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 ～

２
平成31年

晴れの門出を祝う
広報

浜田市成人式

No.214

特集

市民税県民税・所得税・国民健康保険料などの申告相談

税の申告が始まります

住民参加創作ミュージカル
キャスト・スタッフ・アンサンブル募集

今年は記念となる石州浜っ子春まつりの開催に向けて、大名行列参加
者やパレード参加団体、ボランティアスタッフを募集します。

石州浜っ子春まつり
大名行列・パレード参加者・
ボランティアスタッフ募集

10

30

問合せ

浜田市観光協会

☎１０８５

応募方法
募集期間
２月１日㈮～３月 日㈮
申込み 参加申込書を浜田市観光協会へ
提出してください。
※ 参加申込書は、浜田市
観光協会窓口にあります。
ホームページからダウン
ロードもできます。

ボランティアスタッフ募集
応募資格 高校生以上
業務内容 パレードの随行、きぐるみのアクター、
休憩所の運営、記録・撮影など

大名行列・パレード参加者募集
①大名行列（腰元・供侍など）
②パレード（ダンスチーム・音楽隊・ＰＲ隊など）

※

浜田開府四百年記念 ２０１９石州浜っ子春まつり
日時 ４月 日㈷ 午前 時 分～午後４時 分（予定）
場所 栄町・新町・紺屋町・牛市町・朝日町・銀天街
内容 パレード・大名行列、イベントスペース「楽市」の出店・ステー
ジパフォーマンスなど
パレードコースは、例年と変更する場合があります。

浜田開府四百年を記念して、住民参加創作ミュージカルを開催します。
開催に向けて、キャスト・スタッフ・アンサンブルを募集します。
浜田開府四百年記念 住民参加創作ミュージカル
「群青 ～浜田誕生、そして明日へ～」
演出脚本 木島恭さん
作曲 安藤由布樹さん
監修 岩町功さん
公演日時
・ 月 日㈮ 午後６時 分
・ 月 日㈯ 午後１時 分
場所 石央文化ホール・大ホール
キャスト・スタッフ・アンサンブル募集
応募資格
中学生以上（経験の有無は問いません）
稽古日 毎週火・木曜日 午後７時～ 時
稽古開始日 ５月 日㈯

☎２１００

応募方法
募集期間
３月１日㈮～４月 日㈬
申込み 申込書を石央文化ホールへ提出してください。オーディション
（面接）を４月 日㈯・ 日㈰のいずれか希望日に行います。
※ 申込書は、石央文化ホール窓口、各公民館にあります。ホームペー
ジからダウンロードもできます。
石央文化ホール

ン

イ

問合せ

20

30

ＩＮＥ」上で展開するモバ
コミュニケーションアプリ「Ｌ
イル送金・決済サービスです。
※ チャージ方法など、詳しくは、Ｌ
ＩＮＥ Ｐａｙのホームペー
ジをご覧ください。
ラ

統計調査員を
募集します

上下水道部が発送する納入通知書のバーコードをスマー
トフォンのカメラで読み込むことで、納入期限内であれば
いつでもどこでもＬ
ＩＮＥ Ｐａｙで支払うことができます。

29

市では、国が実施する統計調査（国勢調査・
経済センサスなど）に理解と熱意をもって、積
極的に取り組んでいただける統計調査員を随時、
募集しています。
希望する人をあらかじめ登録調査員として登
録させていただき、統計調査実施の際に、改め
て市から従事依頼をして、本人の了承を得た上
で調査に従事していただきます。
※ 登録された人に毎回調査をお願いするとは
限りません。
主な仕事の内容
①調査員事務打合せ会への出席
②調査区域及び調査対象の確認
③調査票の配布・記入依頼・回収
④回収した調査票の検査・整理・提出
資格要件
・選挙関係者及び税務・警察に直接関係のない
歳以上の人
・主に日中の調査活動に従事できる人
※ ほかに仕事をしていても可能です。
・責任感が強く、特に秘密保護に配慮できる人
・暴力団員でなく、暴力団や暴力団員と密接な
関係がない人
報酬など 実際に調査に従事した場合に、国で
定めた報酬を支払います。
統計調査員の身分 実際に調査に従事していた
だく場合に、統計調査の都度（約２か月間）、
国や県から任命される非常勤の公務員となり
ます。
応募方法 電話で申し込んでください。後日、
簡単な面接を行います。
問合せ 情報政策課統計企画係 ☎９１２０

ペ

ン

イ

ラ

10

2
広報はまだ：平成31年２月号
広報はまだ：平成31年２月号

3

納付書１枚あたりの金額が５万円未満の場合に使用でき
ます。５万円以上の場合は、納入通知書で支払ってください。
上下水道部

管理課料金係
下水道課管理係

☎９９０３
☎９６４０

支払い限度額があります

問合せ

支払い方法

２月１日から、モバイル送金・決済サービスの
「Ｌ
ＩＮＥ Ｐａｙ」によるモバイル決済（請求書支払い）
で水道料金・下水道使用料の支払いができるように
なりました。

イ

Ｌ
ＩＮＥ Ｐａｙとは？

☎９１００
市長公室総合調整係
問合せ
平服でご参列ください。
※

から

30 30

14

11

10

13

台風７号及び前線などによる記録的な豪雨災
害に関して、多くの市民の皆さんのご協力によ
り、11万2,856円の義援金を市役所にお寄せい
ただきました。
この義援金は、日本赤十字社を通じて、被災
された皆さんへお届けしました。誠にありがと
うございました。
日時
２月２日㈯ 午前10時～
場所
石央文化ホール 大ホール
問合せ
市長公室 ☎９１００

２月１日

水道料金・下水道使用料 が
Ｌ
ＩＮＥ Ｐａｙ で支払いできます

12 11

前浜田市長の宇津徹男氏が、平成30年12月13日に
逝去されました。
生前のご功績を称え、市民の皆さんとともに哀悼
の意を捧げるため、次のとおり浜田市市葬を執り行
います。多数の参列をお願いします。
なお、誠に勝手ながら、ご供花、ご供物、ご香資
の儀は固くご辞退申し上げます。

15

10 10

平成30年７月豪雨災害に関する
義援金のお礼

浜田市市葬のお知らせ

晴れの門出を祝う

浜田市成人式

新成人代表

末田理紗さん

みんな
違う道を
進んでいる

１月３日㈭、平成31年浜田市成人式を石央文化
ホールで開催しました。浜田市出身や在住している
新成人365人が出席しました。地元を離れている人
も多く、友人との再会に歓声を上げ、記念写真を撮
る様子が見られました。

みんな同じ時代を進んでいく

新成人代表

5

広報はまだ：平成31年２月号

佐々岡潤さん

式では、中学校時代の恩師などからお祝いと激励
のビデオメッセージが届き、出席者は懐かしそうに
見入っていました。最後に、新成人を代表して佐々
岡潤さんと末田理紗さんが、感謝の気持ちとこれか
らの決意を述べました。

広報はまだ：平成31年２月号

4

提案型の有料広告を募集します（第４回）
市では、新たな財源の確保や市民サービスの向上に向けて、民間企業などの自由な発想
やアイディアを活かして、市が保有する財産などに広告を掲載する企画提案を募集します。
い

募集する企画提案
提案者自らが、広告主又は広告代理店となっ
て広告を掲載しようとするもの
広告掲載の対象物
市が保有する財産（施設・公用車ほか）、印
刷物など
企画提案できる方
・市内に営業所などがある民間企業・団体
・市内に住所がある人

提案方法
有料広告企画提案書に必要事項を記入の上、
必要書類を添付して提案してください。
※ 募集要項及び企画提案書は、市役所本庁舎
２階行財政改革推進課にあります。市ホーム
ページからダウンロードもできます。
※ 提案に際しては、事前協議が必要です。
募集期間・受付期間
２月１日㈮～２月28日㈭

開催に伴う交通規制のお知らせ
しまねお魚センター前をスタート・ゴールとして、浜田マ
リン大橋を渡る往復約３㎞の周回コースをチームリレーする
マラソンを開催します。
大会当日は、下図のとおり原井町と瀬戸ケ島町の一部区間
で交通規制を行いますので、ご注意ください。
タスキをつないでチームリレーする選手の皆さんへ、温か
い声援をお願いします。

交通規制
日時：３月２日㈯ 10：30～17：00
会場：しまねお魚センター周辺
（北側道路は一般車両通行可能）

広告の掲載期間
最長３年（月単位も可）

全面通行止め区間

市公用車リアガラスを利用した広告

（リレーマラソンコース）

ン
ラソ
ーマ 場
ん）
リレ 者駐車 きませ
で
参加 駐車は

☎９１０１

ー

リレ

第１回有料広告事例

般の
ー
（一
ンタ
魚セ
ねお 場
しま 駐車
様
お客
ー
ンタ
魚セ
ねお
しま

広告掲載料
・年額の場合 ６万円以上（税込み）
・月額の場合 ５千円以上（税込み）
※ 上記金額相当の印刷物などの現物提供も可
能です。
書類提出先・問合せ
行財政改革推進課行革推進係

場

ン会

ソ
マラ

通行可

推奨迂回路区間
※

しまねお魚センターは通常どおり営業
しています。建物前のお客様駐車場をご
利用ください。

３月浜田市議会定例会日程（予定）
会期 ２月19日㈫～３月12日㈫（22日間）
２月８日㈮
議会運営委員会
19日㈫
本会議 開会 施政方針表明
提案説明（全員協議会）
20日㈬
本会議 会派代表質問
21日㈭
本会議 個人一般質問
22日㈮
本会議 個人一般質問
25日㈪
本会議 個人一般質問
26日㈫
本会議 個人一般質問
27日㈬
本会議 議案質疑
28日㈭
総務文教委員会
３月１日㈮
福祉環境委員会
４日㈪
産業建設委員会
５日㈫
予算決算委員会
６日㈬
予算決算委員会
７日㈭
予算決算委員会
８日㈮
予算決算委員会（予備）
12日㈫
本会議 委員長報告 採決 閉会
（全員協議会）議会運営委員会
7

広報はまだ：平成31年２月号

左記の日程は予定であり、２月８日㈮の議会
運営委員会で正式に決定します。
会議の傍聴は、当日議会事務局で受け付けて
います。
なお、各委員会及び全員協議会の傍聴は、会
場の都合により７人までの人数制限があります。
各会議の開催時間は、通常午前10時からです
が、変更になる場合がありますので事前にお問
い合わせください。
各会議の開催時間や議事日程・議題は、事前
に市議会ホームページ「市議会日程」に掲載し
ますのでご覧ください。

問合せ

議会事務局

☎９８００

問合せ
山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン
実行委員会事務局（観光交流課内）
☎９５３１
広報はまだ：平成31年２月号

6

元気な浜田をつくります

なぜ、勉強す
全校児童に「
原井小学校の
した
ま
いて講演し
るの？」につ
（12月11日）

市長日記

阪神食品㈱と「山陰浜田港」なんば店（大
阪府大阪市）の開店に際し、連携に関す
る協定を締結しました（12月13日）

（平成30年12月）

平成30年度宝くじコミュニティ助成事業
宝くじ助成事業により、浜田市原井町自治公民館
は、机、椅子、音響設備などを整備しました。
今後は、整備した備品を活用して、地域コミュニ
ティの場の充実を図るとともに、地域の活動が一層
活発になるよう取り組んでいきます。

また、下府地区自主防災会は、自主防災組織の活
動に必要な資機材を整備しました。
このたび購入した資機材は、地域の防災訓練や災
害時などに利用されます。

問合せ

問合せ

島根県立大学の浜田を元気にするアイデ
アコンテスト「MAKE DREAM 2018」
に出席しました（12月14日）

まちづくり推進課地域づくり推進係
☎９２０１

安全安心推進課防災安全係
☎９１２２

宝くじ助成事業とは、宝くじの普及広報を目的として、その受託事業収入を
財源に実施している（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業です。
シニア・若者向け創業セミナー「はまだ
創業カレッジ2018」を開催しました
（12月15日）

石見神楽広域連絡協議会総会に出席しま
した（12月15日）

浜田ロータリークラブ創立60周年記念式
典・祝賀会に出席しました（12月16日）

全国大会優勝・全国大会出場
おめでとうございます
全国大会での入賞報告や全国大会への出場報告の
ため市役所を訪問された皆さんをご紹介します。

日本少年野球春季全国大会
（埼玉県：３月26日～30日）

なみあし

全国障がい者馬術大会 ジムカーナ競技常歩の部
（兵庫県：平成30年11月24日・25日）

浜田国際交流協会設立25周年記念講演会
に出席しました（12月16日）

浜田市食生活改善推進協議会が日本食生
活協会の「南・賀屋賞」を受賞され、報
告を受けました（12月17日）

いわみ福祉会芸能クラブが障害者の生涯
学習支援活動に係る文部科学大臣表彰を
受賞され、
報告を受けました（12月20日）

優 勝

浜田ボーイズ

全国高等学校弓道選抜大会

（岡山県：平成30年12月24日～26日）

国民宿舎千畳苑に「山陰浜田港アンコウ
料理普及協力店」の認定証を授与しまし
た（12月20日）

9

広報はまだ：平成31年２月号

中国地域ニュービジネス協議会の講演会
「ニュービジネスへの道 経営者の決断！」
に出席しました（12月20日）

国府公民館が全
国優良公民館表
彰を、平野公
望さんと横山さ
つきさんが公民
館永年勤続表
彰を受賞され、
報告を受けまし
た（12月27日）

笹田遥海さん
（長浜小６年）

向井貴大さん
（浜田水産高校２年）
広報はまだ：平成31年２月号
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申告相談の受付日程及び会場
土・日曜日は、表中の記載日のみ開設します。そのほかの土・日曜日は開設しませんので、ご注
意ください。なお、お住まいの自治区に関係なく、どこの会場でも申告相談を受けることができます。

浜田自治区

問合せ
税務課市民税係

☎９２３２

会場

日程
時間
２月12日㈫
9：00～17：00
～３月１日㈮
9：00～19：00
市役所本庁
３月４日㈪～８日㈮
（夜間延長）
第２東分庁舎１階
３月11日㈪～14日㈭ 9：00～17：00
３月15日㈮
9：00～12：00
休日開催
３月10日㈰
9：00～17：00
※ 市役所本庁の夜間延長は、水曜日を除きます。

金城自治区

問合せ
金城支所市民福祉課

☎１２３５

会場

日程
時間
２月12日㈫～22日㈮ 9:00～17:00
金城支所１階
２月25日㈪
9：00～19：00
～３月１日㈮ （夜間延長）
休日開催
２月16日㈯
9：00～17：00
※ 金城支所の夜間延長は、水曜日も行います。

問合せ
旭支所市民福祉課

☎１４３４

会場

日程
時間
２月25日㈪
9:00～17:00
～３月１日㈮
旭支所２階
9：00～19：00
３月４日㈪～８日㈮
（夜間延長）
３月11日㈪・12日㈫ 9:00～17:00
休日開催
３月３日㈰
9：00～17：00
※ 旭支所の夜間延長は、水曜日を除きます。

弥栄自治区

問合せ
弥栄支所市民福祉課

問合せ
税務課市民税係

～ 市民税県民税・所得税・国民健康保険料などの申告相談 ～

期間

問合せ
三隅支所市民福祉課

☎２６５６

☎２８０７

会場

日程
時間
２月25日㈪
9：00～17：00
～３月14日㈭
三隅支所分室１階
３月15日㈮
9：00～12：00
２月23日㈯
休日開催
9：00～12：00
３月３日㈰

申告に必要な書類
□
□
□
□
□
□

□
□

夜間の申告受付（午後７時まで）

還付申告の早期受付期間・会場

市役所本庁、金城支所、旭支所では、一定期間、申
告時間を午後７時まで延長します。ぜひご利用くださ
い。

住宅ローン控除、ふるさと寄附金控除、医療費控除
などによる還付申告に限り、一般申告に先立って次の
期間中も受け付けます。

ゼ ロ

待ち時間０

申告相談について、可能な限りの体制で受付を行っ
ていますが、毎年会場は大変混雑し、長時間お待ちい
ただいています。
e-Taxでの所得税申告や、郵送又は持参での市民
税・県民税等申告書の提出をぜひご検討ください。
11

広報はまだ：平成31年２月号

e-Taxをご利用ください
市役所本庁で端末とカードリーダーを用意していま
す。ご利用ください。
会場
日程
時間
市役所本庁
２月12日㈫
9：00～17：00
第２東分庁舎１階
～3月14日㈭
※ 土・日・祝日を除きます。

給与所得の源泉徴収票 （※）
公的年金等の源泉徴収票 （※）
印鑑（認印可）
口座番号が分かるもの
（納税義務者名義）
障害者手帳や療育手帳 （※）
税務署から送付された
「平成30年分確定申告のお
知らせ」のはがき又は封書 （※）
そのほか収入、経費の分か
る書類 （※）
マイナンバーカードの写し
（両面）又は、通知カード
の写しと身分証明書（運転
免許証や保険証）の写し

（※）印の書類は、該当がある場合
に準備してください。
申告会場は毎年大変混雑しま
す。混雑解消のため、必ず申告
の事前準備（収支内訳書の作成
など）を済ませてから申告にお
越しください。事前準備が済ん
でいない場合は、受付テーブル
で集計・作成をしていただきま
す。この場合、受付順が前後す
ることをご了承ください。

自宅での電子申告・郵送提出などで

会場
日程
時間
市役所本庁
２月５日㈫～８日㈮ 9：00～17：00
第２東分庁舎１階

２月12日㈫
～ ３月15日㈮

還付申告の早期受付期間
２月５日㈫～８日㈮

会場
日程
時間
老人福祉センター ２月13日㈬～15日㈮ 9:00～16:00
２月18日㈪～22日㈮
弥栄会館
9:00～16:00
３月４日㈪～６日㈬
休日開催
３月３日㈰
9：00～12：00

三隅自治区

☎９２３２

なお、平成 年分までは領収
生命保険料控除や
確定申告には利用者識別
書の添付又は提示によることも
寄附金控除などの控除を
番号が必要です
できます。明細書を添付しない
追加する人
所得税の確定申告について、
場合でも、事前に個人ごと、医
生命保険料控除、寄附金控除
市役所本庁では平成 年分から、
療機関・薬局別に集計して会場
などの控除を追加する場合には、 に持参してください。
各支所では平成 年分から電子
領収書や支払証明書などが必要
申告（ ｅ Ｔ-ａｘ） で 税 務 署 へ 送
営業・農業・不動産所得を
信します。電子申告では、申告
です。会場に持参してください。
申告する人
者一人ひとりに割り当てられる
医療費控除については、制度
営業・農業・不動産所得を申
「 利 用 者 識 別 番 号 」（ 桁）が
改正により、医療費の領収書の
告する人は、事前に収支内訳書
必要になります。まだ番号を取
提出に代わり「医療費控除の明
を作成して、領収書や帳簿など
得していない人は、各会場（公
細書」の作成・添付が必要とな
と一緒に会場に持参してくださ
民館を除く）で取得することが
りました。
い。
可 能 で す。 ま た、 ｅ Ｔ-ａｘホ ー
個人ごとに医療機関・薬局別
また、申告を円滑に行うため、 ムページから事前に取得するこ
に集計して「医療費控除の明細
ともできます。
昨年の申告資料（収支内訳書）
書」を作成し、申告書に添付し
昨年、市役所本庁で番号を取
もあわせて持参してください。
ます。領収書は自宅で５年間保
得した人や、既に番号を持って
混雑解消のため、必ず医療費
存してください。
いる人は、利用者識別番号が表
の集計や営業・農業・不動産の
「医療費控除の明細書」は国
示された用紙を会場にお持ちく
収支内訳書の作成を済ませてか
税庁のホームページでダウン
ださい。利用者識別番号は税務
ら申告にお越しください。
ロードできるほか、税務課及び
署から送付される「平成 年分
支所の窓口で配布します。
確定申告のお知らせ」のはがき
又は封書にも記載されています。

会場（公民館）
日程
時間
美川公民館
２月４日㈪
9：00～16：00
周布公民館
２月５日㈫
9：00～16：00
マリン交流センター
２月６日㈬
9：00～16：00
国府公民館
２月７日㈭
9：00～16：00
大麻公民館
２月８日㈮
9：00～12：00
国府公民館有福分館
２月12日㈫
9：00～12：00
※ 浜田会場の各公民館では、還付申告に限らず、
一般申告も受け付けます。

旭自治区
弥栄自治区

税の申告相談が始まります

31

３０

３０

16

２９

広報はまだ：平成31年２月号
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市民税・県民税等申告書の記載例及び注意点
市民税・県民税等申告書の記載については、15・16ペー
ジの申告書を使用してください。
コピーして使用してもかまいません。

提出先
〒６９７－８５０１ 浜田市殿町１番地
浜田市役所税務課市民税係

【記載例】
平成31年度

田

市

長

表

フリガナ

ハマダ

浜田

個人番号

１

申告書（簡易申告書）

タロウ

月

1

日

保険料控除
④から⑧の保険料は控除
証明書を添付してください
（コピー可）。

印
浜田

太郎
３

3

４

５

６

明・大・昭・平

25年11月11日

７

電話
番号

８

９

０

１

２
通知番号

22－2612

受付者

浜田市記入：未申告解消・寡婦（夫）
、障害者控除追加・扶養変更・併徴・その他（
処理欄

イメージ

申告系入力

基幹系入力

）
税

円→

円、税変無

１

収入（平成30年１月１日から12月31日までの年間収入）についてご記入ください。
収入のなかった方は、裏面４をご記入ください。
種類
収入金額
必要経費
支 払 者
給 与
660,000円
浜田市役所
年 金
2,250,000円
日本年金機構
営 業
円
円
農 業
500,000円
350,000円
不動産
円
円
円
円
非課税収入がある方は該当するものに○印→（老齢福祉年金・障害年金・遺族年金・雇用保険）
２ 控除（所得から差し引かれる金額）についてご記入ください。（平成30年１月１日から12月31日まで）
（１）保険料控除 次の保険料について支払った金額を記入してください。
①国民健康保険料
150,000円 ⑤生命保険料
②後期高齢者医療保険料
円 ⑥地震保険料
③介護保険料
85,000円 ⑦その他保険料
④国民年金保険料
円 ⑧その他保険料
※

（２）配偶者控除
氏 名 及び 個人番号
花子

生年月日
明・大

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 昭・平

26年

配偶者の収入（給与・年金は収入金額、その他は所得金額）

2月22日

給与収入・年金収入
・その他
（
）

一太

広報はまだ：平成31年２月号

父

別居の場合の住所

明・大
昭・平

2年

3月

2日

明・大
昭・平

年

月

日

明・大
昭・平

年

月

日

配偶者特別控除
本人の合計所得金額が
1,000万円以下で、配偶者
の合計所得金額が38万円超
123万円以下（給与収入の
みの場合103万円超201万6
千円未満）の場合、配偶者
特別控除の対象となります。
扶養親族など
本人と生計を一にする配
偶者以外の親族などで、合
計所得金額が38万円以下の
人（被扶養者）を記載して
ください。

は

い

個人住民税の申告は不要です

所得税の確定申告が必要な人

？

①自営業者などで平成30年中の所得金額の合計が控除合計額を超える人（所得税がかかる人）
②次のア～エの人で所得金額の合計が控除合計額を超える人
ア 公的年金収入が４００万円を超える人
イ 公的年金収入が４００万円以下であり、公的年金以外の所得が２０万円を超える人
ウ 年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が２０万円を超える人
エ 給与を２か所以上から受けており、年末調整を受けなかった給与の収入金額と給与所得
以外の所得の合計額が２０万円を超える人
③所得税の還付申告をする人

平成31年１月１日現在、浜田市に住んでいましたか

？

は

？

は

？

いいえ

？

いいえ

浜田市への申告は不要です。
１月１日現在、住んでいる市区町
村へご相談ください。

いいえ

い

平成30年１月１日から12月31日までに収入がありましたか

いいえ
個人住民税の申告は不要ですが、
所得課税証明の発行や福祉サービ
スを受ける場合、国民健康保険料
などの軽減判定のため、申告が必
要となる場合があります。

い

収入は障害年金・遺族年金・雇用保険金のみでしたか

給与・公的年金以外の所得（営業・不動産・譲渡所得など）が
ありましたか
※

は

い

は

い

個人住民税の申告が必要です

個人年金や、生命保険・損害保険金などの
満期による一時金は申告が必要です。

給与・公的年金について、どのような収入がありましたか

給与収入のみの人
（パート・アルバイト含む）

？

給与と公的年金収入の
両方があった人

公的年金収入のみの人

？

公的年金収入が
65歳以上の人で148万円超だった
64歳未満の人で 98万円超だった

給与支払報告書が浜田市に提出されていますか
（提出の有無は勤務先に確認してください）

？

は

い

は

い

※

年齢は平成30年12月31日時点
いいえ

浜田

３４５６７８９０１２３４

800,000円

配偶者控除
本 人（ 合 計 所 得 金 額 が
1,000万円以下）と生計を
一にする配偶者の合計所得
金 額 が38万 円 以 下（ 給 与
収入のみの場合103万円以
下）であれば、配偶者控除
の対象となります。

申告判定フローチャート

所得税の確定申告をしますか

いいえ

（３）控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族
氏 名 及び 個人番号
続柄
生年月日

13

200,000円
23,000円
円
円

④・⑤・⑥・⑦・⑧の保険料を支払った場合は、控除証明書を添付してください。
（コピー可）

浜田

住所
平成31年１月１日現在の
住所を記入してください。

受付印

殿町１番地

２

☎９２３２
☎１２３５
☎１４３４
☎２６５６
☎２８０７

面

平成 31 年

浜田市

生年月日

書

様

住所

氏名

告

市 民 税・ 県 民 税
国民健康保険料等

（平成30年分）
浜

申

問合せ
税務課市民税係
金城支所市民福祉課
旭支所市民福祉課
弥栄支所市民福祉課
三隅支所市民福祉課

？

いいえ

①申告書が不足する場合は郵送します。税務課又は各支
所市民福祉課までお問い合わせください。
②各相談窓口及び各支所・浜田自治区地域行政窓口（公
民館）にも申告書を備え付けてあります。
③申告書は郵送でも提出できます。

私は申告が必要？

扶養控除、医療費控除などの追加、訂正をしますか
は

い

個人住民税の申告が必要です

いいえ
個人住民税の申告は不要です
広報はまだ：平成31年２月号
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平成31年度

（平成30年分）
浜

田

市

長

市 民 税・ 県 民 税
国民健康保険料等

様

住所

← 左のページは そのまま申告書として使えます

申告書（簡易申告書）
平成

年

月

日

受付印

浜田市

（４）寡婦・寡夫控除

浜田

個人番号
年

月

電話
日 番号

通知番号

申告系入力

基幹系入力

税

円→

④・⑤・⑥・⑦・⑧の保険料を支払った場合は、控除証明書を添付してください。（コピー可）

（２）配偶者控除
氏 名 及び 個人番号

生年月日
明・大
昭・平

年

日

給与収入・年金収入
・その他（

（３）控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族
氏 名 及び 個人番号
続柄
生年月日

広報はまだ：平成31年２月号

）

別居の場合の住所

明・大
昭・平

年

月

日

明・大
昭・平

年

月

日

明・大
昭・平

年

月

日

父

身体障害者手帳

１級

要介護 1・2・3・4・5

手帳

級

要介護 1・2・3・4・5

保険金などで補てんされる金額 ・医療費控除の明細書又は領収書の
添付が必要です。

支払った医療費
350,000円

120,000円

・生計を一にする親族の医療費を
支払った場合も対象になります。

寄附先 浜田市

寄附金額

10,000円

寄附先

寄附金額

円

※ 寄附金の領収書を添付してください。
（コピー可）

３

納付（徴収方法）について希望する方はご記入ください。
給与以外の所得に係る
□給与から差引き（特別徴収）
市民税・県民税の徴収方法の選択

４

障害者控除
手帳などを確認させてい
ただくことがあります。ご
了承ください。

円
円
円
円

□自分で納付（普通徴収）

寄附金控除
年間2,000円を超えるふる
さと寄附などの特定寄附金
を支払った場合に該当にな
ります（受領書の添付が必
要です）。

収入がなかった方は、該当箇所を記入して（または○印をつけて）ください。
ア

私は、扶養者氏名

に扶養されていた。

扶養者住所
イ

※

病気療養中

ウ

続柄
学生

エ

貯金で生活

オ

その他
（

）

浜田市以外の市区町村で住民税を課税されている方は、ご記入ください。
課税市区町村名

そのときの住所

納付方法
給与所得者の市民税県民
税は原則として給与から特
別徴収されます。
給与以外の所得に係る市
民税県民税について、ご自
身での納付を希望する場合
は「□自分で納付」にチェッ
クしてください。

以上で、申告は終わりです。
申告内容について、税務課担当者が問い合わせをする場合があります。
その際は、聴き取りにご協力をお願いします。

配偶者の収入（給与・年金は収入金額、その他は所得金額）

月

寡婦・寡夫
寡婦・寡夫控除に該当す
るには、民法上の婚姻の事
実が前提となります。

生死不明

（７）寄附金控除

控除（所得から差し引かれる金額）についてご記入ください。（平成30年１月１日から12月31日まで）
（１）保険料控除 次の保険料について支払った金額を記入してください。
①国民健康保険料
円 ⑤生命保険料
②後期高齢者医療保険料
円 ⑥地震保険料
③介護保険料
円 ⑦その他保険料
④国民年金保険料
円 ⑧その他保険料

15

離婚

一太

円、税変無

収入（平成30年１月１日から12月31日までの年間収入）についてご記入ください。
収入のなかった方は、裏面４をご記入ください。
種類
収入金額
必要経費
支 払 者
給 与
円
年 金
円
営 業
円
円
農 業
円
円
不動産
円
円
円
円
非課税収入がある方は該当するものに○印→（老齢福祉年金・障害年金・遺族年金・雇用保険）

※

面

（６）医療費控除 平成30年１月１日から12月31日までに支払った医療費について記入してください。

）

１

２

裏

※ 税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記（障がい）していません。ご理解をお願いします。

受付者

浜田市記入：未申告解消・寡婦（夫）
、障害者控除追加・扶養変更・併徴・その他（
イメージ

書

あなたが寡婦・寡夫の場合、該当する項目に○印をしてください。

３４５６７８９０１２３４

明・大・昭・平

告

（５）障害者控除 あなたや扶養者の中に障害者がいる場合は、記入してください。
氏 名 及び 個人番号
続柄
障害の程度

印

氏名

生年月日

申

死別

フリガナ

処理欄

【記載例】

円

なお、申告書を窓口に提出する場合は、以下の①又は②の書類を提示してください。
（郵送により提出する場合は、写しを同封してください。
）
①個人番号カード
②通知カード＋本人確認書類（免許証や保険証等）

浜田税務署からのお知らせ
平成30年分の確定申告・納期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税 ３月15日㈮
消費税及び地方消費税
４月１日㈪
（個人事業者）
納税は便利な口座振替をご利用ください【振替日】
所得税及び復興特別所得税 ４月22日㈪
消費税及び地方消費税
４月24日㈬
（個人事業者）

問合せ：浜田税務署 ☎22-0360

申告会場は浜田税務署２階です
申告会場設置期間
浜田税務署
２月18日㈪～３月１５日㈮
（土・日を除く）
相談時間
午前９時～午後５時
浜田
日本海
信用金庫 郵便局
（受付は午後４時まで）
○殿町バス停（上り）
国道９号
申告会場 浜田税務署２階
○殿町バス停（下り）
※
JR
浜田駅から徒歩
15
分
〒697-8686 浜田市殿町1177番地
※

申告会場の駐車場は、昨年度より駐車区画が大幅に減少していますの
で、来署の際には、公共交通機関や近隣の有料駐車場をご利用ください。
※ 申告会場は大変混み合います。申告書の作成は、国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」を利用し、e-Taxで提出、又は印刷して
郵送で提出することもできます。
http://www.nta.go.jp/
広報はまだ：平成31年２月号
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まちのわだい

Town Topics
♥
おじいさん、おばあさんと交流
～ 異世代もちつき交流会 ～

（４）寡婦・寡夫控除

やさか

12月27日㈭、異世代もちつき交流会が杵束・安城公民館の共
催により老人憩いの家で行われ、小学生23人、高齢者、地域の
ボランティア20人が参加しました。
これは、異世代交流の一環として実施しているもので、地域
の人とふれあい、郷土愛を育み、将来生まれ育った町に戻って
きて欲しいという願いを込めて行われたものです。小さな子ど
もは大人と一緒に杵を持ち一生懸命ついていました。つきあ
がった餅はみんなで丸めて、きな粉餅や海苔巻き餅、チーズを
のせて焼いたりして味わいました。

やさか

死別

慣れない杵で一生懸命に餅をつく

手帳

級

要介護 1・2・3・4・5

手帳

級

要介護 1・2・3・4・5

（６）医療費控除 平成30年１月１日から12月31日までに支払った医療費について記入してください。

ミニ門松作りに挑戦

保険金などで補てんされる金額 ・医療費控除の明細書又は領収書の
添付が必要です。

支払った医療費

～ ミニ門松作り教室 ～

円

円

・生計を一にする親族の医療費を
支払った場合も対象になります。

（７）寄附金控除
寄附先

寄附金額

円

寄附先

寄附金額

円

※ 寄附金の領収書を添付してください。
（コピー可）

３

納付（徴収方法）について希望する方はご記入ください。
給与以外の所得に係る
□給与から差引き（特別徴収）
市民税・県民税の徴収方法の選択

あさひ
４

12月16日㈰、男性料理教室が天狗石農村交流研修センター
で開催されました。これは、「お父さんが作るおせち料理の一
品」をテーマに男性に料理を作ってもらおうと、市木公民館が
企画したものです。教室には小学生から大人まで11人が参加
し、市木食生会や栄養士などの指導のもと、生鮭のカレーチー
ズ焼や鯛めしなど４種類の料理に分かれて挑戦しました。調理
後、でき上がった料理をみんなで食べながら料理の話で楽しく
盛り上がりました。あわせて、保健師による体組成診断も行わ
れ、参加者は健康についての話を熱心に聞いていました。

生死不明

※ 税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記（障がい）していません。ご理解をお願いします。

集中してそれぞれ思い思いの飾りつけ

～ 男性料理教室 ～

離婚

（５）障害者控除 あなたや扶養者の中に障害者がいる場合は、記入してください。
氏 名 及び 個人番号
続柄
障害の程度

12月21日㈮、ミニ門松作り教室が老人憩いの家で開催されま
した。
これは、身近な春を見つけ、自然に関心をもつことを目的に
杵束公民館が企画したものです。
当日は、18人が参加し、ゴミ箱を土台に、地元の松、竹、梅、
南天、水仙や葉牡丹などで飾りつけました。参加者は、土台作
りに苦戦しつつも、みんなでおしゃべりしながら、一人ひとり
工夫しながら飾りつけを行い、立派な門松を作り上げました。

おせち料理に挑戦

あなたが寡婦・寡夫の場合、該当する項目に○印をしてください。

□自分で納付（普通徴収）

収入がなかった方は、該当箇所を記入して（または○印をつけて）ください。
ア

私は、扶養者氏名

に扶養されていた。

扶養者住所

続柄

い ち ぎ く う か い

はまだ

指揮に合わせ会場の皆で合唱する
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広報はまだ：平成31年２月号

イ

真剣に料理に取り組む

聖堂に響く歌声、心にも響く

※

病気療養中

ウ

学生

エ

貯金で生活

オ

その他
（

）

浜田市以外の市区町村で住民税を課税されている方は、ご記入ください。
課税市区町村名

そのときの住所

～ 2018クリスマスチャリティーコンサート ～

12月15日㈯、2018クリスマスチャリティーコンサートがカト
リック浜田教会で行われました。
これは、世界の難民や、国内の様々な災害で被災した人たち
の為に、クリスマスチャリティーコンサート実行委員会が企画
したものです。浜田少年少女合唱団Ｓ＆Ｓ、浜田高等学校合唱
部、弥栄中学校音楽部の皆さんが合唱曲やクリスマスにちなん
だ歌などを披露しました。参加者は、「知っている曲があって、
一緒に歌えて良かった」、「とても楽しそうに歌っていて、心に
響きました」と話していました。

以上で、申告は終わりです。
申告内容について、税務課担当者が問い合わせをする場合があります。
その際は、聴き取りにご協力をお願いします。
なお、申告書を窓口に提出する場合は、以下の①又は②の書類を提示してください。
（郵送により提出する場合は、写しを同封してください。）
①個人番号カード
②通知カード＋本人確認書類（免許証や保険証等）
広報はまだ：平成31年２月号
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ま

♥

Town Topics
通学路の雪かきは我らに任せろ！
～ 雲城地区除雪活動緊急支援隊進発式 ～

ち

の

かなぎ

「寝た子」はネットで起こされる!?
～ 三隅自治区人権を考える集い ～

み～んなで記念写真
広報はまだ：平成31年２月号

～

２位でゴールした渡邊達也選手（浜田）

浜田

の

あさひ

19

～ 金城マイペース健康マラソン・駅伝競走大会 ～

多くの人でにぎわう店内

浜田準優勝、金城10位入賞

浜田－益田間駅伝競走大会（しおかぜ駅伝） ～

12月９日㈰、浜田－益田間駅伝競走大会（しおかぜ駅伝）が
開催されました。益田陸上競技場をスタートし、しまねお魚セ
ンターのゴールを目指し、仲間からのたすきをつなぎました。
チーム成績 浜田 ２位 金城 10位
弥栄 15位
旭
18位 三隅 29位
チーム表彰 弥栄（敢闘賞）
個人表彰
福濱駿さん（浜田）区間賞
多原大和さん（浜田）ホープ賞
尾林大河さん（浜田）優秀選手賞

みすみ

12月１日㈯、白砂公民館で一般社団法人山口県人権啓発セン
ター事務局長の川口泰司さんを講師に迎え、三隅自治区人権を
考える集いを開催しました。当日は、「寝た子」はネットで起
こされる!? ～「部落差別解消推進法」施行と今後の課題～と
題して講演が行われました。規制の遅れるネット空間で、部落
差別の助長や被害が急増している。「ネット検索」で常に正し
い情報が上位に表示されるとは限らない。爆発的に拡散され続
けるデマや偏見を鵜呑みにしない正しい人権意識を身に付ける
ことが大切と話されました。
う

みすみ

12月12日㈬、わくわくマーケット感謝祭が岡見地区で行われ
ました。日頃の感謝の気持ちを込めて、岡見地区まちづくり推
進委員会が企画したものです。
わくわくマーケットは、平成27年２月に岡見地区唯一のスー
パーが閉店し、高齢者の不便を解消しようと、移動販売車を誘
致し、12月から毎週水曜日に営業を開始しました。翌年６月か
らは日用品の販売や談話コーナーも始めました。当日は、手作
りの雑貨や野菜・おでん・焼き芋などの販売やバザーも行なわ
れ、大いににぎわいました。

冬晴れの中、沿道の声援を受け力走

12月２日㈰、金城マイペース健康マラソン・駅伝競走大会
がふれあいジム・かなぎを発着点に行われました。この大会
は、健康づくりや仲間づくりの輪を広げることを目的に、アス
レチックきんたが主催し、毎年開催しています。1.7㎞から4.5
㎞のマラソン８部門に78人、駅伝に12チーム87人の165人が参
加しました。ランナーは、沿道からの歓声に力強い走りで応え
ました。また、大会終了後には、食生活改善推進協議会金城支
部の皆さんによる豚汁が振る舞われ、選手たちは「おいしく温
かい豚汁に身も心も温まった」と言っていました。

♥
Town Topics

い

～ わくわくマーケット感謝祭 ～

雲城地区除雪活動緊急支援隊の皆さん

声援を受けながら、一斉にスタートする選手たち

だ

岡見地区の憩いの場

12月14日㈮、雲城地区除雪活動緊急支援隊進発式が、みどり
かいかんで行われました。この隊は、雲城地区において小中学
生の通学路が雪で通行に支障がないよう除雪する目的で、自治
会の有志により結成され、今年で７年目を迎えます。
総会後に行われた進発式では、除雪機の操作方法を確認しま
した。隊長の平石さんは「この作業は、生徒が通学する前に行
わなければなりません。安全に通学できるよう子どもたちを見
守っていきたいです」と話していました。

かなぎ

わ

ネット上の部落差別について語る川口泰司さん

区間賞
福濱駿さん
ホープ賞
多原大和さん

今市の冬の風物詩

金城

優秀選手賞
尾林大河さん

～ 今市ルミナリエ2018 ～

12月１日㈯、今市ルミナリエ2018が旧今市小学校校庭で行わ
れました。これは、イルミネーションを飾ってイベントを楽し
み交流を深めようと、今市自治会が企画したものです。
当日は、点灯式イベントが行われ、イルミネーションがいっ
せいに点灯し、来場者はきれいに飾り付けられた風景を楽しみ
ながら、記念の写真を撮っていました。また、来場者に温まっ
てもらおうと、地元の食生活改善推進協議会の皆さんによる豚
汁などのふるまい、お楽しみ大抽選会が行われ、大いに盛り上
がり、平成最後の冬の始まりを楽しみました。

弥栄

旭

三隅
広報はまだ：平成31年２月号
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健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

熱田町 平成30年４月１日 更新
13 河野建設㈱

三隅町 平成29年12月１日 更新
14 ㈱ハナオカ工務店

金城町 平成29年12月１日 更新
15 ㈱建匠

長沢町 平成29年８月１日 更新
16 ㈲中田工務店

金城町 平成29年12月１日 更新
17 藤森建工㈲

金城町 平成29年12月１日 更新
18 ㈱山重組

長沢町 平成29年８月１日 更新

農業用廃棄農薬の回収を
実施します

保険・医療・年金

ＪＡしまねいわみ中央地区本
部では、廃棄すべき農薬の回収
を次のとおり実施します。
日時 ２月 日㈭
午前９時～午後３時
場所 ＪＡ各地区の営農経済セ
ンター
料金 １㎏（風袋込み）当たり
４８０円（税込み）
※ 詳細は、ＪＡ情報誌２月号
をご覧ください。
※ 当日は印鑑を持参してくだ
さい。
問合せ
・ＪＡしまねいわみ中央地区本
部経済企画課 ☎８８２３

健康・福祉

佐野町 平成30年12月１日 新規
21 ㈲花岡組

金城町 平成30年12月１日 新規

子育て

12 ㈱サンクラフト

税務・納税

三隅町 平成29年12月１日 更新

産業・地域活性化

11 ㈲岡田工務店

住宅

朝日町 平成29年12月１日 更新

生活・環境

10 宮田建設工業㈱

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。
日時 ２月 日㈭
受付 ①午後１時 分～２時
②午後２時～２時 分
※ ①又は②を選択し、電話で
申し込んでください。
場所 総合福祉センター
定員 各先着 人
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。
申込開始日
２月７日㈭ 午前９時～
申込み・問合せ 子育て支援課
子ども家庭相談係
☎９３３１

在宅児フッ素塗布を実施
します

子

・ＪＡ各地区営農経済センター

金城町 平成29年８月１日 更新

②取組内容が具体的にわかる書
本部警防課までお問い合わせ
類。
ください。
③そのほか審査に必要な書類で
問合せ 消防本部警防課消防団
あって市長が必要と認めるも
係 ☎５１６７
の。
※ 認定を行なう時期は、４月、
８月、 月の年３回です。認
定の有効期間は、認定を受け
た日から２年間です。取組内
容と継続の意思を確認した上
で、認定の更新ができます。
詳しくは、ホームページを
ご覧いただくか、浜田市消防
熱田町 平成29年４月１日 更新

※

６ 浜田ガス㈱

供することとしていること。
④従業員による機能別消防分団
を設置していること。
⑤そのほか浜田市消防団の活動
に協力することにより、地域
における消防防災力の充実、
強化などに寄与していること。
認定を受けるには
認定を受けるには、消防団協
力事業所認定申請書に必要事項
を記入し、次の書類を添えて消
防本部まで提出してください。
①会社案内、パンフレットなど。
金城町 平成30年12月１日 更新

ることを目的としています。
また、認定を受けた事業所は、
表示証を掲示し、表示マークを
パンフレットなどに掲載するこ
とにより、企業イメージのアッ
プにもつながります。
協力事業所の基準は？
協力事業所として認定を受け
るには、次のいずれかに該当し
ていなければなりません。
①２年以上浜田市消防団に在籍
している従業員の数が次の表
に掲げるとおりであること。

５ 石央森林組合

安全安心

安全安心

消防団協力事業所 表 示 制
度をご存知ですか

②従業員が行う浜田市消防団の
活動に積極的に配慮している
こと。
③災害時などに事業所などの資
機材などを浜田市消防団に提

金城町 平成30年12月１日 更新
※ 最低賃金は、常用・臨時・
パートなど全ての労働者に適
用されます。
※ 最低賃金の対象となる賃金
には、時間外・休日・深夜手
当や結婚手当、賞与、精皆勤
手当、通勤手当、家族手当な
どは含まれません。
※ 年齢、従事する業務内容に
よって、適用される金額が異
なる場合があります。
問合せ
・島根県労働局賃金室
☎０８５２１１５８
・浜田労働基準監督署
☎１８４０

４ 大和ラヂエーター工業㈱

新たに認定された事業所

20 勝田土地開発㈱

教育・文化・スポーツ

30

例掛金月額もあります。
※ 詳しくは、中退共のホーム
ページをご覧ください。
問合せ 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎０３ ６
- ９０７ １
- ２３４

特定最低賃金

子育て

19 山陰クボタ水道用材㈱ 浜田営業所 下府町 平成30年12月１日 新規
30

２ 島根県農業協同組合いわみ中央地区本部 黒川町 平成30年12月１日 更新

島根県の最低賃金が改定
されました

税務・納税

９ ㈱オートパルみどり

30

消防団協力事業所表示制度とは
浜田市消防団に在籍する団員
が多数勤務している事業所や、
消防団の活動に積極的に協力し
て い る 事 業 所 を、
「消防団協力
事業所」として認定する制度で
す。認定を受けた事業所には、
その証として表示証が交付され
ます。この制度により、消防団
員の活動しやすい環境を整備し
たり、消防団員の加入促進を図

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
２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

産
業
地域活性化
ご存知ですか？
中退共の退職金制度

産業・地域活性化

「 中 退 共 制 度 」（ 中 小 企 業 退
職金共済制度）は中小企業のた
めの国の退職金制度です。
掛金は全額非課税、掛金助成
もあり、社外積立で管理も簡単
です。短時間労働者のための特

住宅

三隅町 平成29年８月１日 更新

21

熱田町 平成29年８月１日 更新
浜田支店
７ イワタニ島根㈱

三隅町 平成30年12月１日 更新
三隅工場
３ キーパー㈱

河内町 平成30年12月１日 更新
浜田支店

12

８ ㈱三隅ガスセンター
21

６月 日㈰に防災 訓 練
（避難訓練）を
計画してみません か
市では、６月 日㈰に総合防
災訓練を実施します。この機会
にあわせて、自治会や町内会、
自主防災組織などで防災訓練
（避難訓練）を計画してみませ
んか。
訓練に関する相談や訓練に参
加する場合など、詳しくはお問
い合わせください。
防災訓練（避難訓練）の例
①６月 日㈰ 午前８時
防災訓練（避難訓練）開始
②事前に各自治会などで定めた
避難場所に避難してください。
※ 火元の確認、戸締まりをし
て、歩いて避難しましょう。
③防災訓練（避難訓練）終了
（午前９時ごろ）
④参加者の人数を把握します。
※ 訓練終了後、市役所（☎
２６１２）へ参加人数などを
報告してください。
問合せ 安全安心推進課防災安
全係 ☎９１２２

防災行政無線で全 国 一 斉
訓練放送を行いま す

生活・環境

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

安全安心

11

１ 今井産業㈱

浜田市消防団に在籍している
人数又は割合
20人未満
２人以上
20人以上100人未満 従業員の数の10％以上又は５人以上
100人以上500人未満 従業員の数の５％以上又は15人以上
500人以上
従業員の数の３％以上
従業員の数

20

20
広報はまだ：平成31年２月号
広報はまだ：平成31年２月号
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16

平成30年12月に新たに３事業所を認定し、全部で21事業所が認定を受
けられています。
平成３０年１２月１日現在
認定
№
協力事業所
所在地
認定年月日
区分
島根県最低賃金
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業
はん用機械器具、生産用機械器具、
867円 26円 平成30年11月25日
業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気 800円 25円 平成30年12月９日
機械器具、情報通信機会器具製造業
自動車・同附属品製造業
859円 26円 平成30年12月１日
次回改定があるまでは「島根県最
百貨店、総合スーパー
低賃金の764円」が適用されます。
自動車（新車）小売業
838円 26円 平成30年11月29日
時間額 引上額
効力発生日
764円 24円 平成30年10月１日
886円 27円 平成30年11月24日
件名

16

16
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浜田市殿町１番地

「後期脳ドック」係

かぜを予防する食事

③受診希望者の性別
④受診希望者の生年月日

卵、大豆製品など）、 副菜（野菜、海藻類）がそろっ
た食事のことです。栄養をしっかり体に取り入れる
ためにも３度の食事時間や寝る時間、起きる時間と
いった生活リズムを整えましょう。

健康・福祉

寒くなると体力も低下して、ビタミン不足でかぜ
をひきやすくなります。そのためしっかり体の芯か
ら温まるバランスのよい食事をとり、ぐっすり寝る
ことが大切です。バランスのよい食事とは、主食（ご
はん、パン、麺など）、主菜（タンパク質：肉、魚、

⑤連絡先電話番号

地域医療対策課保健予防係

かぜ予防にとり入れたい栄養素
１

タンパク質
血や肉をつくり、体を温め寒さに対する抵抗力を
高めます。
３ ビタミンＣ
ウイルスなどの侵入を防いでくれます。

２

脂質
油は少しでもカロリーが高いので体が温まります。
（とり過ぎには注意）
４ ビタミンＡ
のどや鼻の粘膜を健康に保ちます。

保険・医療・年金

教育・文化
スポーツ

31

②受診希望者の氏名

学校施設開放事業説明会
を開催します

保険・医療・年金

※

大根、かぶ、にんじんなどの根菜類やねぎ
などの冬が旬の野菜は体を温めるものが多い
のでおすすめです。

人権

有
料

かぜをひいてしまったら

告

教育・文化・スポーツ

広

教育・文化・スポーツ

広告募集中 詳しくは市ホームページで

人権

広報はまだ：平成31年２月号

15

食 育 コラム

①受診希望者の住所

子育て

浜田市役所
医療保険課

（裏）

税務・納税

（表） 〒697-8501

学校施設を利用し、年間を通
じて定期的な活動を予定してい
る団体は、説明会に出席し、登
録の手続をしてください。
利用対象者 市内の団体で、学
校施設を年間通じて定期的に
利用する団体
※ 平成 年度からの新規利用
で登録を希望する団体は、事
前に連絡をしてください。
浜田・金城・旭・弥栄自治区
日時 ２月 日㈮ 午後７時～
場所 浜田公民館研修室
三隅自治区
日時 ２月 日㈭ 午後７時～
場所 三隅支所３階第１会議室
開放する施設
体育施設 小学校・中学校の体
育館（一部校庭）
文化施設 三階小・長浜小・原
井幼稚園
※ それぞれ利用できる施設が
異なります。
申込み・問合せ 生涯学習課ス
ポーツ振興係 ☎９７２１

健康・福祉

21

23

問合せ 医療保険課医療年金係
☎９４１２

子育て

介護給付費通知書を送付
します

介護給付費通知書は、平成
年中に介護サービスを利用した
人に対して、その利用した介護
サービス費の明細をお知らせす
るものです。介護サービス事業
所からの領収書と照らし合わせ
て確認してください。
なお、通知書は２月下旬に送
付します。
問合せ 浜田地区広域行政組合
介護保険課 ☎１５２０

税務・納税

30

はがき記入例

産業・地域活性化

28

住宅

12

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
【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。
持参ください。
※ HPV検査の結果により受診間隔に違いがあります。
※ 年度内に同じ検診を複数回受診する場合
対象 20歳～49歳までの女性
は、２回目以降全額負担となります。
実施期間 ２月28日㈭まで
江木医院 ☎１１８１（予約不要）
乳がん検診（要予約）
浜田医療センター内 健診センター
対象 40歳以上の女性で、２年に１回の受診間隔の人及
☎７７００（要予約）
びクーポン券が送付された人
実施場所
予約受付時間 14:00～16:00
【医療機関で受診する場合】
実施日 毎週月～金曜日
申込先 浜田医療センター内 健診センター
当日受付  ９：00～ 9：30
☎７７００
検査時間 10:00～
申込受付時間 14:00～16:00
子宮頸がん検診の受診間隔について
２月28日㈭まで
今回の受診結果
対応又は受診間隔
毎週火・水・金曜日
実施期間
検診当日受付時間 14:30～15:00
細胞診「異常なし」かつ
次回は、3年後に受診
検査時間 15:00～17:00
HPV検査「陰性（－）」
実施場所
浜田医療センター内
健診センター
細胞診「異常なし」かつ
次回は、1年後に受診
HPV検査「陽性（＋）」
※ 次の人は、乳がん検診（マンモグラフィー検査）
細胞診「異常あり」
精密検査を受診
を受けられません。
・ペースメーカー装着者・妊娠中の人
※ 一般的な間隔ですので、医師の指示を守りましょう。
・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）
問合せ 地域医療対策課保健予防係 ☎９３１１
・乳房手術後１年以内の人・卒乳後６か月未満の人

生活・環境

産業・地域活性化

検 査 項 目 身 体 測 定・ 血 圧 測
定・血液検査・心電図・ＭＲ
Ｉ頭部断層撮影・ＭＲＡ頭部
の血管撮影など
※ 胃の検査・便の検査はあり
ません。
定員 １００人
自己負担額 １万円
申込締切日 ２月 日㈫必着
申込方法 郵便はがきに受診希
望者の①住所・②氏名・③性
別・④生年月日・⑤連絡先電
話番号を記入の上、送付して
ください。
注意事項
・電話などでの申込みは受付で
きません。
・はがき１枚に２人以上の氏名
を記入しないでください。
・同一人が複数のはがきで応募
した場合は、１枚のみ有効と
なります。
・はがきに記載された人以外が
受診することはできません。
宛先 〒６９７‐８５０１ 浜
田市殿町１番地 浜田市役
所医療保険課 「後期脳ドッ
ク」係
申込結果のお知らせ
・申込多数の場合は、抽選を行
います。なお、平成 ・ ・
年度とも応募し、抽選の結
果落選となった人の受診を優
先します。
・抽選の結果は、２月下旬に応
募者全員へ通知します。

住宅

30

安全安心

65

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。

健 康・ 福 祉

生活・環境

31

２月各種がん検診の日程
保 険・ 医 療
年
金

30

受けてみませんか ？

75

28

後期高齢者医療
「脳ドック」

市では、後期高齢者医療被保
険者（ 歳以上の者及び 歳以
上 歳未満の障がい認定者）の
健康の保持増進と病気の早期発
見を目的として、脳ドックの助
成を行います。
※ 国民健康保険の被保険者は、
「広報はまだ」４月号で募集
予定です。
受診対象者 次の全てに該当す
る人
⑴ 後期高齢者医療の被保険者
であること（平成 年４月１
日現在）
⑵ 保険料の未納がないこと
⑶ 心臓ペースメーカー及び人
工内耳を使用していないこと
⑷ 磁石を使用した歯科インプ
ラントを装着していないこと
⑸ 閉所恐怖症でないこと
⑹ 平成 ～ 年度（過去３年
間）に脳ドックの助成を受け
ていないこと（国民健康保険
脳ドックを含む。助成を受け
た人は今回の脳ドックは、応
募できません）
受診日 ４月～６月予定
受診医療機関 浜田医療セン
ター内健診センター

安全安心

75

体を温かくして安静にし、十分な睡眠をとることが大切です。
発熱はエネルギーを消耗するので、しっかり水分と栄養を補給し
ましょう。

広報はまだ：平成31年２月号
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募
平成

産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

学校支援員・小学校外国語
サポーターを募集します
小中学校で特別な支援を要す
る児童・生徒の生活支援、学習
支援を行っていただける人・小
学校の外国語活動の授業補助を
していただける人を募集します。
募集項目
・学校支援員
・小学校外国語サポーター
募集人員 各若干名
応募資格
学校支援員
対象となる児童生徒への支援
業務を理解し、積極的に取り
組む意欲のある人
小学校外国語サポーター
英語でコミュニケーションで
き、外国語教育に関心のある
人
賃金
学校支援員
時間給 ８６０円（通勤手当
あり）
小学校外国語サポーター
時間給 ９８０円（通勤手当
あり）
※ 雇用保険・社会保険の加入
はありません
雇用期間 ４月１日～平成 年
３月 日
勤務時間 １日５時間以内
（月間１０８時間以内）
※ 午前８時から午後５時まで
のうち学校長が指定する時間

日は「税理士記念日」

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
２月

相続税・贈与税の無料相談会
日時 ２月 日㈯ 午前 時～
正午・午後１時～３時
場所 浜田公民館 第３研修室
料金 無料
問合せ 中国税理士会浜田支部
近重さん ☎０４５５

教室・講座

人権
教育・文化・スポーツ

勤務日 学校長が指定した日
※ 土曜日、日曜日、祝日、夏
休みなどの長期休業中の勤務
はありません。
申込方法 直接又は郵送で履歴
書を提出してください。
※ 封筒に「学校支援員応募」
又 は「 外 国 語 サ ポ ー タ ー 応
募」と朱書きで記載してくだ
さい。
申込締切 ３月６日㈬
※ 締切日以降も随時相談を受
け付けます。
選考方法 面接試験
※ 日時は後日連絡します。
申込み・問合せ 学校教育課
学事保健係 ☎９７１０

国際交流教室・語学教室

浜田国際交流協会

☎９１５１
市長公室広報係
問合せ

住宅

談

で総務省政策統括官室へ
☎０３ ５
- ２７３ １
- １４４

相
島根県看護協会

まちの保健室
日時 ２月５日㈫・３月５日㈫
午後１時〜３時
場所 ゆめタウン浜田 １階
内容 血圧測定、体組成測定、
健康相談、介護相談など
料金 無料
問合せ 島根県看護協会浜田支
部 ☎０５０５
島根県ナースセンター

訓練生募集
美容科、准看護師養成科、介護
福祉科（各２年コース）
授業料 無料（教科書代、教材
費、検定料など個人負担あり）
願書受付 ２～３月頃
その他 訓練場所、対象などは
お問い合わせください。
問合せ 西部高等技術校総務企
画課 ☎０８５６２４５０

市長公室広報係が取材するイベント情報や、広
報係が運用する広報媒体に関するお知らせなど
を、Facebook で発信しています。よかったら、
「いいね！」をお願いします。

生活・環境

市営住宅の入居者募集
先着順で入居を決定する住宅
募集住宅についてはお問い合
わせいただくか、ホームページ
をご覧ください。
申込受付 随時。ただし、新規
に募集する住宅は２月 日㈫
以降。
問合せ
公営住宅（浜田・金城・旭・三隅）
島根県住宅供給公社 浜田住
宅管理事務所 ☎０５３５
特定公共賃貸住宅・地域定住住宅
（金城・旭・弥栄）
㈲中田工務店 ☎１２０３
若者住宅（三隅）
㈱コムサ ☎２９９９
雇用促進住宅（浜田・金城）
浜田土建㈱ ☎１４１７

就業相談会
移動ナースバンク
日時 ２月 日㈬・３月 日㈬
午後１時〜４時
場所 ハローワーク浜田
料金 無料
問合せ 島根県ナースセンター
☎０８５２８５１０
浜田医療センター

がんピアサポーター相談会
日時 ２月 日㈬
午前９時 分〜 時 分
場所 浜田医療センター ２階

32
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安全安心

集
年度 学校給食用
物資納入業者募集

統計の日の標語募集
部門 小学生、中学生、高校生、
一般の部（１人５作品まで応
募できます）
応募期間
２月１日㈮～３月 日㈰
入選作品の発表 ６月（予定）
表彰 入選者には、表彰状及び
副賞を授与します。
（入選作品の著作権は総務省に
帰属します）
申込み メール、ＦＡＸ、郵送

31

昼

夜
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23

大蛇と一緒に記念撮影

13

30

ニュン グエン ティー ゴク

物資の種類 野菜・果物・卵・
乳製品・冷凍食品・ジャム類・
油脂・調味料・魚介類・練り
製品・肉類・豆腐類・麺類・
海藻類・干し魚・乾物類など
納入場所 浜田学校給食センター
登録期間 ４月１日から１年間
申込期間 ２月１日㈮～ 日㈭
（詳細は別途ご確認ください）
申込方法 申込書に完納証明書
・腸内細菌検査成績書の写し
を添えて浜田市学校給食会へ
☎８６００

11

12

浜田市広報係 Facebook
国際交流教室・語学教室
日時
場所
定員 料金
締切日
２月13日㈬～３月20日㈬の
石見公民館 15人 900円 ２月12日㈫
ジョアンナの
隔週水曜日 午後１時30分～３時
英語講座
２月13日㈬～３月20日㈬の
～初級Ⅱ・中級Ⅱ～
石見公民館 15人 900円 ２月12日㈫
隔週水曜日 午後７時～８時30分
申込み 電話で浜田国際交流協会へ ☎１２４１
（各講座とも会員料金あり）
浜田国際交流協会
講座

13

30 13

23

でいます。例えば、公民館の職員が夜は社中の案内人
になり、銀行員が稲田姫を演じます。幼稚園の先生が
鬼になります。
大人から子どもまで郷土芸能「石見神楽」を継承し
て、保存していきます。見る側も舞う側も神楽への情
熱を持っています。神楽は人と人のつながり、世代と
世代のつながりがあります。神楽の素晴らしいところ
です。郷土愛がとても感じられます。地元を離れて遠
くに行っても、心に響く神楽の囃子はふるさとの誇り
になると思います。心のロマンになります。これは神
楽のパワーです。
私も、石見神楽をとおして、日本の伝統的な文化に
触れられてうれしいです。私も誇りをもって、神楽の
魅力、浜田人の郷土愛をベトナム側にはもちろん、日
本中にも伝えたいと思います。
国際交流員として浜田での仕事・生活のチャンスを
頂きました。この４年で、浜田の文化をたくさん体験
しています。なかでも石見神楽は最も印象深いです。
石見神楽を観賞する機会が多いですが、いつ観ても
面白く、楽しいです。神楽の口上や歌は難しい日本語
で、あまり聞き取れませんが、太鼓のリズムや笛の音
はテンポ良く明るくて、心を楽しませる迫力がありま
す。それに舞手の動き、面、衣装は鮮やかでとても魅
力的です。
神楽を演じる舞手の姿には最も感動しています。今
まで観てきた芸能はほとんど俳優が化粧をして役の表
情を演じますが、石見神楽は、ほとんどお面を使って
います。それでも、人物の表情、性格、善悪が素晴ら
しく表現ができて、ストーリーの内容もよく伝わりま
す。舞手の皆さんがリアルな演出に取り組む姿は印象
的です。暑い時でも寒い時でも10kg以上の重たい衣装
を着て汗をかきながら一生懸命に練習します。お面を
つけて、早いリズムに合わせて踊りながら呼吸する練
習も大事だそうです。体力はもちろんですが、神楽へ
の愛が足りないと上手にできないでしょう。ほとんど
の神楽社中の皆さんは、日中は仕事、夜は練習に励ん
31

石見神楽の魅力とは

まちかど
31

伝 言 板
28

国際交流員コラム

テ

第１９４回ふるさと歴史紀行

人権・同和教育講演会

体｢幹を鍛える親子遊び ｣

家庭教育支援講演会

「あなたの身近に潜む肝臓病」
日時 ２月 日㈰
午前９時 分～ 時 分
場所 県立体育館
講師 清國祐二さん（香川大学地
域連携・生涯学習センター長）
定員
人
料金 無料
申込み ２月 日㈬までに生涯
学習課生涯学習係へ
☎９７２０

健康づくり講演会
日時 ２月 日㈰
午後１時 分～３時
場所 いわみーる １０１研修室
講師 佐藤秀一さん（島根大学
医学部付属病院准教授・島根
県肝疾患診療連携拠点病院支
援センター長）
定員 １５０人
料金 無料
問合せ ＮＰＯ法人はとぽっぽ
☎０１６０
はまだ図書館友の会

一夜一冊はまだ読書夜会
日時 ２月 日㈭
午後７時～９時
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

花

華道家元池坊浜田支部花展
とき

早春季めいて

料

広

告

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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「『テレビ寺子屋』から学ぶ
男女共同参画」
日時 ２月 日㈯
午前 時 分～午後０時 分
場所 浜田公民館 研修室
講師 松田朋恵さん
料金 無料
問合せ 人権同和教育啓発セン
ター ☎９１６０
浜田マリンライオンズクラブ

チャリティボウリング大会

親子もちつき大会
日時 ２月 日㈰ 午前 時～
午後５時・ 日㈪ 午前 時
～午後４時
場所 石央文化ホール
料金 無料
問合せ 華道家元池坊浜田支部
本多勇さん ☎１２０９

料金 無料（入館料に含む）
申込み 電話・ホームページで
学習交流係へ ☎３６１４
ゆったり親子の会
「シロイルカと
ころころキャッチボール 」
対象 未就学児と保護者
日時 ２月 日㈪
午前 時～ 時 分
場所 アクアス館内
定員
人（先着）
料金 無料（入館料に含む）
申込み 当日１階総合案内所へ

11

学習会
西石見の中世の歴史
日時 ２月 日㈰
午前９時～正午
場所 長浜公民館
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
つながるネ！ット西部補助金事業

「いのちのはじまり～子育て
が未来をつくる～」
上映会
日時 ２月 日㈰
午前９時～午後３時
場所 ボウルＪＡＣ
料金 １０００円
（２ゲーム・飲み物・貸靴代）
問合せ 浜田マリンライオンズ
クラブ事務局 森山さん
☎３０３１

青少年健全育成～

日時 ①２月 日㈷ 午前 時
② 日㈮ 午後６時 分
（上映時間 分・字幕あり）
場所 いわみーる
料金 ３００円
（ 日のみ託児あり、要申込み、
人程度、１人１００円）
申込み できるだけ事前に浜田
おやこ劇場へ ☎６３９６
石見海浜公園

～光と愛

浜田養護学校高等部 展示・販売会

たまも市
日時 ２月 日㈰ 午前９時 分
～正午・午後１時 分～４時
場所 石見海浜公園予約センター
定員 各回家族 組（ 人程度）
料金 １組５００円
（おもち１パック）
申込み 事前に石見海浜公園予
約センターへ ☎２２３１

ジョブカフェしまね

しまね企業ガイダンス
日時 ３月 日㈬
午後１時～５時
場所 県立武道館
内容 就職活動をする人に島根
の企業の企業紹介を行います
問合せ ジョブカフェしまね
☎１６００

アクアスから
☎３９００

グラントワだより
☎０８５６１８６０

30 24

13

介護労働安定センター

ン

はまよう
日時 ２月 日㈯
午前 時～午後３時 分
場所 ゆめタウン浜田 ゆめ広場
内容 作業学習製品の展示販売
と各作業班紹介のパネル展示
問合せ 浜田養護学校高等部
☎２２００

午前 時～、ステージショー
は３日午前９時 分～）
場所 浜田公民館
問合せ 浜田公民館
☎９３５８

ボーイスカウト体験会
対象 幼稚園・保育園の年長児
から小学校６年生までの男女
日時 ３月３日㈰
午前 時～午後３時
場所 原井小学校 体育館
料金 無料
申込み 日本ボーイスカウト島
根連盟石見地区協議会事務局
芝田さんへ
☎０８０ ６
- ３１７ ７
- ７９２

山陰浜田港お魚料理教室

２０１９年 全国ツアー
「槇原敬之」
日時 ３月 日㈷ 午後６時 分
場所 グラントワ大ホール
チケット一般発売日
窓口販売
２月 日㈯ 午前９時～
電話受付
２月 日㈯ 正午～
受付電話番号
☎０８５６１８７１
※ チケット売り切れの際はご
容赦ください。
料金 指定席 ７８００円
立ち見 ７３００円
※ 立ち見は整理番号付きです。
（３歳以上チケット必要）
※ チケットは１人４枚まで購
入できます。

50

介護の入門的研修
日時 ３月５日㈫～７日㈭
午前９時～午後５時
場所 総合福祉センター
内容 介護職として必要な知
識・技術などの研修
定員
人
料金 無料
申込み ２月 日㈬までに申込
書を介護労働安定センター島
根支部へ
☎０８５２８３０２

お出かけ

ゾ

30 16

みんなの知らないアクアスツアー
日時 ２月 日㈰まで
①午前 時～ ②午後２時～
場所 バックヤード
定員 各回 人（先着）
料金 無料（入館料に含む）
申込み 当日１階総合案内所へ
ペンギンパレード
日 時 ３ 月 日 ㈰ ま で の 土・
日・祝日
午後０時 分（ 分程度）
アクアス体験スクール
「シロイルカトレーナー入門」
日時 ２月３日㈰
午前 時～正午
場所 １階レクチャーホール
料金 無料（入館料に含む）
「釣りのおもちゃを作ろう♪」
日時 ２月 日㈰
午前 時～ 時 分
場所 １階レクチャーホール
講師 アクアサポーター

30 17

21

10

30

ヨシタケ祭り

リ

10

日時 ３月７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
人（未受講者優先、抽
選結果を全員に通知）
料金 ５００円
申込み ２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

30

30

10

30

30

～浜田でヨシタケコーヒーを
楽しむ会～

オ

日時 ２月２日㈯ 午後１時
分～（２時間程度）
場所 ゆうひパーク浜田内
ｏｒｒｉｚｏｎｔｅ
定員
人（先着）
内容 神英雄さんの講演やヨシ
タケコーヒーの飲み比べなど
料金 ２０００円（ヨシタケコ
ーヒーブレンド（粉）付き）
申込み ２月１日㈮までにヨシ
タケコーヒー友の会担当
カフェダイニング珈琲時間へ
☎３６４１

就職サポートセンター島根

女性のための
再就職応援セミナー
日時 ２月 日㈪
午前 時～正午
場所 いわみーる３０１研修室
講師 今岡文香さん（国家資格
キャリアコンサルタント、産
業カウンセラー）
定員
人（先着）
料金 無料（託児あり）
申込み 託児は２月 日㈪まで
に就職サポートセンター島根
（レディース仕事センター浜
田）へ ☎５２０７

どぶろくの里
弥栄神楽まつり
日時 ３月２日㈯
午前９時 分～午後３時 分
場所 弥栄会館
料金 大人 １２００円
（前売券 １０００円）
小・中学生 ３００円
（前売券
３００円）
問合せ 弥栄神楽まつり実行委
員会 ☎２１１２

浜田公民館フェスタ
・縁の市・ステージショー
日時 ３月２日㈯・３日㈰
午前９時～午後５時（３日は
午後３時まで、縁の市は２日
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展覧会のお知らせ

【石本正記念展示室】
２０１８年度・石本正作品選４
【企画展示室】
石本正 心の眼２～私を感動させた日
本画～
期間
月 日㈰まで
※ 「しまね家庭の日」毎月第３日曜
日に家族で来館した入場者のうち、
高校生以下は無料です。

ギャラリー 情 報

（土日祝日は18：00まで）

蔵書点検に伴う休館の
お知らせ

22

「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。
場合、図書館にも住所や連絡先などの変
更の届出をお忘れなくお願いします。

「未来ゆめ基金」にご協力
をお願いします

図書館に利用者登録している人は、
進学や転勤などにより転居、転出する

司書がすすめるこの一冊

島根県立大学では、教育の一
層 の 充 実 を 図 る た め、「 島 根 県
立大学未来ゆめ基金」を設置し、
基金の趣旨に賛同いただける個
人・法人・団体などからの寄附
をお願いしています。
この基金は、学生の海外研修
及び海外留学に対する支援や、
ボランティア活動などの地域貢
献活動に対する支援に活用して
います。
今 年 度 は、 学 生 ３ 団 体 が 台
湾・フィリピン・デンマークへ、
学生３人がタイ、オーストラリ
ア、インドネシアへ行き、国際
的視野を広め、多様な学びを得
ることができました。また、平
成 年７月豪雨での被災地での
学生のボランティア活動支援に
も活用をさせていただきました。
寄附の方法などを記載したパ
ンフレットを、市役所や各支所
に置いています。また、郵送も
しますので問い合わせ先までご
連絡ください。
基金設置の趣旨にご理解いた
だき、引き続きご支援・ご協力
をお願いします。
※ 詳しくは島根県立大学ホー
ムページをご覧ください。
問合せ 財務課 ☎２２１８

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

小学校３～６年生を対象に市内４会
場において月１回「子ども読書会」を
開催しています。合同で開催する野外
活動やおたのしみ会もあります。
４月に各学校を通じてお知らせしま
す。ぜひご参加ください。

9：00～17：00 ４日㈪・12日㈫

住所や連絡先が変わる場合は
届出をお願いします

21 19 20 26

林原玉枝：著 二俣英五郎：絵
福音館書店 （分類 913 ハヤ）
「ねこのて おかしします
れいぎただしいねこ そろってます」
「まねきねこ派遣協会」の張り紙を見たおまんじゅう
屋さん、
「幸福堂」のご主人が電話をかけるとお店にやっ
てきたのはかわいい三毛ねこ。「では、ちょっと、ここ
のおざぶとんをおかりいたします」とお昼寝を始めた
り、猫語まじりの敬語を話したりするねこと、おまんじゅ
う屋の夫婦とのやさしいやりとりに癒されます。
ねこたちが「まねきねこ派遣協会」をつくり働きはじ
めた理由にも、心が温まるお話です。

「ねこの商売」

18日㈪・25日㈪
28日㈭
10：00～19：00

三隅 ☎0338

開館時間
２月の休館日
9：00～19：00 12日㈫・25日㈪

総合政策学会特別講演会を
開催しました
30

子ども読書会（おたのしみ会）の様子

図書館情報
年に一度、図書館では所蔵図書の確
認・整理（蔵書点検）を行います。休
館中はご迷惑をおかけしますがご理解
いただきますようお願いします。
休館中は、各館の返却ボックスにご
返 却 く だ さ い。（ 紙 芝 居、 視 聴 覚 資 料
は除く）
蔵書点検に伴う休館日
中央 ２月 日㈫～３月１日㈮
金城 ２月 日㈬
旭
２月 日㈫
三隅 ２月 日㈭・ 日㈮



月 日㈮に西崎文子さん
（東京大学大学院総合文化研究
科教授）をお迎えし、「「トラン
歴史から
プ外交」とは何か ——
の問い」を演題に、講演会を開
催しました。
米国の歴史を紐解きながら、
トランプ政策が抱える問題や国
内外に与える影響、二面性（「理
念 」 と「 現 実 」） か ら 日 本 の 在
り方を問う良い機会となりまし
た。
聴講した学生からは「トラン
プ外交について深く注目してい
なかったが、今後は関連する新
聞記事などを積極的に読んでい
きたい」、「時代背景をしっかり
と知ることで、もっと違った視
点で物事を見ることができると
強く感じた」との感想が寄せら
れました。
11

新田芳道水墨画作品展「梅花展―人生
の華―」
期間 ２月３日㈰まで

②「浜田市と邑南町との「食」
を通じた観光・文化交流協議
会と島根県立大学の共同研究
報告」
（１件）
時間 午前 時 分～午後０時
分
③「学生の石見地域研究の成果
報告」
（６件）
④「学生研究・活動発表」
（浜田・
出雲・松江キャンパス）
⑤「各キャンパスの取組紹介」
（浜田・出雲・松江キャンパ
ス）
時間 午後０時 分～ 時 分
※ ①、②は登壇報告、③～⑤
はポスターセッションにて行
います。
各会場
①講義・研究棟中講義室３・４・
５
②講義・研究棟中講義室４
③～⑤学生会館
（カフェテリア）
料金 無料
申込み・問合せ 地域連携課
☎２３９６
10

28
広報はまだ：平成31年２月号
広報はまだ：平成31年２月号

29

ＫＥＮ Ｄ Ａ Ｉ 縁 結 び フ ォ ー
ラムを 開 催 し ま す

10

☎0480
☎1823
☎1439
☎2258

30

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

中央
金城
旭
弥栄
西崎文子さん

55

前回の報告会の様子

～海の見える丘から～
55

一足早く春を感じる「満開の桜」を描いてみませんか？
大木の太い幹を筆で表現したあと、桜の花を絵の具をつけたスポンジで
ポンポンと咲かせていきます。
屏風仕立てになっているので、お部屋や玄関に飾るのもいいですね。完
成したら作品を並べ、皆でお花見をしながらお茶菓子を楽しみましょう。
日時 ２月２３日㈯ 午後１時～３時
講師 臨床美術の会
参加費 2,000円
定員 20人（要予約）
１

17

30 19

◎おとなのアートサロン「心いきいき！～満開の桜の大木～」
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

３

184
vol.
本学が取り組んでいる研究や
学生の活動を知っていただくと
ともに、地域や各種団体との連
携をより深めていくことを目的
と し て「 Ｋ Ｅ Ｎ Ｄ Ａ Ｉ 縁 結 び
フォーラム」を開催します。
今年度の各研究成果の報告や、
ポスターセッション型の報告に
よる意見交換の場を設ける予定
です。皆さんのご来場をお待ち
しております。
日時 ２月 日㈫
午前９時 分～午後２時 分
内容
①「浜田市・益田市と島根県立
大学の共同研究報告」
（浜田
市５件・益田市４件）
時間 午前９時 分～午後０時
分
10

40

25

✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

転がしゲームに、子どもたちは
夢中になって遊んでいます。そ
して海外の部では、国際色豊か
な作品が集まりました。子ども
らしい表現で制作されたユニー
クな作品が並びます。
また、昨秋海外から指導者を
招いて行った、国際交流ワーク
ショップで制作した作品も披露
しています。フランス、メキシ
コ、オーストリア、チェコのそ
れぞれのアートに挑戦した浜田
の子どもたちの力作をぜひご覧
ください。このワークショップ
の一部を工作コーナーで体験し
ていただけます。

日

栄
隅
計

旭

弥
三
合

２月 のイベント

日・

総数
40,065
4,242
2,727
1,285
6,009
54,328

田
城

浜田市広報係
@koushitsu.hamada

Facebook

１月３日㈭、平成 年浜
田市成人式を石央文化ホー
ルで開催しました。
浜田市出身や在住の新成
人３６５人が出席し、仲間
との再会を喜び合うととも
に、大人としての責任と自
覚を胸に刻み、第一歩を踏
み出しました。
（４ページに関連記事掲載）
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☎42–1234
☎45–1234
☎48–2111
☎32–2800

■ゲストワークショップ
《新聞紙でつくろう！》
新聞紙を使った作品づくりに
挑戦しよう。
◎２月９日㈯・ 日㈰
参加費 ２００円
講師 木暮奈津子さん（作家）
■ホリデー創作活動
《すすめ！ビー玉くん》
定番の人気工作。ダンボール
で迷路をつくろう。
◎２月２日㈯・３日㈰
参加費 １００円
《チョコレートづくり》
おいしいバレンタインチョコ
をつくるよ。
◎２月 日㈷
参加費 ３００円
《ストロー弓矢》
おもちゃを工夫してつくろう。
◎２月 日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
《色みずと霧吹きであそぼう》
チェコの先生に教わった絵の
具をつかったアートに挑戦！
◎２月 日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
※ いずれの活動も午後１時か
ら ４ 時 ま で。（ 受 付 は、 ３ 時
分までに１階創作室にて）
３０

２月の休館日
月曜日 ４日・
振替日
日㈫

各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

（単位：人）

女
21,023
2,180
1,373
676
3,131
28,383

男
19,042
2,062
1,354
609
2,878
25,945

浜
金

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

浜田市世界こども美術館

第 回浜田こども
アンデパンダン展

■展覧会関連イベント
《ワールド★サロン》
世界の暮らしにちなんだイラ
ストのカードをつくろう！
◎２月 日㈷
時間 午前 時～正午
午後１時～３時
場所 ４階展示室
講師 青年海外協力隊
参加費 無料（観覧料が必要）
《ケニアの話＆日本の踊り体験》
お話を聞いて、安来節どじょ
うすくいを踊ってみよう。
◎２月 日㈯
時間 午前 時 分～ 時 分
場所 ３階多目的ホール
講師 野島さん（ＮＰＯワイル
ドライフ副理事、安来節保存
会一宇川流男踊り・師範）
参加費 無料

本庁

10

10

口（12月末現在）

人

今月の表紙

世帯
19,608
1,901
1,333
673
2,854
26,369

31

11

16

30

11

〒 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
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どじょうすくい踊り

22

現在こども美術館では、展覧
会「浜田こどもアンデパンダン
展」を開催しています。作品に
優劣をつけず誰でも自由に参加
できるという意味のアンデパン
ダン形式の展覧会です。浜田の
子どもたちからは、立体作品が
多く寄せられ、実際に手にとっ
て遊べる作品が大人気です。ま
た、 作 品 に ち な ん だ 体 験 コ ー
ナーでは、美術館オリジナル玉

毎月１日発行
編集・発行 浜田市市長公室
☎ 0855‒25‒9151
ＦＡＸ 0855‒22‒3091

「２ひきの鳥」

「ワークショップの作品」

そのほか展示室には出品者へ
手紙を送るコーナーもあります。
観覧者と出品者をつなぐ、温か
な交流を願っています。
会期 ２月 日㈰まで
観覧料 一般
２００円
高校・大学生 １００円
小・中学生
５０円
24

月刊！vol.266
こども美術館
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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。

