部営農企画課
へ ☎８８１２

発達障がい
地域啓発セミナー

鑑賞例会

人形劇団ココン
「チャハハ丸とへへへ丸
～忍法ツヨクナルの巻」
日時
月８日㈯
午後１時 分～４時 分
場所 総合福祉センター
定員 １００人程度（先着）
申込み
月 日㈮までに島根
県西部発達障害者支援セン
ターウィンドへ ☎０２０８

浜田おやこ劇場

日時
月２日㈰
午後２時～３時
場所 いわみーる体育室
料金 お問合せください。
（３歳以下無料・会員料金あり）
申込み 浜田おやこ劇場へ
☎６３９６

グラントワだより
☎０８５６１８６０
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テン

料金 無料（入館料に含む）
申込み 当日１階総合案内所へ
アクアス体験スクール
「アクアスオリジナルの押し寿
司を作ろう！」
日時
月 日㈰
午前 時～午後１時
場所 １階レクチャーホール
講師 アクアサポーター
定員
人
料金 小学生以上は５００円
※ 牛乳パック１人１個持参
申込み 電話・ホームページで
学習交流係へ ☎３６１４
月の神楽（雨天中止）
３日㈷ 有福神楽保持者会
４日㈰ 細谷神楽社中
時間 午後１時～３時
場所 アクアス横はっしー広場
ステージ
問合せ 島根物産商事㈱
☎３３８８

藤木大地・福田進一
デュオ・リサイタル
日時
月 日㈬ 午後３時
場所 グラントワ小ホール
内容 藤木大地さん（カウンタ
ーテナー）と福田進一さん（ギ
ター）のデュオ・リサイタル
料金 全席指定（会員料金あり）
一般前売
３５００円
大学生以下 １５００円
（当日各５００円増）
※ 未就学児入場不可（無料託
児サービスあり。 月 日㈮
までに申し込んでください）
※ 車いす観劇エリア、赤外線
補聴装置あり（チケット購入
時に申し込んでください）
島根邦楽集団 定期演奏会
日時
月 日㈯ 午後２時
場所 グラントワ大ホール
内容 島根邦楽集団とゲストに
よる邦楽の定期演奏会
出演 島根邦楽集団、田村拓男
さん（指揮）
ゲスト 川村泰山さん、川村葵
山さん、鈴木福さん
料金 全席自由（会員料金あり）
一般前売
１０００円
一般当日
１３００円
高校生以下
前売・当日 ５００円
※ 未就学児入場不可（無料託
児サービスあり。 月 日㈯
までに申し込んでください）
島根県無形民俗文化財指定
益田糸操り人形グラントワ定期
公演
月３日㈷ 午後１時 分
日時
場所 グラントワ小ホール
内容 益田糸操り人形の定期公
演
（終演後、
体験コーナーあり）
料金 一般 ５００円（高校生
以下無料・会員料金あり）

17

手紡糸や裂き布で機織り体験と
裂き織り布ポーチ作り
日時
月９日㈰ ①午前９時
②午後１時（各２時間程度）
場所 アクアス入口手前観光情
報コーナー
定員 各８人（先着）
料金 １５００円
申込み
月 日㈰までに石見
海浜公園管理センターへ
☎３６００

浜田市駅伝競走大会

特別展
「Ｐｅｎｇｕｉｎ Ⅹ～ありがと
う、ペンギン館 周年～」
日時
月３日㈷～平成 年１
月 日㈷
場所 ３階特別展示室
出雲科学館がアクアスにやって
くる！
日時
月３日㈷・４日㈰
「 ．ま っ つ ん の サ イ エ ン ス マ
ジックショー」
時間 ①午前 時 分 ②午後
１時 分（各回 分）
場所 レクチャーホール
料金 無料（入館料に含む）
講師 松永一馬さん（出雲科学
館）
「南極＆ペンギンサイエンス
トーク」
時間 ①午前 時 分 ②午後
２時 分（各回 分）
場所 ３階図書コーナー横
料金 無料（入館料に含む）
講師 早川由紀子さん（出雲科
学館）
協力 国立極地研究所
ゆったり親子の会
「シロイルカプヨ体験」
対象 未就学児と保護者
日時
月 日㈪・ 日㈪
午前 時～ 時 分
場所 アクアス館内
定員
人（先着）
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料

料

広

広

告
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広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

広告募集中 詳しくは市ホームページで
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日時 平成 年１月 日㈰
午前 時 分出発
場所 第四中学校校庭（スター
ト・ゴール）美川地区
参加区分
男子 １部＝中学生・２部＝高
校生・３部＝職域（同一職場
で構成）
・４部＝同好会
女子 １部＝中学生・２部＝高
校生・３部＝一般
編成 監督１人・選手５人・補
員２人（小学生の参加不可）
料金 １チーム ７０００円
（中学生・高校生チームは
３０００円）
申込み
月 日㈮までに申込
書を浜田市陸上競技協会へ
（事務局 斎藤博之さん）
☎０９０ ７
- ８９２ ４
- ２０８
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ン

読書週間イベント

中央図書館スタンプラリー
期間中に本の貸出など中央図書館に
来てスタンプを集めてプレゼントをも
らおう。
詳しくは、図書館のホームページや
図書館だより、館内でお配りするチラ
シをご覧ください。
期間
月１日㈭～ 月 日㈮まで
（台紙配布も 月１日から）
※ プレゼントがなくなり次第、終了
します。
弥栄産業まつりにラブック号がおじゃ
まします
弥栄で開催される弥栄産業まつりの
会場に移動図書館ラブック号が参加し
ます。
定期の移動図書館運行コース以外で
皆さんのところにお邪魔するのは今回

が初めてです。会場にお越しの際には、
ぜひ、お立ち寄りください。
日時
月３日㈷ 正午まで（雨天中止）
会場 弥栄産業まつり
（市役所弥栄支所イベント広場）
本のリサイクル市
寄贈いただいた本で図書館の所蔵とし
なかったものを自由にお持ち帰りいただ
く本のリサイクル市を今年も開催します。
日時
月４日㈰
午前９時 分～午後５時 分
会場 ２階 多目的ホール
※ お持ち帰り用の袋は各自ご準備くだ
さい。

演題 「トランプ外交」とは何
歴史からの問い
か
——
講師 西崎文子さん（東京大学
大学院総合文化研究科 教授）
問合せ
企画調整室 ☎２２０１

公開講座のご案内

11

「クマのあたりまえ」

月のイベント

●講演会「置物師・永見巌周辺の考察と
展示作品余話」
日時
月３日㈷ 午後２時～３時 分
講師 三浦博文さん（三隅町在住）
参加料 無料
●石正美術館まつり
月 日㈯・ 日㈰
日時
観覧料 無料
●第 回石本正絵画教室
月 日㈯・ 日㈰ 終日
日時
受講料 ７５００円
定員
人（要予約）
展覧会のお知らせ
●ハーブフレーム講座
【石本正記念展示室】
月 日㈷ 午後１時～３時
日時
２０１８年度・石本正作品選３
講師 小松原奈穂子さん（ＡＥＡＪ設定
【企画展示室】
ア ロ マ テ ラ ピ ー イ ン ス ト ラ ク タ ー・
石本正素描展「ヴィーナスを求めて」
ハーブコーディネーター）
期間
月 日㈷まで
材料費 １０００円
人 要(予約 )
※ 「しまね家庭の日」毎月第３日曜
定員
日に家族で来館された入場者のうち、 ●古布で干支をつくろう～亥～
月 日㈯・ 月１日㈯
日時
高校生以下は無料です。
午後１時 分～４時
※ 全２回 （要予約）
ギャラリー 情 報
講師 木村喜代子さん（古布人形作家）
受講料 ２５００円
定員
人

リ

総合政策学会
特別講演会のご案内

取材をとおして、地域で活動
する県大生を目の当たりにし、
普段の学生生活では得られない
たくさんの経験をしました。取
材で出会った学生と比べて、自
分は将来の夢や、やりたいこと
が曖昧だなとヘコむこともあり
ます。しかし、この広報誌制作
を通じて、地域の人たちに話を
聞いたり、その情報を発信した
りする活動にもっと取り組みた
いと思うようになりました。
「 Ｒ
OＯＲＩＮ」は、取材から
編集まで試行錯誤を繰り返して
作ったこだわりの一冊です。こ
の広報誌が、地域と県大の架け
橋になれば良いなと思っていま
す。
皆さん、ぜひ手にとって読ん
でみてください。
総合政策学部二年 福間桃華

月号に掲載された前売券販売先の表
記で誤りがありました。正しくは左記
のとおりです。訂正してお詫びします。
「第４回石本正日本画大賞展」前売券
販売先＝ローソン各店（Ｌコード６３
１９３）、中国新聞社読者広報部ほか

オ

県大広報誌
「 Ｒ
OＯＲＩＮ」
学生中心でリニューアル

レ

島根県立大学の広報誌「 Ｒ
O
ＯＲＩＮ」が「地域と学生をつ
なぐ交流誌」として生まれ変わ
りました。浜田市をはじめ、島
根県全域で活躍する県大生と地
域の人たちの思いや活動を、私
たち学生編集部の視点で紹介し
ていきます。
市内各所で頒布を開始した第
９ 号 で は、 成 蹊 大 学 と 島 根 県
立大学の学生たちが津和野町
と 吉 賀 町 で「 地 域 お こ し 協 力
隊」を調査した合同合宿の様子
や、 益 田 市 津 田 海 岸 で 地 域 の
人と県大生が運営する海の家
「Ｒｅ：ｒｉｅ」の活動を取り
上げています。広報誌作成にあ
たって、みんなで学生や地域の
人たちに取材をしたり、原稿執
筆・イラスト作成をしたりしま
した。

４５

長浜人形 永見巌焼―その系譜と石見
の作家・書画展―
日時
月３日㈷～ 日㈰
観覧料 無料
ゑ連・一年遅れの十年記念展「人物を
描く・モデルに学ぶ」
月 日㈷～ 月５日㈬
日時
観覧料 無料

大学院 社 会 人 入 試 募 集
大学院北東アジア開発研究科
（北東アジア専攻・地域開発政
策専攻）の社会人特別選抜試験
を実施します。
出願手続や試験科目は、募集
要項で確認してください。
出願期間
平成 年１月４日㈮～ 日㈮
選抜期日
平成 年２月２日㈯
問合せ 教務学生課
☎２２１３

１５ 21

11

30

30

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

魚住直子：著 植田真：絵
ポプラ社 （分類 913 ｳｵ）
動物が出てくる７つの短編集です。
表題作の「クマのあたりまえ」は、死を目の当たりにした
コグマが、死なないものになりたくて、石になろうとします
が…。生きることとはどういうことかを気付かせてくれるお
話です。
ほかにも、いろいろな出会いや関わりあいの中で、自分と
いう存在や生きることに真剣に向き合う動物たちが登場しま
す。かわいらしいイラストとやさしい文章で、ほんわかとし
た雰囲気の本ですが、１つ１つのお話は深く、心に残ります。
児童書ですが、大人にも読んでもらいたい１冊です。

司書がすすめるこの一冊

9：00～17：00 ５日㈪・12日㈪

①浜田市における身の回りの有
害植物について
月 日㈬
日時
午後６時 分～７時 分
講師 陳 幼竹（島根県立大学北
東アジア地域研究センター
非常勤研究員）
②「親子」の法的意味について
考えてみよう
日時
月 日㈬
午後６時 分～７時 分
講師 李 憲（浜田キャンパス准
教授）
③ 地域遊びイベント「いわみん」
による地域ネットワークの構
築と効果
日時
月５日㈬
午後６時 分～７時 分
講師 伊藤康丈さん（イワミノ
チカラ代表）
会場 講義・研究棟 中講義室３
問合せ
地域連携課 ☎２３９６
１５ 28

28
広報はまだ：平成30年11月号
広報はまだ：平成30年11月号

29

11

１５

４５

開館時間
11月の休館日
9：00～19：00 12日㈪・26日㈪
☎0480
☎1823
☎1439
☎2258

（土日祝日は18：00まで）

11

１１

19日㈪・26日㈪
30日㈮
10：00～19：00

三隅 ☎0338

28

「図書館のもよおし」は、はまだ情報カレンダー
裏面のくらしのサービスガイドをご覧ください。
４５



島根県立大学総合政策学会で
は、各界の第一線で活躍されて
いる人を講師に迎え、講演会を
開催します。
地域の皆さんもご参加いただ
けますので、ぜひお誘い合わせ
の上、ご来場ください。
日時
月 日㈮
午後２時 分～４時 分
会場 浜田キャンパス 講堂
入場料 無料
５０ 30

12

12

３０

11

11

18

１2

中央
金城
旭
弥栄

11
１０

２３

３０ 24

１１

１１

56

１１

30

１１

１０

１１

10

17

海の家Re:rieにて編集作業

１８

１２

電話：0855-24-2200
ホームページ：http://hamada.u-shimane.ac.jp
11

10

２３

２３

～海の見える丘から～

11

開館時間 9:00～17:00
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
年末年始・展示替え期間
観 覧 料 （括弧は20人以上の団体）
一 般 600円（500円）
高大生 300円（240円）
小中生 200円（160円）
※ 展覧会によって異なります

１２

１１

１１

181
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図書館情報
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※ 国際交流ワークショップ、
ホリデー創作活動の時間は、
いずれの活動も午後１時から
４ 時 ま で。（ 参 加 受 付 は 当 日
午後１時から３時 分までに
１階創作室にて）

栄
隅
計

旭

田
城

月 のイベント

１８

一般財団法人地域創造

道を作るよ。完成したら水滴を
垂らして遊ぼう。
◎ 月 日㈯・ 日㈰
材料費 １００円
《ダンボールのブローチ》
ダンボールに色をつけてブ
ローチを作ろう。
◎ 月 日㈷・ 日㈯
材料費 １００円
《牛乳パックでつくる玉転がし
ゲーム》
牛乳パックや紙筒などを使っ
てリサイクル工作に挑戦しよ
う！
◎ 月 日㈰
参加費 ３００円
定員
人（先着）

２４

助成

■国際交流ワークショップ開催
世界こども美術館では、 月
日㈰まで国際交流事業を実施
し て い ま す。 今 回 は、 フ ラ ン
ス・メキシコ・オーストリア・
チェコの４か国から先生をお迎
えし創作活動を行います。海外
のアートに触れる絶好の機会で
すので、ぜひご参加ください。
《国際交流ワークショップ》
◎ 月３日㈷・４日㈰
４か国の活動を体験します。
参加費 ３００円
◎ 月 日㈯・ 日㈰
メキシコの活動を体験します。
参加費 ２００円
※ 詳細はお問合せください。

１７

月の休館日
月曜日 ５日・ 日・ 日・
日

浜田市広報係
@koushitsu.hamada

Facebook

９月 日㈯、浜田市室内
プールに「福井誠記念プー
ル」の愛称をかかげ、プレー
トの除幕式を行いました。
福井誠さんの弟の福井七
郎さんのほか関係者が出席
し、将来、浜田から第２の
福井誠選手が誕生すること
を願いました。
（２ページに関連記事掲載）
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☎42–1234
☎45–1234
☎48–2111
☎32–2800

No.211

平成30年

11

市長直行便（市政に関するご意見・ご提言）をお寄せください。市長直行便は、市ホームページの市長直行便
入力フォーム、又は専用はがき（本庁・支所・公民館などに備付け）などをご利用ください。

総数
40,183
4,239
2,748
1,295
6,040
54,505

弥
三
合

◀ダンボールで作られた作品
玉田多紀さん
》
《 sea dragon

◀金属廃材で作られた作品
富田菜摘さん
《ドド》

◀古着で作られた作品
武藤亜希子さん
《海の庭Ｈ Ａ
+ Ｍ
+ Ａ
+ Ｄ
+ Ａ
+》

11

■ホリデー創作活動
《すすめ！水玉くん》
ダンボールにシールを貼って

２３

各支所

（単位：人）

女
21,103
2,177
1,383
678
3,148
28,489

男
19,080
2,062
1,365
617
2,892
26,016

浜
金

口（９月末現在）

人

今月の表紙

１１

本庁

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

１９

11
10

〒 697-8501 島根県浜田市殿町１番地
☎0855‒22‒2612（代表）
http://www.city.hamada.shimane.jp
info@city.hamada.lg.jp

２５

１２

廃材アート展

１４

世帯
19,673
1,892
1,338
675
2,870
26,448

22

牛乳パック使用作品

１１

２６

浜田市野原町859－1（県立大学となり）
■開館時間…午前9時30分～午後5時
■電話…0855－23－8451
■ホームページ…http://www.hamada-kodomo-art.com

現在開催中の「廃材アート」
展は、普通は廃棄されてしまう
廃材を使って作られた美術作品
を紹介しています。
ダンボール、金属廃品、古着
の３つの素材に着想した３人の
作家による「ワクワクがつまっ
た創造の世界」へと皆さんをい
ざないます。じっくり作品と向
き合うと身近な素材で構成され
ていることに気付き驚くことで
しょう。
廃材で作られたユニークな作
品を見て、触って、存分にお楽
しみください。
会期 平成 年１月 日㈷まで
料金 一般
４００円
高校・大学生 ３００円
小学・中学生 ２００円
毎月１日発行
編集・発行 浜田市市長公室
☎ 0855‒25‒9151
ＦＡＸ 0855‒22‒3091

３０

１１

６０

１１

１１

１１

昨年の活動の様子

浜田市世界こども美術館

31

１１

11

月刊！vol.263
こども美術館
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