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 ～

浜田へ、石見へ、ようこそ！
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浜田のモノを買おう！ 浜田を応援しよう！

開府四百年にまつわるコラムを連載します

岩町功さん

コラム⑥ 「開府三百年祭」に触発されて
～開府四百年記念住民参加創作ミュージカル～
石央文化ホール顧問

ママ

それは全く偶然の発見だった。今から８年前の２０１１年（平成 年）秋のことである。拙著
「評伝島村抱月」執筆のため、明治末から大正初期の山陰地方の演劇興行状況を、松江の県立図
書館所蔵のマイクロフィルムで調査していた時であった。
眼の端を「濱田の……祭」の見出しが過ぎった。文言を反芻する前にハンドルを次の紙面に移
していた。待てよ、何が、浜田のなんとか祭なのだ？紙面を返してじっくり読んだ。
「濱田城主古田兵部少輔の三百年祭は十七、八日濱田寶殊院内に於て大法會を擧行し、十九日
午前十時石神社にて祭典（略）
。当日は天候快晴なりし為地方より参拝者夥しく、濱田町東西尋常
高等補習校の生徒は何れも担当教員に引率され参拝せり、猪俣定重那賀
郡長の祭文朗読。
（略）式場の内外は遺憾なく装飾せられ、煙火（のろし
花火）は昼夜間断なく打ち揚げられ景気を添えたり」とある。
「開府三百年」を祝っているのだ。百年前、児童生徒も参加し町を挙

７月

五ヶ所村

日（新暦８月 日）は
浜田藩ができた日です

「開府」とは行政区が
できること。江戸時代に
は大名が治める領地であ
る「藩」という単位があっ
たから、藩ができること
を開府と言うのですね。

浜田藩ができると

えびすくん

都市の出現
人々の集住

物流拠点
人・モノ・文化の交流

浜田藩は、現在の三重県にあっ
た松坂藩主・古田重治が、関ケ原
の戦いのあと空白地帯（幕府領）
だった浜田（５万４千石）へ入る
ことで成立します。現代の辞令交
付という考えでいくと、転封の命
令があった１６１９年７月 日が
「浜田藩ができた日」ということ
になるよ。
１９

四百年前に、現在につながる
浜田発展の土台が築かれました。

政治拠点
まちのシンボル

津和野藩領
大林村
久喜村

2
広報はまだ：令和元年８月号
広報はまだ：令和元年７月号
広報はまだ：令和元年８月号

げて盛大に挙行しているではないか。浜田の地に石見の行政府の拠点が
置かれ、当地方の発展の要になった。百年前の当時の人々の熱い思いに
深い感銘を受け、
「開府四百年」が念頭に浮かんだ。
この記事の掲載紙・掲載年月日は「山陰新聞」の「１９１０年（明治
年）５月 日」である。古田重治の浜田入府は１６１９年である。何
故１９１０年に浜田開府三百年祭が挙行されたかは、今も未解明である。
早速その記事を市の教育委員会へ報告し、宝珠院の兼務住職である久
佐の隆興寺住職柳楽氏にも見せた。残念ながら、宝珠院には三百年祭の
記録は無いとの事であった。
石央文化ホールで開府四百年に住民参加創作劇上演を提案したところ、
当時の館長竹中弘忠氏は、即座に祝祭年の一大文化イベントにすべく地域の文化力を結集して取
り組もう、と決意を披歴された。脚本・演出は、
「島村抱月」、「八右衛門と三兵衛」の両作品を手
掛けた浜田市長浜出身の木島恭氏に依頼。作曲・高橋慶吉氏、振付・矢上久留美氏、音楽監督・
山﨑勝氏、演出助手・田中康夫氏、脚本監修・岩町功。主要スタッフが決まり、出発した。
今年３月 日から１か月間、 人を目標にキャストを公募した。日数が立つのに一向に応募者
がない。連日趣意書を持って駆けずり廻った。
だが、締切日にはどっと 人が応募。改めて地域の人々の「開府四百年祭」への参加意欲の強
さを感じた。男子 人、女子 人、最高年 歳、最低年 歳である。
５月 日、制作発表後、稽古開始。以降毎週火・木曜の午後７時から９時まで 月の上演を目
指して、順調に稽古が進んでいる。

住民参加創作ミュージカルの稽古の様子

１９
浜田藩領
津和野藩領

浜田城周辺鳥瞰ＣＧ
（復元：三浦正幸・制作：㈱エス）

3

30

松江藩
銀山料
大森
（石見銀山）

２８

港が整備される

19

問合せ
観光交流課 開府４００年推進室
☎９２２８
外ノ浦古写真（明治期）

津茂村
津和野

日原村
畑ヶ迫村
十王堂村
中木屋村
石ヶ谷村

浜田城下町絵図（1680年前後）

23

15

浜田藩領

浜田

23

30 30

銀山料

城下町の建設

18

浜田開府四百年記念・住民参加創作ミュージカル
「群青～濱田誕生、そして明日へ～」
12 11

はまだ先生
浜田城再現ＣＧ
（復元：三浦正幸・制作：㈱エス）

32

13

松江

お城が築かれる

16

日時
月 日㈮ 午後６時 分
日㈯ 午後１時 分
場所 石央文化ホール 大ホール
料金 一般 前売 ２０００円
一般 当日 ２２００円
高校生以下 無料
プレイガイド 石央文化ホール、教育委員会、世界こど
も美術館、石正美術館、みずほ楽器、ラ・ペアーレ浜
田、ブックセンタージャスト、浜田合同庁舎売店、江
津市総合市民センター、いわみ芸術劇場「グラントワ」
問合せ 石央文化ホール ☎２１００

売中

76
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チケット販

43

日 上演
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月
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浜田のモノを買おう！
浜田を応援しよう！
とは

認知度調査アンケート

「知っている」又は
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ご意見
・地元の商品は信頼できる。
・浜田産は新鮮なものが多い。
・地域のものが好きだから買っている。

浜田市内で生産・製造・加工された商品を多くの
市民の皆さんに買っていただき、消費を増やすこと
で地元の中小企業に潤いを与え、所得を増やし、雇
用が生まれます。そして、消費を増やすという地域
内の経済循環をつくり、域外へお金が出ていくのを
抑えることで地域経済の活性化を目指します。

の取組
ＢＵＹ浜田運動は

が目印です

対象品

対象品取扱店・協賛店では幟旗やポス
ターを掲示しています。地元産品を積極
的に買って、みんなの力で浜田を元気に
しましょう。

７月
追加

地元産 みんなで買って 元気な浜田
平成29年度

啓発標語一般の部

最優秀作品
バッチ・ステッカー・幟旗・チラシ

浜田開府400年記念

取扱店の様子

ＢＵＹ浜田昼市を開催します

地元産品のおいしさを知っていただくイベントで
す。今年は浜田開府400年記念イベントと合わせて
開催します。
・浜田川で舟あそび
日時 ８月24日㈯ 場所

市役所裏の川沿いと紺屋町商店街

・浜田開府400年祭記念式典
日時 10月13日㈰ 場所 石央文化ホール

小

費

売

業

平成29年度

者

・地元のお店で買い物をしよう。
・地元食材の良さを知ろう。
・地元産品（農水産物や加工品、製造品）を買おう。

者

・地元産品の消費拡大を目指そう。

市内で生産、又は水揚げされたもの。
市内の原料、又は市内で加工されたもの。
市内の原料、又は市内で製造・加工され
たもの。
７月
新設

協賛店

必ずしも「地元産品」は取り扱わないが、運動の
趣旨に賛同し、運動の普及・啓発に協力する店、又
は事業所。
協賛店数 29店 （７月時点）

「地元産品」を取り扱い、運動の趣旨に賛同し、
運動の普及・啓発に協力する店、又は事業所。
取扱店数

77店 （７月時点）

スタンプ
マリン は

協賛事業

です

浜田スタンプ会は浜田のお店を
応援し、浜田の街を元気にするお
手伝いをしています。

啓発標語学生の部

最優秀作品

地域経済を活性化して
浜田の暮らしを
よくしよう

い

生産・加工業者

・地元の原材料を活かした商品の生産・加工に努めよう。

行政・経済団体

・「ＢＵＹ浜田運動」の普及に取り組みます。

問合せ
5

生鮮食品
加工食品
食品以外

対象品取扱店

食べてみて 笑顔こぼれる 浜田産

みんなの活動目標
消

イメージ図

地域内の経済循環をつくり、経済を活性化
させることにより、市民の暮らしを向上させ
る運動です。

市内小売店の店頭において、市民を対象としたＢＵＹ浜田運動の認知度調査を実施しました。
45.7％が「知らない」と回答しています。更なる運動の認知度向上に取り組みます。

広報はまだ：令和元年８月号

浜田市「ＢＵＹ浜田運動」推進委員会（商工労働課内）

☎９５０１
広報はまだ：令和元年８月号
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平成30年度
ふるさと寄附活用事業

1

石見神楽等の伝統芸能の継承に関する事業

活用した事業
和紙の郷の運営
石州半紙後継者の育成支援
石見神楽定期公演の推進
石見神楽の振興
計

2

（千円）

活用額
14,869
8,350
3,616
1,000
53,046
80,881

（千円）

活用額
48,039
37,343
36,254
6,534
18,043
146,213

石見神楽の定期公演

市や県が管理する河川の除草など
環境の保持、及び景観づくりのため
に活用しました。また、飼い猫など
に対する不妊去勢手術費用を助成し、
野良猫の増加を抑制することで、住
民の快適な住宅環境を保持しました。

活用額
9,693
5,300
3,200
963
146,394
165,550

高齢者の移動支援として、市内公
共交通機関を半額で利用できる敬老
乗車券を販売し、通院や買い物への
移動費の負担を軽減しました。また、
お産の支援やがん検診の受診勧奨な
どにも活用しました。

小学校16校及び中学校９校の教育
振興のため、学校図書の充実を図り
ました。また、小学校の修繕工事を
行い、児童の安全確保、生活環境の
維持を図りました。

その他目的達成のために市長が必要と認める事業

広報はまだ：令和元年８月号

（千円）

中学校３年普通教室にエアコンを
設置し、夏の猛暑における熱中症対
策と学習環境整備を行いました。ま
た、市道の見通しの悪い箇所にカー
ブミラーを設置し、道路環境の安全
性の向上を図りました。
カーブミラーの設置

% ＵＰ

とう
が
り
あ
応援
ました
い
ざ
ご

１
２
３
４
５

対前年度比

% ＵＰ

ふるさと寄附をするときには、その使い方を指定することができ
ます。浜田市では表の５つの事業に対して、寄附をいただきました。

寄附の使い方
石見神楽等の伝統芸能の継承に関する事業
自然環境並びに歴史的及び文化的な資源の保全及び活用に関する事業
高齢者福祉及び地域医療の充実に関する事業
青少年の健全育成に関する事業
その他目的達成のために市長が必要と認める事業
ふるさと納税型クラウドファンディング
合計

ふるさと納税型
クラウドファンディング

件数（件）
金額（円）
19,289
375,470,131
11,692
236,234,174
8,780
182,316,896
12,551
256,445,908
15,780
357,376,709
220
7,254,000
68,312 1,415,097,818

ふるさと納税の寄附金の「使い道」をより具体的にプロジェ
クト化し、共感した人から寄附を募る仕組みです。

はまだ防犯の都対策
「防犯カメラ増設プロジェクト」
目標寄附額

ふるさと郷育の推進

活用額
89,909
12,000
7,070
1,280
24,492
134,751

問合せ
ふるさと寄附推進室
☎９２２０

14 億 1509 万 7818 円 3.9
6 万 8312 件 12.2
平成30年度
ふるさと寄附実績

青少年の健全育成に関する事業
（千円）

ふるさと寄附
対前年度比

安心してお産できるための支援

活用した事業
普通教室のエアコンの整備
カーブミラーの配置
窓口周辺環境の整備
タブレット活用による税務調査の支援
そのほか
計
7

市の観光資源である石見神楽の魅
力を多くの人にＰＲするため、夜神
楽の定期公演をはじめ、県外イベン
トや浜田市に宿泊される団体向けに
上演し、神楽ファンの獲得に取り組
み、市の集客力向上につなげること
ができました。

高齢者福祉及び地域医療の充実に関する事業

活用した事業
小学校施設の改修
中学校教育の振興
小学校教育の振興
ふるさと郷育の推進
そのほか
計

5

活用額
6,901
5,780
4,406
3,742
20,829

浜田市

平成30年度も「ふるさと はまだ に貢献したい、応援し
たい」という全国の皆さんから大変多くの寄附が寄せられ
ました。本当にありがとうございました。

景観づくり

活用した事業
敬老乗車券の交付
がん検診の受診率の向上
お産の応援
敬老入浴券の贈呈
そのほか
計

4

（千円）

自然環境並びに歴史的及び文化的な資源の保全及び活用に関する事業

活用した事業
道路の維持管理修繕
景観づくり
河川の浄化
動物愛護の推進
そのほか
計

3

全国の皆さんからいただいた寄附を、たくさんの事業に活用
しました。その使い方について報告します。

450万円

安全・安心なまちづくりを目指している浜田市では、
見守りの目となる防犯カメラを増設したいという目的
で、ふるさと納税型クラウドファンディングを活用し、
平成30年９月７日から12月31日まで寄附を募りました。
その結果、目標金額を大幅に上回る寄附が集まりまし
た。本当にありがとうございました。
いただいた寄附を原資とし、地域安全推進委員協議
会に補助金を交付し防犯カメラを26台増設しました。
このプロジェクトにより、市内の防犯カメラは合計
で126台となりました。

補助金交付額
357万7000円
防犯カメラ設置台数
26台

寄附実績額

目標達

成

725 万4000 円 （220件）

このプロジェクトには、地域安全推進委員協議会、
島根県立大学しまね防犯サークルＳＣＯＴ、ふるさと
納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」運営の㈱ト
ラストバンクにご協力いただきました。
増設された防犯カメラには、ふるさと寄附のステッ
カーが貼られています。

防犯カメラ運用開始式の様子

設置された防犯カメラ
広報はまだ：令和元年８月号
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10月検針分より

令和元年度

浜田市職員採用試験 ＆ 就職ガイダンス

水道料金の調整を行います

水道料金は、令和２年10月からの市内統一料金に向けて、平成
30年10月から３年かけて調整（激変緩和）をしています。
このため、10月より２年目の調整を行います。
なお、消費税率も10％に改定されます。ご理解をお願いします。

【１年目】

問合せ
上下水道部管理課料金係
☎９９０３

【２年目】
新料金

【３年目】

令和２年４月１日採用予定の第２回職員採用試験を次のとおり行います。
採用試験実施要項で詳細を確認し、受験の申込みをしてください。

職員採用試験

水道料金の調整
水道料金比較表

第２回

（単位：円）

～平成30年 現行料金
料金統一後 ３年間の
使用者区分
地区名
９月
平成30年10月～
令和元年10月～
令和２年10月～ 増加額
（消費税８％）（消費税８％） 値上額 （消費税10％）
値上額
（消費税10％） 値上額
少量使用家庭
浜田
2,648
2,982
334
3,377
395
3,718
341
1,070
口径13ミリ・２か月分 金城・旭・弥栄 4,147
3,982
▲ 165
3,888
▲ 94
3,718
▲ 170
▲ 429
三隅
3,209
3,567
211
3,718
使用水量：20㎥
3,356
147
151
509
6,493
631
7,018
525
標準使用家庭
浜田
5,348
5,862
514
1,670
口径13ミリ・２か月分 金城・旭・弥栄 8,035
7,654
▲ 381
7,408
▲ 246
7,018
▲ 390 ▲1,017
使用水量：40㎥
三隅
5,758
6,135
377
6,633
498
7,018
385
1,260
42,837
2,351 44,440
5,526
小規模事業者
浜田
38,914 40,486
1,572
1,603
口径25ミリ・２か月分 金城・旭・弥栄 39,225 40,694
1,469
42,944
2,250 44,440
1,496
5,215
使用水量：200㎥
三隅
33,976 37,194
3,218
41,162
3,968 44,440
3,278 10,464

10月からの水道料金の計算方法

水道料金 ＝ 平成30年９月までの料金 ＋ 調整額
１円未満
調整額 ＝ （ 料金統一後の料金
－ 平成30年９月までの料金 ） ÷ ３（ 切捨て ）× ２

採用職種・要件など 下表のとおり
第１次試験 ９月22日㈰
試験会場 浜田会場・東京会場・大阪会場
※ 詳細は、採用試験実施要項でご確認ください。
申込方法 採用試験実施要項に基づき、受験申込書
類を提出してください。
※ 採用試験実施要項は、人事課・各支所防災自
治課にあります。配布は８月１日から行います。
市ホームページからダウンロードもできます。

受付期間 ８月１日㈭～23日㈮（当日消印有効）
※ 一般事務員（身体障がい者対象試験除く）で受
験申込みができるのは、６月・９月を通じて一つ
の年齢区分のみです。

東京・大阪会場でも
受験できます

対象者
必要な資格・条件など
（令和２年４月１日現在） （詳細は、採用試験実施要項をご覧ください）

採用職種

人員

一般事務員Ｃ

２人程度

一般事務員Ｄ
６人程度
（社会人経験者対象）
一般事務員Ｅ
２人程度
(身体障がい者対象)

18歳以上23歳以下の人

学歴・資格などは問いません。

24歳以上35歳以下の人

学歴、資格などは問いませんが、県内外問わず
社会人経験３年以上の人。

18歳以上35歳以下の人

身体障害者手帳の交付を受けている人。
看護師の免許を有する人。また、病院などにお
ける臨床経験を１年以上有する人。

看護師

１人程度

40歳以下の人

建築技術員

１人程度

45歳以上53歳以下の人

一級建築士の資格を有する人。

土木技術員

５人程度

18歳以上35歳以下の人

学歴・資格などは問いません。

水道技術員

１人程度

18歳以上35歳以下の人

学歴・資格などは問いません。

消防士

２人程度

18歳以上25歳以下の人

学歴・資格などは問いません。

28歳以下の人

救急救命士の資格を有する人。

消防士
１人程度
（救急救命士有資格者）

【例】「浜田地区」の 家庭用の口径13ミリのメーター で ２か月の使用水量20㎥ の場合
水道料金＝2,697円（平成30年９月までの料金）＋680円（調整額）＝3,377円
調整額 ＝（3,718円－2,697円）÷３＝340円（１円未満切捨て）×２＝680円
※ なお、この場合の平成30年９月までの料金は、消費税率10％を適用して計算します。

検針期間に10月1日を含む場合
検針は２か月に１回のため、10月１日が含まれる期間（10月検針分と11月検針分）には、
現行料金と新料金を日割計算により合算します。

【例】 10月10日に検針した場合（前回検針日が８月11日）
使用日数60日（９月30日まで50日、10月１日から10日）
（現行料金÷60日×50日）＋（新料金÷60日×10日）＝日割計算した水道料金

消費税率の改定
今年の９月30日以前から継続して使用している人は、12月検
針分から、消費税率10％が適用されます。
10月１日以降に使用を開始した人は、10月検針分から、消費
税率10％が適用されます。
9
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ホームページで
新料金が
計算できます

就職ガイダンス

浜田市役所の就職ガイダンスを開催します。市役所の仕事や採用試験制度の
説明・職場見学・職員との意見交換などを行います。市役所の採用試験を受験
しようと思っている人は、ぜひ参加してください。

対象 令和元年度第２回浜田市職員採用試験の対象者
日時 ８月13日㈫ 午後１時30分～４時頃
場所 市役所本庁舎４階 講堂
定員 30人
申込み ８月７日㈬までに、電話又はメールで必要事項
（受験希望職種・氏名・性別・住所・電話番号）
を人事課までお知らせください。

受験申込書類提出・ガイダンス申込み・問合せ
人事課人事係 ☎９１３０
〒６９７－８５０１ 浜田市殿町１番地
Email：jinji@city.hamada.lg.jp
広報はまだ：令和元年８月号

8

10

10

８％

消費税率の引上げに伴い
使用料などを改定します

月１日から、消費税率が８％から ％に引き上げられ
ます。この消費税率の引上げは、社会保障の充実・安定化
と財政健全化を目指すものであり、その負担については、
消費者への円滑かつ適正な転嫁が求められています。
浜田市でも、 月から、施設の使用料、ごみ処理手数料、
水道料金などについて、次のとおり消費税増税分の引上げ
をすることとしました。ご理解とご協力をお願いします。

料金の改定を行う主なもの

○市指定ごみ袋・粗大ごみシール（ごみ処理手数料）
※ 料金改定前に購入した市指定ごみ袋・粗大ごみシール
は、料金改定後もそのまま使用できます。
※ 「ペット・プラ（中）
」
、
「缶（中）
」
、
「びん（中）」のご
み袋は、令和４年３月 日までの間、現行料金に据え置
きます。
・下水道使用料（集落排水
○上水道（水道料金、加入金）
処理施設、市設置の浄化槽を含む）
・工業用水道料金
○市営住宅の駐車場使用料
○市が設置している市営駐車場・体育施設・文化施設・産
業振興施設・福祉施設などの各種施設の料金
※ 指定管理者に管理を委託している施設については、指
定管理者が決定します。

料金の改定を行わない主なもの

○各種証明書の交付手数料
○浜田市生活路線バス・予約型乗合タクシーの運賃
○火葬場の使用料
○市営住宅の家賃
※ 改定後の金額や、ここに掲載されていないものなど、
不明な点については、各担当部署、各指定管理者へお問
い合わせください。

31
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10％

プレミアム付商品券

浜田市トクトク商品券
購入引換券交付申請手続

８月中旬頃、令和元年度市民税非課税のお知らせ
に併せて、商品券の購入対象になると思われる人あ
てに案内文書及び購入引換券交付申請書を送付しま
す。購入を希望する場合、案内文書の内容を読み、
資格を満たしていれば申請書に必要事項を記入し、
同封の返信用封筒（切手不要）で返送してください。

申請期間

申請内容の審査後、対象者には９月下旬頃から順
次、購入引換券を送ります。商品券の購入には引換
券が必要ですので、期間内の申請をお願いします。

なお、一度発行された購入引換券は再発行できませ

んので、ご注意ください。

８月13日㈫から11月12日㈫まで

ご自身が対象かどうか、フローチャートを
参考にしてください。
いいえ
令和元年度住民税は非課税である
購入対象者ではありません。
スタート

※

はい

市長直行便

配偶者又は扶養親族に扶養されている （※）
はい

市政に関するご意見・ご提言をお寄せください

いいえ

はい

扶養している人の住民税は非課税である

購入対象者となる可能性が
あります。

いいえ

市では、市民の皆さんの声を市長に直接届ける「市長直
行便」制度を設けています。
よりよい市政を推進することができるよう、施策を立案
する際の参考にさせていただきたいと思いますので、ご意
見・ご提言をお寄せください。
専用のはがき（切手不要）を市内34か所（市役所本庁及び
各支所ほか）に設けています。また、電子メール・封書・
ＦＡＸでも受け付けています。

購入対象者ではありません。
※ 扶養されているとは、次のような場合です。
⑴税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除、同一生計配偶者、扶養親族などになっている。
⑵事業専従者給与の支給を受けている。
上記⑴⑵に該当しない場合でも、同一住所に配偶者がいる場合や児童扶養手当の対象となっ
ている場合も含まれます。

いただいたご意見は、市ホームページや広報紙で紹介さ
せていただく場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。
なお、匿名や、他人を誹謗中傷する内容などの投書につ
いては、回答できません。

専用はがき
本庁・支所・公民館などに備え付けています

問合せ
市長公室総合調整係

注意 住民税の課税状況や、扶養の状況など、
税に関する個人情報について、電話でのお問
い合わせには回答できません。

☎９１００

問合せ （商品券専用）
地域福祉課地域福祉係
☎９３０３

取扱店舗の募集
広報はまだに掲載する
広告を募集しています
掲載枠 １枠縦4.5㎝×横8.5㎝を単位とします。２
枠を結合して広告を掲載することもできます。
申込方法 市が契約する次の代理店まで申し込んで
ください。料金など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
申込み・問合せ 柏村印刷㈱ ☎２０４０
11
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浜田市広報 Facebook
市長公室総合調整係が取材するイベント
情報や、広報媒体に関するお知らせなどを、
Facebookで発信しています。
「いいね！」をお願いします。
問合せ

市長公室総合調整係

☎９１５１

申込方法
「浜田市トクトク商品券取扱店登録申請書」に
所定の事項を記入し、申し込んでください。な
お、複数の支店がある場合は、各支店単位で申
込みが必要です。
※ 申請書はホームページでダウンロードでき
ます。
※ 「浜田市トクトク商品券」は、浜田商工会
議所が発行する「浜田市共通商品券」とは別
の物です。そのため、「浜田市トクトク商品
券」の取扱店として登録が必要になります。

申込期限など ９月２日㈪まで。
以降も申込みは可能ですが、商品券購入者に配布す
るチラシに事業所名を掲載できない場合があります。
（ホームページは随時更新します）
そのほか、募集についての詳細事項はホームページ
に掲載していますので、ご確認ください。
申込み・問合せ
商工労働課商工政策係
☎９５０１
広報はまだ：令和元年８月号
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11

15

平和を祈念し、黙とうを

☎９１１０

15

広島市と長崎市に原爆が投下されて今
年で 年になります。また、８月 日は
「戦没者を追悼し平和を祈念する日」で
す。
広島市と長崎市では、それぞれ原爆が
投下された時間に、原爆死没者のご冥福
と世界恒久平和の確立を祈念するため、
平和の鐘を合図に１分間の黙とうがささ
げられます。
また、８月 日には全国戦没者追悼式
が行われ、先の大戦で亡くなられた人々
を追悼し、平和を祈念するため、正午か
ら１分間の黙とうがささげられます。
浜田市は、核兵器廃絶平和都市宣言を
しています。市民の皆さんにおかれまし
ても、亡くなられた人々を追悼するとと
もに、世界の恒久平和を祈念して、それ
ぞれの家庭や職場で黙とうをささげま
しょう。

原爆が投下された日時
広島 昭和 年８月６日 午前８時 分
長崎 昭和 年８月９日 午前 時２分
全国戦没者追悼式 ８月 日㈭

問合せ
総務課総務管理係

20 20

74

15

15

平和アピールパネル展

☎９１１０

昭和 年８月６日、広島に世界で初め
て原子爆弾が投下されました。
終戦から 年を経て、戦争の記憶が薄
れつつあります。人類が二度と核による
悲しみを被ることのないよう、「平和の尊
さ」を市民の皆さんに再度確認してもら
うためパネル展を開催します。

展示内容 広島・長崎原爆写真ポスター
開催期間 ８月５日㈪～ 日㈫
場所 市役所本庁舎１階市民ロビー

問合せ
総務課総務管理係
浜田地区広域行政組合総務課総務係
☎０８５５５０８２

全国大会出場
おめでとうございます
全農杯 全日本卓球選手権大会
（兵庫県：７月26日～28日）

ロート杯 全国ホープス卓球大会
（山梨県：８月14日～16日）
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平成30年度中
採用者
退職者
0
０

６
※

２

職員の人事評価及び勤務評定の状況

区

分

（平成30年度中

人数

内

定期昇給時における所属長による勤務
評定

昇格・昇任時

主事から主任主事など昇任時における
2
所属長の勤務評定

部門別職員数の状況

（派遣職員を含む。各年度４月１日現在

計

13

13

13

13

0

20

20

20

20

0

※

短期間再任用職員は含んでいません。

⑴
⑵

開示請求
審査請求

４

職員の勤務時間などの状況

２

個人情報保護制度の運用状況

⑴

開示請求

6
⑵

全部開示 部分開示
6

不開示

－

訂正請求・利用停止請求

－

－

なし

区 分
内
容
勤務時間 午前８時30分から午後５時15分まで
休憩時間 午後０時から午後１時までの１時間
週休日 日曜日及び土曜日
休

５

日

国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年
末年始（12月29日から翌年の１月３日まで）

区

分

天津里穂さん
（国府小４年）

職員の分限及び懲戒処分の状況

区

分限処分
免職 休職 降任
0
0
0

分

処分者数

７

法令などを遵守する義務
職務上 信用失墜行為の禁止
の義務 職務に専念する義務
争議行為などの禁止

※

８

内

容

１年につき20日間付与、新規採用職員（４月１
日付）は15日間付与

特別休暇

特別な事由により勤務しないことが相当であ
ると認められる場合の休暇の種類は、公民権
の行使、証人などの官公庁への出頭、ドナー
休暇、ボランティア休暇、結婚休暇、産前の
健診、妊娠に起因する体調不良、産前産後休
暇、育児時間、妻の分べん、男性の育児、乳
幼児健診、子などの看護休暇、忌引、父母な
どの法要、夏季休暇、セルフケア休暇、感染症、
災害などによる交通遮断・住居の破壊、生理
休暇です。

（平成30年度中

単位：人）

懲戒処分
停職 減給
0
0

免職
0

戒告
0

職員の服務の状況
職務命令に従う義務
秘密を守る義務
政治行為などの制限
営利企業などの従事制限

地方公務員法に、上表の職務上の義務が定められています。

職員の退職管理の状況

地方公務員法などの定めに基づき、営利企業などに再就職
した退職者による現職職員への働きかけなどを規制するほか、
退職職員からの届出に基づく再就職の状況を公表します。届
出及び公表は、管理職であった者が営利企業などの常勤の役
職員、又は非常勤の役員に就任した場合としています。
区

（平成30年度中

分

管理者数

退職時に管理職であった者の数、再就職の
届出数（平成30年度末退職職員）

単位：人）

件数

0

0

働きかけ等に関する公平委員会からの調査の要求

９

職員の研修の状況
区

分

県自治研修所
市町村総合
職員 事務組合
研修 派遣研修

10

容

単位：人）

職務経験などの階層別研修・実務
研修・特別研修など

12 行政実務研修・政策課題研修
1 自治大学校・市町村アカデミーなど
27 服務・倫理・健康・人権研修会など

各課独自研修

77 実務研修など

職員の福祉及び利益の保護の状況
分

（平成30年度中

人数

定期健康診断
健康
診断 人間ドック

公務・通勤災害補償

11

16

内

0

浜田市・江津
市研修

区

※

（平成30年度中

人数

特殊健診

年次有給休暇
杉本奏依さん
（原井小２年）

勝部友菜さん
（三階小６年）

６

職員の休暇などの状況

左から

辻野愛美さん
（周布小４年）

単位：人）

区 分
職員数
対前年
主な増減理由
部 門
28年 29年 30年 31年 増減数
5
5
5
5
0
一般行 総 務
政部門 衛 生
2
2
2
2
0

情報公開制度の運用状況

取下げ

単位：人）

4

１

決定区分

容

昇給時

合

（単位：件）

派遣職員
浜田市
江津市
10
4

職員の人材育成や配置など人事管理の基礎資料とするため、
地方公務員法の定めに基づき、全職員を対象に年間２回の人
事評価を実施しています。また、職員の昇給、昇格などに際
しては、所属長による勤務評定を実施しています。

公営企業会計部門

なし
なし

単位：人）

短期間再任用職員は含んでいません。

３

浜田地区広域行政組合

請求件数
問合せ

職員の任免及び職員数に関する状況

平成30年度職員数
（平成30年４月１日）

広域行政組合の情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
「浜田地区広域行政組合において浜田市の条例を準
用する条例」第１条第２号（情報公開に関する事項）
及び同条第３号（個人情報保護に関する事項）の規定
に基づき、平成30年度（平成30年４月１日～平成31年
３月31日）の各制度の運用状況を公表します。

１

（平成30年度中

74

広域圏だより 浜田市・江津市

浜田地区広域行政組合（浜田市・江津市で構成）では、介
護保険業務、可燃ごみの処理業務などを行っています。
組合の人事行政の運営における公平性と透明性を高めるこ
とを目的として、地方公務員法及び浜田地区広域行政組合人
事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の
任用・職員数・勤務時間そのほかの勤務条件など人事行政の
運営の状況についてお知らせします。
職員数の状況及び関係市からの派遣職員

20

13

平成30年度浜田地区広域行政組合
人事行政の運営などの状況の公表

単位：人）

内
容
広域行政組合が実施する一般健
3
診
市町村職員共済組合が実施する総
3
合健診

0 じん肺健診・騒音健診
0

地方公務員災害補償基金が行う
補償

短期間再任用職員は含んでいません。

公平委員会の業務の状況

区
分
勤務条件に関する措置の要求の状況
不利益処分に関する審査請求の状況

問合せ

（平成30年度中）

状 況
該当なし
該当なし

浜田地区広域行政組合総務課総務係
☎０８５５５０８２

勝部朔太郎さん
（三階小４年）
広報はまだ：令和元年８月号
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まちのわだい
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Town Topics
地球にも自分にもやさしい暮らしを

～ コスモアースコンシャスアクト クリーン・キャンペーンin石見 ～

かなぎ

季節を感じる
～ ほたる茶会 ～

市長日記

（令和元年６月）

はまだ

６月23日㈰、コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャ
ンペーンin石見が、しまね海洋館アクアス前海岸と国府海岸で
開催されました。これは、コスモ石油とエフエム山陰をはじめ
とするジャパンエフエムネットワークが「地球を愛し、感じる
こころ」をテーマに全国で取り組んでいる活動で、このたび浜
田市を会場にして行われたものです。
県内外から約600人が参加し、海岸の漂着ごみなどを集め清掃
活動を行いました。また、清掃後はアクアスに無料で招待され、
普段見ることができないバックヤードなどを見学しました。

実技講習を受ける参加者

元気な浜田をつくります

ポルセイド浜
田からＦリー
グ2019／2020
ディビジョン
２の開幕につ
いて報告を受
けました（６
月４日）

石見神楽東京公演（東京都足立区）に出
席しました（６月１日）

浜田市防災会議を開催しました
（６月４日）

浜田市危険物保安協会から、消防本部に
普通自動車の寄贈を受けました
（６月７日）

矯正施設所在自治体会議設立総会（東京
都千代田区）に出席しました
（６月12日）

島根県集落営農法人ネットワーク通常総
会に出席しました（６月15日）

なんっと舞いんさる！ほーほーほたるこ
い祭りに出席しました（６月22日）

波佐ホタル祭りに出席しました
（６月22日）

美又温泉まつりに出席しました
（６月23日）

いわみ子供神楽フェスタに出席しました
（６月23日）

浜田市＊松阪市友好の会総会に出席しま
した（６月30日）

みんなで大量の漂着ごみを拾いました

馬を通じた療育を学ぶ

～ 馬の多様な利活用を推進する講習会 ～

６月22日㈯、23日㈰、全国乗馬倶楽部振興協会主催の講習会
が、かなぎウエスタンライディングパークで開催されました。
この講習会は、馬を通じた多様な活動を行っている、全国９か
所の地域で開催されます。
第１回目の今回は、馬を通じた療育の基礎知識の習得を目的
に、全国から医療や福祉、教育の関係者が集い、島根あさひ社
会復帰促進センターの取組をとおした意見交換や療育の専門講
義、実技講習などが行われました。長野県から参加した人は「か
なぎの取組を持ち帰って実践したい」と話していました。

あさひ

６月20日㈭、ほたる茶会が今市公民館で開催されました。
これは、ほたるが舞う時季、薄茶一席を家族などで楽しんでも
らおうと、今市茶道同好会と今市公民館が企画したものです。
お茶会では、
会場に飾られた掛け軸や花などを観賞した後、季
節を感じるあじさいの花をモチーフにしたお菓子と薄茶が振る
舞われました。参加者は、ほたるの塗り物がほどこされた茶器
を拝見しながら、会話に花を咲かせていました。また、会場の
外ではほたるの舞いが見られました。
家族でお茶会を楽しむ

かなぎ

地元の良いところを発見

～ 金城中学校１年生ふるさと学習会 ～

６月13日㈭、金城中学校１年生ふるさと学習会が開催されま
した。これは、生徒36人が地域に出向き、自然、歴史、産業、文
化に触れ、地元の良い所について学ぶことを目的に、金城中学
校と金城６公民館が企画したものです。
久佐地区では、生徒６人が島村抱月ゆかりの地やあづま工房
（神楽面）、代官所跡をめぐり、地域の魅力について学びました。
今後、生徒は学習した資料をまとめ、学習発表会で発表する
予定です。

しました

in浜田に出席
食育フェスタ
（６月23日）

島村抱月ゆかりの地で説明を受ける生徒
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みんなで実った梅を楽しく収穫 みすみ

水害・土砂災害に備えて

～ 三隅公園の梅狩り ～

～ 浜田市総合防災訓練 ～

６月16日㈰、浜田市総合防災訓練を実施しました。「水害・土
砂災害における防災活動」をテーマに、平成30年７月豪雨と同
様の気象条件を設定して、災害対策本部運営訓練及び情報伝達
訓練を行いました。
【浜田】
災害対策本部を設置して、関係機関と連携した災害対応図上
訓練や情報伝達訓練を行いました。また、各地域では、自主防
災組織が主体となった避難訓練を実施し、一部会場では災害対
策本部から避難所へ物資の輸送を行い、避難者が受け取りました。

６月９日㈰、梅狩りが三隅公園で行われました。これは、昭
和47年に植樹した「豊後」や「青軸」など７品種約1,000本の梅
の木が、収穫期を迎えるこの時期に、公園を一般開放して梅狩
りを楽しんでもらっているものです。
当日は、天候にも恵まれ市内外から家族連れなど約400人が参
加し、採った梅の実を袋いっぱいに収穫していました。
参加者は「梅の実が、例年よりも少なかった。梅酒や梅干し
を作って子どもたちに送りたい」と話していました。
物資の輸送経路を確認する

梅の実を収穫する参加者

【金城】
合同訓練と地区独自訓練の２部で構成し、合同訓練では、気
象情報、避難情報を基に避難行動を行いました。金城支所災害
対策本部は、関係機関との情報伝達を実施し、金城消防隊は警
戒広報、避難誘導、水防活動を行いました。地区独自訓練では、
各地区の自主防災組織と公民館による備蓄品の確認、発電機の
取扱い、炊き出し、ダンボールベッドの作製、車椅子の操作訓
練を行いま
した。

福祉施設から避難した人を避難所へ案内する消防団員

【旭】
豪雨災害を想定した住民参加型訓練を４か所の避難所で実施
しました。自主防災組織や自治会は、避難した住民の安否確認
や避難所開所、炊き出し訓練と輸送物資の引き受け訓練を行い
ました。また、
自衛隊による出前講座や、防災士によるダンボー
ルベッドの作製などの訓練も行いました。

やさか

段ボールベッドを作製する生徒たち

旭温泉最大のイベント
～ 旭温泉まつり ～

自衛隊による豪雨災害についての講座

【弥栄】
住民参加型の訓練を行い、自治会や自主防災組織は、初動避
難所や一時避難所へ避難しました。また、一部の地域では可搬
型移動無線機や防災行政無線の屋外子局から災害対策本部への
情報伝達訓練を行いました。弥栄消防隊は、土のうの作成と積
み上げ訓練、地域と協力して要支援者の避難支援などを行いま
した。第２部の訓練では、各自治会に分かれ、救命講習や地震
についての備えなどの出前講座を受けました。

あさひ

やさか
【三隅】
住民参加型防災訓練を行い、自治会や自主防災組織・福祉施
設が参加しました。三隅支所に対策本部を設置し、関係機関と
の情報伝達訓練や避難所の開設を実施しました。住民に避難を
呼びかけ、避難行動と安否確認などを行いました。また、消防
団による警戒広報活動や救助要請による救助などを想定した訓
練を実施しました。避難訓練終了後は、身の回りの道具を使っ
た応急手当の仕方や炊き出しなどの訓練を行いました。
17

広報はまだ：令和元年８月号

各地域や消防団から連絡を受けて情報を収集

田囃子を踊る杵束田囃子保存会の皆さん

～ 弥栄中学校 総合学習 ～

６月５日㈬、弥栄中学校１年生の総合学習授業を弥栄会館で
行いました。今回は、防災をテーマに市職員を講師として座学
と体験学習を行いました。座学では、過去の災害や災害時の避
難情報の意味、避難場所の確認や非常持出し品などを備えてお
く事が大切であると学びました。体験学習では、非常食の試食、
段ボールを使った簡易ベッドの作製、発電機を使った照明の点
灯の仕方について学びました。参加した生徒たちは、
「いつ災害
が起きるかわからないので、家庭でも準備することが大切」な
ど感想を話していました。

６月１日㈯・２日㈰の２日間、旭温泉まつりが旭温泉あさひ
荘周辺で開催されました。このまつりは、山陽方面からの玄関
口となる旭温泉に来て楽しんでもらおうと、旭温泉まつり実行
委員会が毎年開催しているものです。１日㈯は、前夜祭として
石見神楽や歌謡ショー、舞踊などが上演されました。２日㈰の
本祭りでは、子どもみこし、神祇太鼓やクイズ大会、浴衣を着
てスリッパで行う温泉卓球大会などが行われました。また、地
元の団体によるバザーや特産の赤梨などが当たる抽選会、餅ま
きも行われ、来場者は盛りだくさんのイベントを楽しみました。

消防団による土のう積み上げ

防災について学びました

迫力の神祇太鼓

田植えの労をねぎらう

～ 杵束公民館まつり泥落とし ～

６月１日㈯、杵束公民館まつり泥落としが開催されました。
これは、田植えが無事に終わったことを祝い、感謝と慰労の意
味を込め「公民館まつり」として行っているものです。
当日は、田囃子や地域のサークルによる踊り、バンド演奏に
加え、来場者が参加する田植えの時の苗さばきのゲームやお楽
しみ抽選会などで盛り上がりました。
会場では、地域の皆さんの出店による炊き込みご飯や新鮮な
野菜、お菓子などの販売もあり、地域の人たちとの触れ合いを
楽しみました。
広報はまだ：令和元年８月号

16

安全安心

生活・環境

安全安心

Ｊアラート全国一 斉 情 報
伝達訓練を行いま 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
達するための全国一斉情報伝達
訓練を行います。
市では、市内全ての防災行政
無線から放送が流れるほか、防
災防犯メールから訓練メールが
配信されます。

税務・納税

12

産業・地域活性化

子育て

助 」） が 配 信 さ れ て い ま す の で、
活用してみてください。
全国版救急受診アプリ（総務
省消防庁のページへ）

一日救急隊長による広報活動
一日救急隊長による広報活動
を実施します。
日時 ９月 日㈭
午後２時～３時
場所 ゆめタウン浜田正面玄関
救命講習のご案内
①子どもの体調の急変に対して、
ＡＥＤの使用を含めた応急手
当講習を実施します。
日時 ９月８日㈰
午前９時～正午
場所 浜田市消防本部 会議室
定員
人（定員になり次第締
め切ります）
②大人の体調の急変に対して、
ＡＥＤの使用を含めた応急手
当講習を実施します。
日時 ９月 日㈭
午前９時～正午
場所 浜田市消防本部 会議室
定員
人（定員になり次第締
め切ります）
※ 受講料はいずれも無料です。
※ 終了後に修了証を交付しま
す。
申込先・問合せ 浜田消防署救
急係☎１２２９
40

住宅

訓練日時
８月 日㈬ 午前 時頃
防災行政無線放送内容
「これは、Ｊアラートのテスト
です」を３回繰り返します。
「こちらは防災浜田市です」
※ 前後にチャイム音が鳴りま
す。
防災防犯メール内容
「件名 国民保護情報」
「本文 これは、Ｊアラートの
テストです」
問合せ 防災安全課防災安全係
☎９１２２

９月９日は「救急の日」
です

産業・地域活性化

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

生活・環境

食中毒を予防しましょう
「細菌」が原因となる食中毒
は、夏場に多く発生しています。
その原因となる細菌の代表的な
ものは、腸管出血性大腸菌（ O
１５７・ O
１１１など）やカン
ピロバクター・サルモネラ菌な
どです。食中毒予防の３原則を
守って健康に過ごしましょう。
食中毒予防の３原則
食中毒の原因を「つけない・増
やさない・やっつける」
【つけない】
・石けんと流水で丁寧に手を洗
い、調理器具は使用の都度き
れいに洗いましょう。
・焼肉などでは、生の肉をつか
む箸と焼けた肉をつかむ箸は
別のものにしましょう。
・食品を保管するときには、密
封容器に入れたり、ラップを
掛けたりしましょう。
【増やさない】
・食べ物に付着した菌を増やさ
ないためには、低温で保存す
ることが重要です。肉や魚な
どの生鮮食品や惣菜などは、
購入後、できるだけ早く冷蔵
庫に入れましょう。
・冷蔵庫に入れても細菌はゆっ

健康・福祉

保険・医療・年金

※ アジア風力発電㈱ホーム
空家等の所有者、市民、事業
ページでもご覧いただけます。 者、市の責務を決めています。
意見・質問の提出方法
②空家等の適切な管理と活用の
住所、氏名、電話番号、内容
促進
を記入の上、縦覧場所に設置の
長い間、誰も住んでいない空
意見箱に提出又は問い合わせ先
家は、老朽化が急速に進みます。
に郵送してください。
いつでも住めるように定期的に
※ 郵送の場合は、９月５日㈭
管 理 し た り、 誰 か に 使 っ て も
当日消印有効です。
らったりすることが重要です。
※ 電話による意見、質問はお
③居住環境の保全
受けできません。
老朽化が進めば屋根瓦が落ち
問合せ アジア風力発電㈱
たり、壁材がはがれて飛散した
〒１０６ ００４４ 東京都
りし、建物が倒壊することもあ
港区東麻布１ - ８
ります。誰もが簡単に建物に侵
- イイダ
アネックス東麻布４階
入できるようであれば、犯罪が
起こったり、放火や火遊びによ
り火災が発生したりする危険性
住
宅
があります。
④安全で安心して暮らせるまち
づくりの実現
空家等を適切に管理すること
空家の適切な管理をお願
は、人命をはじめ地域の安全を
いします
確保することにつながります。
空家等についての責務
所有者などの責務
空家等の所有者や管理者は、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼ
さないよう、常に自らの責任に
おいて空家等の適切な管理と積
極的な活用に努めるとともに、
市の施策に協力をお願いします。
市民と事業者の責務
危険な状態にある空家等を発
見したときは、市に情報の提供
をお願いします。また、市の施
策に協力もお願いします。

税務・納税

市内では年々空家が増加して
います。長年放置された空家が、
廃屋と化して危険な状態なのに、
どこへ連絡をすればよいかわか
らない、どう対応すればよいの
かわからない、といった相談が
増えています。
市では、「浜田市空家等対策の
推進に関する条例」を制定し、空
家の所有者や地域と共に、問題
解決に取り組んでいます。
条例の目的
①責務の明確化

26

救急業務や救急医療体制を皆
さんに正しく理解してもらい、
より一層の救命率向上を図るた
め、
毎年９月９日を「救急の日」、
この日を含む１週間（９月８日
㈰～ 日㈯）を「救急医療週間」
とし、全国的に普及啓発運動が
実施されています。
この「救急の日」及び「救急
医療週間」を通じて、救急車の
正しい利用方法や、家庭での事
故の予防、家庭でできる応急手
当について考えましょう。
救急受診アプリのご紹介
救急車を呼ぶか、様子を見る
べきか判断に迷うことがあると
思います。
そんな時に役立つ、全
国版救急受診アプリ（愛称「Ｑ

環境課廃棄物衛生係
☎９４３０
問合せ

12

11

（仮称）益田匹見風力発電
事業に係る計画段階環境
配慮書の縦覧を行います

住宅

29 木 浅井町４～６
※ 週４日（月～木曜日）の作業です。
※ 雨天などにより中止した場合、金曜
日に実施することがあります。

１５

28 水 長沢町６・８、桜ヶ丘、菅原団地

40

28

１４

環境影響評価法に基づき、「仮
称）益田匹見風力発電事業 環
境影響評価計画段階環境配慮
書」
を縦覧に供するとともに、意
見を募集します。
対象事業 （仮称）益田匹見風力
発電事業（発電出力１基３・
６ＭＷ級～４・０ＭＷ級を最
大 基程度）
事業者名 アジア風力発電㈱
事業区域 益田市匹見町道川地区
縦覧期間 ８月６日㈫～９月５
日㈭（平日開庁日）
縦覧場所
・市役所東分庁舎環境課
・各支所市民福祉課

27 火 生湯町１～４

早めに計画しまし ょ う
し尿収集のお盆休 み

生活・環境

26 月 長沢町２～５・７・８

お盆のし尿収集業務は、次の
期間休みとなります。
浜田
・ 浜田浄化センター
８月 日㈷～ 日㈭
・門田産業
８月 日㈫～ 日㈭
金城
・ ダイヤ環境衛生
８月 日㈯～ 日㈭
金城・旭・弥栄
・ 江津衛生公社
８月 日㈬～ 日㈰
三隅
・㈲石見環境整備
８月 日㈬～ 日㈰
問合せ 環境課廃棄物衛生係
☎９４３０

安全安心

22 木 長沢町１

人権
教育・文化・スポーツ

くりと増殖するので、温度管
理に気を付け、早めに食べ切
りましょう。
【やっつける】
・調理器具は煮沸消毒や漂白剤
で消毒しましょう。
・食品は、中心部の温度が ℃
で１分間以上加熱処理しま
しょう。
アニサキス食中毒に注意しま
しょう
生鮮魚介類に寄生したアニサ
キス幼虫（寄生虫）による食中
毒にも注意しましょう。主にサ
バ・アジ・カツオ・イカなどの
魚介類の内臓に寄生しています
が、魚介類が死亡すると内臓か
ら身（筋肉）に移動するため、刺
身などの生で食べる料理の際は
注意してください。
予防ポイント
・ 新 鮮 な も の を 選 び ま し ょ う。
丸ごと１匹購入した際は、す
ぐに内臓を取り除いてくださ
い。
・内臓を生で食べないでくださ
い。
・目視で確認して、アニサキス
幼虫がいた場合は除去しま
しょう。
・酢漬けや塩漬けでは死滅しま
せん。
問合せ 環境課廃棄物衛生係
☎９４３０
75

教育・文化・スポーツ

市の責務
市は、空家等の適切な管理と
活用の促進がなされるよう、必
要な施策を実施します。
※ 例えば、そのまま放置すれ
ば倒壊など著しく保安上危険
な状態にある空家等がある場
合、その空家等の所有者など
に対し、危険な状態を解消す
るための措置を行うよう助
言・指導していきます。
市の支援
危険な状態にある空家等の所
有者などに対し、危険な状態を
解消するための必要な支援を実
施しています。
浜田市特定空家等除却促進事業
使用されていない危険な空家
等を除却する場合に、工事費の
一部を補助します。
浜田市特定空家等対策事業
市街地にある危険な空家とそ
の土地を寄附していただき、市
がその建物を除却して跡地を地
域活性化のための用地として活
用します。
問合せ 建築住宅課指導係
☎９６３２

人権

18
広報はまだ：令和元年８月号
広報はまだ：令和元年８月号

19

21 水 瀬戸ケ島町、港町５、大辻町

15

15

15

18

18

20 火 原井町

㈲

19 月 原町、瀬戸見町、元浜町

11

13

10

14

１ 木 京町、高田町、清水町、真光町

14

場所
日 曜

㈲

㈲

㈲

８月側溝消毒予定表

産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

在宅児フッ素塗布を実施
します
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

健康・福祉

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

てください。
日時 ９月５日㈭
受付 ①午後１時 分～２時
②午後２時～２時 分
※ 電話で申し込んでください。
場所 子育て支援センター「す
くすく」
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 ８月 日㈭
午前９時～
申込先・問合せ 子育て支援課
子育て支援係
☎９３３１
30

30

広告募集中 詳しくは市ホームページで

22

住宅

子育て

31

生活・環境

支給要件
知をしています。
・父母が婚姻を解消した児童
届出期間 ８月１日㈭～９月２
・父又は母が死亡した児童
日㈪
・父又は母が政令で定める程度
未婚の児童扶養手当受給者に
の障がいの状態にある児童
給付金が支給されます
・父又は母の生死が明らかでな
未婚の児童扶養手当受給者に
い児童
対し、臨時・特別の措置として
・父又は母が裁判所からのＤＶ
給付金を支給します。
保護命令を受けた児童
申請期間 ８月１日㈭～令和２
・その他、前記に準ずる状態に
年１月 日㈮
ある児童で政令で定めるもの
対象 次の全ての要件を満たす
※ 支給対象者の父又は母が事
人が対象です。
実上婚姻関係にある場合など
① 月分の児童扶養手当の支給
は支給されません。
を受ける父又は母
支給月額（児童１人の場合）
②基準日（ 月 日）において、
全部支給 ４２９１０円
これまでに法律婚をしたこと
一部支給 １０１２０円～
がない人
４２９００円
③基準日（ 月 日）において、
※ 支給額は、支給対象者の所
事実婚をしていない人又は事
得額に応じて異なり、所得制
実婚の相手方の生死が明らか
限もあります。
でない人
※ 児童２人以上の場合など、
届出・問合せ
詳しくはお問い合わせください。 ・子育て支援課子育て支援係
☎９３３１
・各支所市民福祉課

税務・納税

31

31

10

安全安心

産業・地域活性化

】

栄

弥

【

児童扶養手当の現況届を
忘れずにしてください
児童扶養手当を受給している
人は、毎年８月１日現在の状況
を８月中に届け出て、受給資格
を更新する必要があります。こ
の届出をしないと、受給資格が
あっても引き続き手当を受ける
ことができません。
また、届出をせずに２年を経
過すると、時効により手当を受
ける資格がなくなります。
該当する人には、７月末に通

日本脳炎の予防接種は、平成17年度から21年度ま
で積極的な接種が控えられていました。このため平
成７年４月２日から平成19年４月１日生まれの人は
接種回数が不足している場合があります。母子手帳
を確認し接種が完了していない場合は、20歳になる
までの間に不足分を無料で接種することができます
ので、かかりつけ医療機関に接種について相談して
ください。
問合せ 子育て支援課子育て支援係 ☎９３３１

住宅

麻しん風しんの予防接種

日本脳炎の予防接種の機会を逃した人は・・・

30

６日㈫

時間
会場
9:00～ 9:10 大坪集会所
9:20～ 9:30 程原下集会所
9:40～ 9:50 小角集会所
10:00～10:10 横谷集会所
10:25～11:05 弥栄会館
11:20～11:30 西の郷ライスセンター
13:40～13:50 小熊集会所
14:10～14:20 熊の山集会所
14:35～14:45 上田野原集会所
日

５日㈪

人権

教育・文化・スポーツ

５日㈪

時間
会場
日
時間
会場
9:00～ 9:40 弥栄老人福祉センター
14:00～14:10 西河内集会所
9:50～10:00 大斉集会所
14:20～14:30 小坂集会所
10:10～10:20 野坂旧消防車庫前
14:50～15:00 山賀集会所
15:10～15:20 畑集会所
10:30～10:40 野坂集会所
10:50～11:00 六歩谷集会所
11:10～11:20 栃木集会所
11:30～11:40 稲代集会所
13:00～13:10 日高集会所
13:20～13:30 交流センターかどた
13:40～13:50 高内精米所
日

31

日本脳炎は、豚などの体内で増えた日本脳炎ウイ
ルスが蚊によって媒介され感染する病気です。感染
症のうち100人から1,000人に１人が脳炎を発症し、
重症化することがあります。また、神経の後遺症を
残すことも多い病気です。

10

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
問合せ 健康医療対策課健康づくり係
☎９３１１
各支所市民福祉課
※

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１階健康医療対策課・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31年度各種健
（検）診日程表」に掲載してい
ます。

15

麻しんは感染力が強く、予防接種を受けないと、多
くの人がかかる病気です。妊娠中の女性が風しんに
感染すると、生まれてくる子どもが先天性風疹症候
群（白内障・先天性心疾患・難聴など）になること
があります。今年度に入り県内の発症者も報告されて
います。

20

日本脳炎

11

８月結核レントゲン検診の日程

ント業務などの競争入札に参加
産
業
を希望する人のうち、有資格者
地域活性化
名簿に登録がない人や登録をし
ていない工種（業種）を追加す
る人などが対象です。
事業主の皆さんへ
申請方法 島根県と県内市町が
ご存知ですか？
共同利用する資格申請システ
中小企業退職金共 済 制 度
ム を 利 用 し ま す。 イ ン タ ー
中小企業の退職金を国の制度
ネットからの申請後、必要書
がサポートします。
類を郵送してください。
・ 掛金の一部を国が助成します。 ※ 申請方法など、詳しくは、市
・掛金は全額非課税で手数料も
ホームページをご覧ください。
かかりません。
受付期間 ８月１日㈭～ 日㈭
・社外積立だから管理もラクラ
（土、日、祝日は除く）
クで、転職先でも引き継げる
受付先・問合せ 契約管理課入
「通算制度」があります。
札管理係 ☎９１４１
・パートタイマーや家族従業員
も加入できます。
子 育 て
・ ほ か の 退 職 金・ 企 業 年 金 制 度
などとのポータビリティも可
能です。
※ 詳しくは中退金ホームペー
児童扶養手当に関するお
ジをご覧ください。
知らせです
問合せ 勤労者退職金共済機構
児童扶養手当は、市内に住所
中小企業退職金共済事業本部
を有し、支給要件に該当する児
☎０３ ６９０７ １２３４
童（ 歳になった年度の３月
日を迎えるまでの児童又は 歳
令和元・２年度建 設 工 事
未満で政令で定める程度の障が
等入札参加資格審 査 （ 追
いの状態にある児童）を監護す
加審査）の申請を 受 け 付
る父又は母、もしくは父母に代
けます
わってその児童を養育している
令和元・２年度建設工事等入
人に支給される手当です。また、
札参加資格の追加審査を行います。 公的年金などを受給している人
で、年金額が児童扶養手当より
も低い人も対象となります。

生活・環境

予防接種は、体内で免疫を作り病気を予防するのに役立ちます。
感染症の中にはかかると重症化する病気もあります。予防接種で
免疫をつけ、感染症にかからないようにしましょう。

18

麻しん風しん

市では、風しんの感染拡大防止及び、赤ちゃんへ
の先天性風しん症候群の予防を目的として、抗体価
の低い世代の男性（昭和37年４月２日～昭和54年４
月１日生まれ）に対して、抗体検査及び風しん第５
期定期接種を実施しています。また、妊娠を希望す
る女性とその同居者、抗体価の低い妊婦の同居者に
対しては、風しん任意予防接種費用の一部助成事業
も実施しています。詳細は、お問い合わせください。

令和元・２年度に市が発注す
る建設工事及び建設コンサルタ

安全安心

予防接種を受けましょう

20
広報はまだ：令和元年８月号
広報はまだ：令和元年８月号

21

子 育 て コラム

安全安心

生活・環境

特別児童扶養手当 及 び 特
別障害者手当など の 令 和
元年度所得状況届 の 提 出
をしてください
特別児童扶養手当及び特別障
害者手当などを受給している人
は、前年中の所得などの状況を
届け出て、翌年７月までの手当
の支給の要否の認定を受ける必
要があります。
この届出をしないと、受給資
格があっても、引き続き手当を
受けることができなくなります。
また、転居など支給要件に変
更があった場合は、忘れずに
日以内に届け出てください。
該当する人には、個別に案内
しますので、期間内に届出をし
てください。
届出期間 ８月９日㈮～９月
日㈬
※ 特別児童扶養手当について
は、受給者本人の単身赴任や
対象児童が養護学校などの寄
宿舎に入寮しているなどで、
受給者と対象児童が別居して
い る 場 合 は、
「別居監護事実
についての確認願書」に、学
校又は居住地域の民生委員の
証明を受け、ほかの必要書類
と併せて提出してください。
届出・問合せ
・地域福祉課障がい福祉係
☎９３２２
・各支所市民福祉課

住宅
産業・地域活性化

らダウンロードもできます。
※ 自薦・他薦で様式が異なり
ます。
表彰の時期 障がい者雇用支援
月間（９月下旬）
応募先・問合せ 地域福祉課障
がい福祉係 ☎９３２２

保険・医療
年
金
福祉医療費医療証（資格
証）更新をしてください

産業・地域活性化

税務・納税

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。
【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。
対象 20歳以上49歳までの女性

子育て

ンバーカード又は通知カード）
③印鑑（ゴム印不可）
④健康保険証（対象者の名前が
記載してあるもの）
⑤福祉医療証又は資格証（有効
期限が平成 年９月 日まで
のもの）
⑥ 対象者の該当事由により提示
してもらう必要があるもの（該
当者には案内を送付します）
問合せ 保険年金課医療年金係
☎９４１１

協会けんぽ加入者の被扶
養者の皆さんが受診でき
る健診は、協会けんぽの
特定健康診査です
協会けんぽから費用助成があ
ります。
※ 島根県内の健診機関の場合
は、自己負担額は０円～１８
７ １ 円 で す。 消( 費 税 ８ ％ の
場合 )
対象 協会けんぽの 歳～ 歳
の被扶養者
申込方法 希望の健診機関に直
接予約をしてください。受診
の際には「受診券」と「保険
証」が必要です。
※ 受診券は４月に自宅にお送
りしています。
※ 健診実施機関や受診方法
は、協会けんぽ島根支部ホー
ムページから確認してくださ
い。

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

金城

問合せ 全国健康保険協会島根
支部保健グループ
☎０８５２５２０４

後期高齢者医療に係る医
療費通知を送付します
確定申告の医療費控除に使用
することができます。
発送時期（予定）
・第１回 ８月中旬
（平成 年 月～平成 年４月
診療分）
・第２回 令和２年１月中旬
（５月～ 月診療分）
～ 月診療分や、医療費
※
通知に記載されていない医療
費がある場合は、ご自身で領
収書に基づいて、別途「医療
費控除の明細書」を作成して
申告書に添付する必要があり
ますのでご注意ください。
※ 療養費（柔道整復、あん摩
マッサージ、はりきゅう）に
ついて、療養費通知を確定申
告に使用する場合は、５月、
９月送付分と令和２年１月送
付予定分をあわせて使用して
ください。なお、 月～ 月
施術分については施術所 が発
行する領収書が必要です。
問合せ 島根県後期高齢者医療
広域連合
・☎０８５２⑳７５２５
・保険年金課医療年金係
☎９４１２
11

年度内に同じ検診を複数回受診する場合は、２
回目以降全額負担となります。

更新の必要な人
福祉医療受給対象者（有効期
限が令和元年（平成 年）９月
日までとなっている人）
※ 現在受給中の人には、８月
上旬に更新手続の案内を送付
します。
提出期限 ８月 日㈮
※ 事務処理の都合上期限を定
めますが、期限が過ぎても申
請はできます。
※ 所 得 要 件 に よ り、「 福 祉 医
療受給非該当」となる場合も
あります。
更新に必要なもの
①福祉医療費医療証（資格証）
更新申請書（対象者へ送付し
ます）
②対象者本人及び同一世帯全て
の 人 の 個 人 番 号（ マ イ ナ ン
バー）がわかるもの（マイナ

住宅

健康・福祉

保険・医療・年金

12

31

10

30

12 10

障がい者雇用優良 事 業 所
を表彰します
障がい者雇用に理解をもち、
障がい者の視線に立った雇用環
境を整えるなど、社会意識の高
い事業所を障がい者雇用優良事
業所として表彰します。
また、
そ
の取組を市のホームページなど
をとおして市民や企業に対して
広く啓発することにより、市全
体の障がい者雇用意識の高揚を
図ります。
対象 実際に障がい者を雇用
し、かつ障がい者雇用に理解
を示し、積極的な努力姿勢を
持っている市内の事務所又は
事業所（支店、営業所など）
であって、次のいずれにも該
当するもの
・市税を滞納していないこと
・入札参加資格登録の取消を受
けていないこと
・原則、障がい者雇用率が２・
２％以上であること
・６か月以内の事業所都合によ
る障がい者の解雇がないこと
・勤続年数が１年以上の障がい
者がいること。
応募期間 ８月 日㈫まで
応募方法 自薦・他薦は問いま
せん。所定の様式に必要事項
を記入の上、提出してください。

生活・環境

※ 様式は、市役所東分庁舎１
階地域福祉課障がい福祉係に
あります。市ホームページか

安全安心

74

料

金城 弥栄 浜田

浜田

人権

旭

人権

教育・文化・スポーツ

広

告

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

有

※ 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、薬の内服やコップ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

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～
【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～ 9:15 ときわ会館
9：45～10：00 おぐに会館
10：45～11：00 くざ会館
8月22日㈭
11：30～11：45 みまた会館
13：30～14：00 ふれあい会館
14：15～14：45 みどりかいかん
9:30～ 9:45 久代公民館
10：00～10：15 国分自治会館
10：30～11：00 国府公民館
8月27日㈫
13：00～13：15 国府公民館有福分館
13：30～13：45 宇野東児童館
14：00～14：15 石見公民館宇津井分館
11

３０

胃がん検診（予約不要） 対象 40歳以上
実施日
受付時間
会 場
8:30～11:00 都川高齢者活動促進センター
８月27日㈫
13：00～13：30 くざ会館
8:30～10:30 弥栄会館
８月28日㈬
11：30～11：45 櫟田原公民館

浜田医療センター内 健診センター
令和２年２月28日㈮まで

実施期間

江木医院
令和２年２月29日㈯まで
40

健康医療対策課健康づくり係
☎９３１１
問合せ
３1

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
【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
令和２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
【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
13:00～13:15 黒沢公民館
三
８月１日㈭
隅
14:00～17:30 三隅保健センター
浜 ８月25日㈰ 9：00～11：30
市役所第２東分庁舎１階
田 （休日検診） 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

※
がん検診を受けるにあたり、広報はまだ５月号
（P30）の注意事項を参考にしてください。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。
２3

３1

８月各種がん検診の日程
３０

14

11

22
広報はまだ：令和元年８月号
広報はまだ：令和元年８月号

23

20

募

安全安心

集

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

い

㈲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

島根県統計グラフコンクール

作品募集
対象 県内在住者
部門 第１～５部及びパソコン
統計グラフの部
課題 自由（小学校４年生以下
は、本人が観察又は調査した
結果をグラフにしたもの）
作品の規格 Ｂ２判用紙
入賞作品の発表 ９月下旬
申込み ９月６日㈮までに島根
県統計協会へ
☎０８５２５０７８

景観づくりに貢献している

しまね景観賞募集
建造物など
募集部門
①まち・みどり・活動部門
②土木施設部門
③公共建築物部門
④民間建築物部門
⑤屋外広告物・その他部門
申込み ８月 日㈯までに申込
書と資料を島根県土木部都市
計画課景観政策室へ
☎０８５２６７７３

税務・納税

子育て

令和２年歌会始の
詠進歌募集
のぞみ

お題 「望」
歌に詠む場合は「望」の文字
が詠み込まれていればよく、「希
望」、「望郷」のような熟語にし
ても、また、
「望む」のように訓
読しても差し支えありません。
申込み ９月 日㈪（郵送の場
合は当日消印有効）までに
〒１００‐８１１１ 宮内庁
「詠進歌」へ
サン・ビレッジ浜田

スケートリンク シーズン
オフのスペース利用者募集

談

スケートボード、ラジコン、一
輪車、歌、ダンス、軽スポーツ
各種などに利用できます。
期間 ９月末まで
時間 午前９時～午後９時
料金 １時間４００円
問合せ サン・ビレッジ浜田
☎１３００

相

島根県ナースセンター

就業相談会移動ナースバンク
日㈬

健康・福祉

保険・医療・年金

弁護士による
養育費無料相談会
対象 児童扶養手当受給者
日時 ８月 日㈭
・午前９時～ 時 分
・午後３時 分～６時 分
場所 市役所本庁舎１階
健康福祉部面接室
料金 無料（完全予約制）
申込み ８月１日㈭以降、子育
て支援課子育て支援係へ
☎９３３１
浜田医療センター

がんピアサポーター相談

人権
教育・文化・スポーツ

30

日時 ９月 日㈭
・難病相談
午前 時～正午
・合同交流会 午後１時～３時
場所 江津市役所（江津市）
内容 山下一也さん（島根県立
大学神経内科医師）による難
病の相談及び合同交流会
（相談は３人程度）
申込み ８月 日㈬までに浜田
保健所医事・難病支援課へ
☎５５４９

難病相談、
たんぽぽの会・むつみ会・
ほほえみサロン合同交流会

広告募集中 詳しくは市ホームページで

・みんなの人権１１０番（電話）
人
権
☎０５７０ ０
- ０３ １
- １０
・ 女性の人権ホットライン（電話）
☎０５７０ ０
- ７０ ８
- １０
・ 外国語人権相談ダイヤル（電話）
８月 日㈭～９月４日㈬は、
☎０５７０ ０
- ９０ ９
- １１
全 国 一 斉「 子 ど も の 人 権
・インターネット相談（法務省
１１０番」強化週間です
ホームページ）
松江地方法務局と島根県人権
http://www.jinken.go.jp/
面接・電話相談の受付時間
擁護委員連合会では、子どもを
平日午前８時 分～午後５時
めぐる様々な人権問題の解決の
分
取組の一つとして、８月 日㈭
から９月４日㈬までの７日間を、 問合せ 松江地方法務局人権擁
護課 ☎０８５２４２６０
全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間と定め、次のとお
り、相談時間を延長して電話で
の相談に応じます。
いじめで悩んでいる人、学校
や家族のことなど生活の中で悩
みがある人は、電話をかけてく
ださい。相談は無料で、秘密は
守られます。
子どもの人権１１０番
電話番号（フリーダイヤル）
☎０１２０ ０
- ０７ １
- １０
時間 午前８時 分～午後７時
（土・日曜日は午前 時～午後
５時まで）
相談員 法務局職員又は人権擁
護委員
そのほかの相談先
法務局では、職員や人権擁護
委員が人権に関するご相談をお
受けしています
・松江地方法務局浜田支局
☎０９５９
30

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

29

日時 ８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

15

広告募集中 詳しくは市ホームページで

１０

24
広報はまだ：令和元年８月号
広報はまだ：令和元年８月号

25

12

29

30

28

10

40

22

11

柿田勝郎面工房に取材に
行きました

日時 ８月 日㈬・９月
午後１時〜４時

11

30

11

30

14

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８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）
13

30

30 28

景色、石見神楽、果物など数えられないほどの魅力が
あります。春に城山公園の桜を見に行ったり、夏には
港で花火を見たり、秋に龍雲寺の紅葉を見に行ったり、
冬のアンコウ鍋を食べたりするのは最高です。この先
一生忘れられない浜田は、私の第二の故郷になりまし
た。
国際交流員の仕事を通じて、多文化共生社会の推進
や浜田の知名度向上に貢献ができたのではないかと考
えています。国際交流員として身に着けたこと、浜田
で学んできたことを活かして、今後の仕事を頑張りた
いと思います。
無事に任期を終える事が
できたのは、応援をしてく
ださった皆さんのおかげで
す。これまで出会った全て
の人に心より感謝申し上げ
ます。浜田とのご縁を一生
大切にします。
これまで学んだ日本語の中で、「ご縁」という言葉
が一番好きです。ご縁があって、国際交流員として浜
田に住み、浜田の文化に触れています。ご縁があって、
皆さんとの出会いがあり、人生が豊かになりました。
浜田での思い出がたくさんあります。その中の１つ
にさとし君との思い出があります。ある日、原井小学
校放課後交流教室に行って、２年生の子どもたちにベ
トナムの挨拶を教え、ベトナムの遊びを一緒にしまし
た。子どもたちはベトナムに興味を持ってくれて、楽
しかったです。その後、さとし君は私のことをよく覚
えていてくれました。さとし君のお母さんの話による
と、あの頃から、さとし君がアオザイ、ビッグベン時
計など世界各国のことをよく調べてきたようです。交
流活動を通じて、さとし君が「この世界に違う人がい
る」ということが分かって、興味を持つようになりま
した。とても素晴らしいですね。
この４年間、出会った人たちから感動的な振る舞い
をもらっています。お母さんたちからたくさんのおい
しい料理をよく頂きました。長沢のお母さんのタコご
飯、三隅のお母さんの漬け物、後野のお母さんのちゃん
ぽんなどです。全て心を込めて作られた料理です。とて
も幸せでした。浜田には、人の温かい心だけではなく、
3１

ニュン グエン ティー ゴク

伝 言 板

ご縁のあった浜田へ感謝いっぱい

まちかど

国際交流員コラム

浜田国際交流協会

15人

1500円

８月19日㈪
石見公民館

15人

1500円

８月19日㈪

国際交流教室・語学教室

石見公民館

教室・講座
石見海浜公園

秋季テニス教室
一般（高校生以上）初心者・上
級者コース／ジュニア（中学生
以下）初心者・上級者コース
日時 ８月 日㈪～毎週月曜日
（延べ 回）午後７時～９時
場所 石見海浜公園テニスコート
定員 各コース 人（計 人）
料金 一般
３０００円
ジュニア ２０００円
問合せ 石見海浜公園予約セン
ター ☎２２３１
島根県福祉人材センター

介護職員初任者研修

８月19日㈪

（各講座とも会員料金あり）

昼

夜

昼

夜

国民宿舎千畳苑レストラン

しおかぜでバイキング
夏休み期間はハーフバイキング
日時 ８月３日㈯～ 日㈰
午前 時～午後２時
問合せ 国民宿舎千畳苑
☎１２５５

地域とともに人権講座
〈地域ぐるみで育てる人権意識講座〉

日時 ８月９日㈮
午前９時 分～ 時 分
場所 浜田高等学校 記念館
演題・講師「どんな感情も大切
に～院内学級の子どもたちが
教えてくれたこと～」副島賢
和さん（昭和大学大学院保健
医療学研究科准教授）
問合せ 浜田ろう学校
☎０１４６

西部高等技術校訓練生
基礎から学べるパソコン＆経理
マスター科
入校検定日 ９月６日㈮
検定会場 ポリテクカレッジ島根
定員
人
受講料 １６０００円程度
（テキスト代など）
選抜方法 面接及び筆記試験
訓練期間 ９月 日㈬～令和２
年１月 日㈮
訓練場所 ポリテクカレッジ島根
申込み ８月 日㈮までに入校
願を近くのハローワークへ
問合せ 西部高等技術校総務企
画課 ☎０８５６２４５０
シルバー人材センター

シニアのための技能講習
（清掃スタッフ育成講習）
対象
歳以上
日時
月３日㈭・４日㈮
午前 時〜午後４時
場所 浜田市シルバー人材セン
ター
内容 清掃業務従事者の基本的
な知識・技術講習（実習あり）
人
定員
料金 無料
申込み ９月 日㈭までに浜田
市シルバー人材センターへ
☎４６８０

資格・試験
消防設備士講習
対象 消防設備士免状（甲種及
び乙種）の交付を受けた日以
降最初の４月１日から２年以
内の人、及び前回の受講日以
降最初の４月１日から５年以
内の人
消火設備講習
日時 ９月 日㈬
場所 くにびきメッセ（松江市）
警報設備講習
日時
月２日㈬
場所 浜田建設会館
日時
月３日㈭
場所 くにびきメッセ（松江市）
避難設備・消火器講習
日時
月 日㈬
場所 朱鷺会館（出雲市）
料金 ７０００円
申込み ８月 日㈪から９月６
日㈮までに島根県消防設備協
会へ ☎０８５２７３０５

甲種防火管理講習
再講習（浜田会場）
対象 防火管理者で前回講習か
ら一定程度経った人（詳細は
お問い合わせください）

ト広場
浜田マリン大橋
問合せ 弥栄ふるさとまつり実
ライトアップ
行委員会 ☎２１１２
日時 ８月 日㈫～ 日㈭
日没～午前０時
夏季書道講習会
場所 浜田マリン大橋
問合せ 水産振興課水産係
日時 ８月 日㈯
☎９５２０
午前９時～午後３時
場所 松原小学校
ジョブカフェしまね
料金 一般
１０００円
就職フェアしまね（夏期）
中・高校生 ５００円
日時 ８月 日㈬
小学生以下 ３００円
午前 時～午後４時
問合せ 山崎重子さん
場所 くにびきメッセ（松江市）
☎０９０ ９-５０５ ９
-５４７
内容 採用担当者による会社概
要や採用計画の説明
納涼の夕べ
問合せ ジョブカフェしまね
「キャンドルナイト灯の祭典」
☎０１２０４５１０

夏だ！花火だ

今年も熱いぜ！

美川夏まつり

月１日㈫
日時
場所 浜田建設会館
定員
人（先着）
料金 ６５００円
申込み ８月 日㈪から９月６
日㈮までに申請用紙を島根県
消防設備協会へ
☎０８５２７２５５
又は日本防火・防災協会へ
☎０３‐３５９１‐７１２１

危険物取扱者試験 及び
危険物取扱者保安講習
第４回危険物取扱者試験
試験日
月 日㈰
受付期間
・書面申請
８月 日㈪～９月９日㈪
・電子申請
８月 日㈮～９月６日㈮
試験地 浜田市・出雲市・大田市
試験種類 甲種・乙種第１類～
第６類・丙種
問合せ 消防本部予防課危険物
係 ☎１１６７
危険物取扱者保安講習
対象 危険物の取扱作業に新た
に従事する人又は前回講習か
ら一定程度経った人（詳細は
お問い合わせください）
日時・場所
・９月 日㈭ いわみーる
・９月 日㈬ ジャストホール
（益田市）
月 日㈭ あすてらす
・

生涯学習課スポーツ振
☎９７２１

日時 ８月 日㈪
午前 時 分～午後０時 分
場所 石央文化ホール 大ホール
演題・講師「 力のある学校園と学
級集団づくり」新保真紀子さん
（神戸親和女子大学客員教授）
料金 無料
問合せ 人権同和教育啓発セン
ター ☎９１６０

ふれあいフォーラム

浜田市人権・同和教育研究集会

問合せ
興係

10

ＭＯＡ美術館

浜田児童作品展
日時 ８月 日㈮～ 日㈰
午前９時～午後４時
（ 日㈮は午後１時から）
表彰式 ８月 日㈯ 午後２時
場所 世界こども美術館
問合せ 加藤さん
☎１９４３

１0

対象 介護分野の資格がない人
日時 ９月６日㈮～ 月 日㈭
場所 いわみーる
内容 初任者研修早期取得と介
護職場への就職支援など
定員
人
受講料 無料
（テキスト代６０４８円必要）
申込み ８月 日㈭までに島根
県福祉人材センター石見分室
へ ☎９３４０

（大田市）
申込み 各回 日前までに４７
００円分の島根県収入証紙及
び 円分の郵便切手を添えて
島根県危険物保安協会連合会
へ ☎０８５２７２０２
問合せ 消防本部予防課危険物
係 ☎１１６７

お出かけ

石見神楽作品展

石州和紙会館

森 唯我
日時 ８月１日㈭〜９月 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

日時 ８月 日㈯ 午後６時
分～８時（小雨決行・荒天の
場合 日㈯に順延）
場所 大麻公民館
問合せ 大麻公民館
☎０８９７
浜田開府四百年記念

夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会

浜っ子作業所

日時 ８月 日㈰
午前 時～午後２時
場所 浜っ子作業所
問合せ 浜っ子作業所
☎２８２４

フリーマーケット

25

1500円

浜田：フランス文化を
楽しむ集い

日時 ８月 日㈬ 午後５時
分（打ち上げ花火 午後８時
分頃・小雨決行）
場所 第四中学校前周布川河川敷
問合せ 美川公民館
☎３６５７

弥栄ふるさとまつり

日時 ８月 日㈯
午前６時～６時 分
場所 浜田市陸上競技場（雨天
の場合、県立体育館）
出演 体操指導
多胡肇さん
ピアノ演奏 加藤由美子さん

19

10

30 19

15人

10

50

１１

11 12

24

石見公民館

日時 ８月 日㈷
午後１時 分～４時 分
場所 石見公民館 研修室
定員
人
料金 ７００円（大学生以下無料）
申込み ８月６日㈫までにＮＰＯ
法人エスペランサ 江角さんへ
☎０９０ ９-７３３ ０-９１０

30

26

23

24

17

23

25

24

26
広報はまだ：令和元年８月号
広報はまだ：令和元年８月号

27

30

１0

25

23

19

１0

１0

15

日時 ８月 日㈭
午後３時 分～８時 分
場所 市役所弥栄支所前イベン

40

石州和紙ｔｅｎｎｅｌ
「いっちょやってみん祭」
日時 ８月４日㈰
午前９時～午後３時
場所 西田製紙所
内容 和紙工房で石州和紙のも
のづくりを体験
料金 紙漉き
５４０円～
ものづくり ５００円～
問合せ 石州和紙会館
☎４１７０

20

23

１0

１5

１0

18

30

19

８月19日㈪

30

１3

14

！！

１4

1500円

18

10 10 60

15人

11

10

石見公民館

30

11

締切日
30

17

30 １5

１７

17

30

料金
30 11

10

定員
11

10

22

１0

場所
国際交流教室・語学教室
日時
８月21日㈬～11月６日㈬の
ジョアンナの
隔週水曜日 午後１時30分～３時（全５回）
英語講座
８月28日㈬～11月13日㈬の
～初級～
隔週水曜日 午後７時～８時30分（全５回）
８月28日㈬～11月13日㈬の
ジョアンナの
隔週水曜日 午後１時30分～３時（全５回）
英語講座
８月21日㈬～11月６日㈬の
～中級～
隔週水曜日 午後７時～８時30分（全５回）
申込み 浜田国際交流協会へ ☎１２４１
20

40

31

29

浜田国際交流協会
講座

19

10

20

62

島根県原子力講演会

日時 ９月１日㈰～ 月 日㈷
場所 浜田市野球場ほか
料金 １５０００円
申込み ８月
日㈪までに浜
田製菓㈲中村
利男さんへ
☎０９２３
問合せ 浜田市
野球連盟事務
局 芦谷英夫さん
☎０９０ ４-６９８ ２-６５１

浜田市戦没者追悼式
日時 ９月３日㈫
午前 時～ 時
場所 総合福祉センター
問合せ 社会福祉協議会
☎００９４

島根県事業承継・
後継者育成セミナー
日時 ９月４日㈬ 午後２時〜
場所 いわみぷらっと 会議室
演題・講師 円滑な事業承継か
ら会社を未来につなげる
～キーワードは不易流行～
藤井好宏さん（中小企業診断
士 ㈱藤井事務所代表取締役）
定員
人（先着）
料金 無料
申込み 浜田商工会議所商工振
興課へ ☎３０２５

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 ９月５日㈭
午後１時〜３時
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８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

山陰浜田港お魚料理教室
日時 ９月５日㈭
午前 時〜午後１時
場所 総合福祉センター
講師 長野操子さん
定員
人（未受講者優先）
料金 ５００円
申込み ８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

医療系学生と話そう
対象 中学生・高校生
日時 ９月７日㈯
午後３時～５時 分

場所 浜田公民館
料金 無料
申込み ８月 日㈫までに健康
医療対策課地域医療対策係へ
☎９３１０

ＧＯ島根！
ＩＴエンジニア転職フェア
日時 ９月 日㈯
午後１時〜４時
場所 ＦＯＲＵＭ８「キングス
スクエア」（東京都）
内容 県内ＩＴ企業と直接話せ
るマッチングイベント
料金 無料
申込み 「ＩＴ ＷＯＲＫＳ＠
島根」公式ウェブサイトより
問合せ 島根県商工労働部産業
振興課 ☎０８５２５６２０
島根県消費とくらしの安全室

消費者リーダー育成講座
日時 ① 月５日㈯ ② 日㈰
③ 日㈭ ④ 月９日㈯
午後１時 分～４時 分
場所 益田市人権センターあす
なろ館（益田市）
講師 大学教授、弁護士、ファ
イナンシャルプランナーなど
定員
人
料金 無料
申込み ９月 日㈭までに島根
県消費とくらしの安全室へ
☎０８５２５１０３
20

広告募集中 詳しくは市ホームページで

／ ・
出演
INFINITY
M ・
Y ／
Z
MAY HIP HOP SPECIAL
Halau
DANCE UNIT!!!／
／
Na Pua Lei O Nani Kai
タニマニア（ゲスト）
料金（会員料金あり）
指定席 前売
１０００円
当日
１２００円
自由席 前売・当日 ５００円
※ ３歳未満膝上無料（席が必
要な場合は有料）
※ 指定席はグラントワとロー
ソンのみで販売
※ 車いす観賞エリア、赤外線
補聴装置あり。お問い合わせ
ください。

30

大学生前売り １０００円
（当日１３００円）
問合せ 石央文化ホール
☎２１００

アクアスから
☎３９００

11

12

「 福 島 第 一 原 発 の 過 酷 事 故 は、
どうすれば防ぐことができたの
か？～科学者／技術者の提言」
日時 ８月 日㈰ 午後２時
浜田開府四百年記念
場所 浜田合同庁舎２階大会議室
浜田地震と
「震災紀念之碑」
講師 宮野廣さん
ー石碑は何を語るー
料金 無料
申込み ８月 日㈬までに島根
日時 ８月 日㈯
県防災部原子力安全対策課へ
午後２時～４時
☎０８５２５６６７
場所 中央図書館 多目的室
講師 阿部志朗さん（益田翔陽
高校教諭）
第１９９回ふるさと歴史紀行
料金 無料
学習会
問合せ 浜田川をかわいがろう
西石見の中世の歴史
（後編）
会 桑田龍三さん
日時 ８月 日㈰
☎０９０ ５-２６５ ０-７６６
午後１時～４時
場所 浜田公民館
石見海浜公園
料金 ２００円（資料代）
ビーチフットサル 海浜公園
問合せ 下村さん 午後５時以降
☎０９０ ７
日時 ９月１日㈰ 午前９時受付
-５００ ９
-６３７
場所 石見海浜公園
定員
チーム（先着）
いわみ三つ星コンサート
料金 １チーム ４０００円
「音楽・食・空間」を楽しむ
申込み ８月 日㈮までに申込
ちょっと贅沢な時間
書と参加料を石見海浜公園予
日時 ８月 日㈯ 午後６時～
約センターへ ☎２２３１
（午後４時 分からフードコー
トほかイベントあり）
浜田市長旗争奪野球大会
場所 石央文化ホール ロビー
出演
Sol La Si Do Jazz Orchestra
ゲスト
さん、聖菜さん
対象 市内の職域、同好会チー
Lily
料金 大人前売り ２０００円
ム（中・高校生は中学３年生
（当日２５００円）小学生～
以上３人まで可）

浜田開府四百年記念

リレーマラソン

27

14

10

15

30

10

26

午後９時 分～翌午前７時
８月の神楽（雨天中止）
場所 アクアス館内
４日㈰ 周布青少年保存会
定員
人（抽選）
日㈷ 佐野神楽社中
料金 １０００円
日㈫ 後野神楽社中
日㈬ 大都神楽団
（別途入館料が必要）
日㈭ 波子神楽社中
申込み ８月９日㈮までにホー
日㈰ 有福神楽保持者会
ムページで
「折り紙ワークショップ～折り紙で
日㈰ 亀山神楽社中
恐竜や海洋生物を作ろう！～」 時間 午後１時～３時
日時 ８月３日㈯・４日㈰
場所 アクアス横はっしー広場
午後１時～５時 分
ステージ
（４日は午後４時まで）
問合せ 島根物産商事㈱
場所 ２階 アトリウム
☎３３８８
料金 無料（入館料に含む）
「巨大折り紙パフォーマンス 」
グラントワだより
日時 ８月４日㈰ 午前 時
☎０８５６１８６０
場所 ２階 アトリウム
企画展「猪熊弦一郎展『いのく
料金 無料（入館料に含む）
まさん』」関連イベント
「水族館で最新恐竜学」
「いのくまさんの対話彫刻をつ
日時 ８月 日㈯
くろう」
午後４時 分～５時 分
日時 ８月 日㈯ 午後２時～
場所 本館シロイルカパフォー
（約１２０分）
マンスプール
場所 グラントワ講義室
講師 真鍋真さん（国立科学博
定員 先着 人（要申込み）
物館博士）
（小学校３年生以下保護者同伴）
料金 無料（入館料に含む）
料金 無料（企画展観覧券又は
「絵本で学ぶ生物進化」
ミュージアムパスポートが必
日時 ８月 日㈰
要）
①午前 時～ 時 分
申込み 電話又はメールで
②午後１時～２時 分
いわみダンスプロジェクト
場所 １階 レクチャーホール
２０１９
講師 真鍋真さん
日時 ８月 日㈷ 午後６時 分
定員 各 人（抽選）
場所 グラントワ大ホール
料金 無料（入館料に含む）
内容 地元を中心としたダンス
申込み ８月２日㈮までにホー
チームによるダンス公演
ムページで
30
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広報はまだ：令和元年８月号
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20
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対象 １部：小学生
２部：中学生以上
月 日㈯ 午前９時 分
日時
場所 浜田城山周辺コース
勤労青少年ホーム前～税務署
前～浜田護国神社先折り返し
約１．
０㎞コースを４周
定員 各部 チーム（抽選）
料金 １チーム３０００円
申込み ８月 日㈫までに申込
書を浜田市陸上競技協会事務
局斎藤博之さんへ
☎０９０ ７
-８９２ ４
-２０８

夏休み期間
（８月 日㈯まで）は
毎日開館・シロイルカ親子３頭
のバブルリングをご覧ください
特別展「太古からつながる海
～化石は語る～ 」
日時 ９月 日㈷まで
場所 ３階特別展示室 ほか
わんぱく探検隊
対象 小・中学生
日時 ９月までの土・日・祝日
（８月 日㈯まで及び８月 日
㈯から 日㈯までは毎日開催）
①午前 時～ ②午後２時～
場所 バックヤード
定員 各回 人
料金 無料（入館料に含む）
申込み 当日１階総合案内所へ
ナイトアクアス
～夜の水族館へようこそ～
日時 ８月 日㈮～ 日㈰
午後６時～９時 分（日中か
ら続けて観覧もできます）
場所 アクアス館内
内容 ライトアップされた水槽
やどきどきスプラッシュ！、
飛び出す３Ｄ恐竜展など
料金 無料（入館料に含む・一
部催しなどは有料）
サマースクール
「泊まれる！ナイトアクアス 」
対象 小学生以上（小学生は保
護者同伴・幼児は要相談）
日時 ８月 日㈯

25 18 15 14 13 11

１0

30

30 30

浜田市成人式
対象 平成 年４月２日から平
成 年４月１日までに生まれ
た人で、現在浜田市に住んで
いる（浜田市出身でなくても
可）又は浜田市出身で現在市
外に住んでい
る人
日時 令和２年
１月３日㈮
午後１時 分
場所 石央文化
ホール
※ 個人宛の案内はしていません。
※ 新成人の家族も入場できます。
問合せ 生涯学習課生涯学習係
☎９７２０
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展覧会のお知らせ

【石本正記念展示室】
２０１９年度・石本正作品選２
期間
月 日㈷まで
【企画展示室】
第９回石州和紙に描いた日本画展
期間 ８月 日㈰まで
第５回石本正日本画大賞展
期間 ８月 日㈫～ 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

８月のイベント

１０

講師
大室・メリッサ・ハントリー
心貴

雑誌スポンサー制度とは
図書館が定期的に購入し、市民の皆
さんに閲覧いただいている雑誌に、ス
ポンサーとなっていただいた事業者の
名称とその広告を掲載するものです。
制度対象 企業、商店、団体など
※ 個人は除く。
提供雑誌 所蔵雑誌一覧から選択
所蔵雑誌は、事前にお問い合わせい
ただくか、浜田市立図書館ホームペー
ジでご確認ください。
スポンサー料
雑誌１誌あたり年間１万円
掲載期限 １年間又は３年間（同一雑
誌の更新も可能）
広告サイズ
・カバー表面（スポンサー名）
Ｗ１３０×Ｈ ㎜

「雑誌スポンサー」募集

図書館で広告を出しませんか

図書館情報

総合政策学部１年生
黒川

キャンパスライフ

●夏休みこども木工教室
日時 ８月 日㈯ 午後１時～３時
講師 西田清久さん（木工房きなり）
参加費 ５００円
定員
人（要予約）
●臨床美術ワークショップ「色のアラベ
スク」
日時 ８月 日㈰ 午後１時～３時
講師 島根臨床美術の会
参加費 ２０００円
※ ２人目以降、一人１０００円追加
人（要予約）
定員
１７

【「石州和紙に描いた日本画展」関連
ワークショップ】
●「石州和紙×日本画材で色あそび！」
日時 ８月 日㈯ 午後１時～４時
講師 谷保玲奈さん（日本画家）
参加費 １０００円
人（要予約）
定員
１５

１０

新任教員メッセージ

鐘築等「の・ような似顔絵店５」
期間 ８月４日㈰まで 最(終日は午後３時 )
山口純寛版画展
期間 ８月７日㈬～ 日㈰
観覧料 無料

【秋学 期 】 聴 講 生 ・ 科 目 な
ど履修 生 募 集 に つ い て
「地域経済について学んでみ
たい」
「働く中で法律の知識が
必要だと感じた」という経験は
ありませんか？
島根県立大学では、開講して
いる科目のうち、政治学・経済
学・法学など多くの科目を社会
人の皆さんにも広く開放してお
り、パートタイムで受講するこ
とができます。
あなたも大学生と共に学んで
みませんか。開講科目など詳し
くは、アドミッション室までお
問い合わせください。
受付期間 ８月９日㈮～ 日㈮
受講期間
月～令和２年３月
問合せ アドミッション室
☎２２０３

・カバー裏面（広告チラシ）
Ａ４（Ｗ２１０×Ｈ２９７㎜）以内
※ 広告は、スポンサーが作成します。
申込み方法
申込書に記入捺印のうえ、必要書類を
中央図書館までご持参ください。Ｅメー
ルや郵送でも受け付けています。
必要書類 申込書、広告図案、会社概要
など（定款の写し、パンフレットなど、
業種などがわかるもの）
受付期間 随時
※ ご持参の場合は中央図書館の開館時
間内にお越しください。
問合せ・申込み
中央図書館 ☎０４８０
： tosyokan@city.hamada.lg.jp
E-mail

留学生が「石見の海に親し
む集い」に参加しました
６月９日㈰「留学生等を囲む
会」の主催で『石見の海に親し
む集い』が開催されました。
当日は天候に恵まれ、中国、韓
国、台湾からの留学生と囲む会
の会員、市民、日本の学生、教
職員など約 人が、石見畳ヶ浦
入口から石見海浜公園キャンプ
場までを散策しました。ウォー
キングの後はバーベキューや留
学生による歌やゲームで交流を
深め、参加した学生からは「自
然が美しい浜田を知った」「いろ
いろな人と話せて楽しかった」
などの感想を聞きました。
開学した平成 年から「留学
生等を囲む会」により長く支え
られてきたこの交流イベントは、
第 回目を迎えた今年が最後と
なりました。今後は大学と学生
が主体となって同様の活動を続
けていくことを検討しています。

畳ヶ浦での様子



入学してから４か月が経ち、
浜田での暮らしや大学での勉強
にも慣れてきました。
大学は講義の時間が高校の倍
近くあり、ゼミという初めての
活動に最初は戸惑っていました。
高校とは異なり自分に必要な学
びを自ら選択することができる
ので、興味関心のあった分野を
じっくり学ぶことができ、とて
も充実しています。学びに対し
てより一層責任を持ち、積極的
に学ぶ姿勢を大切にしたいです。
また、私自身ボランティア系
のサークルにも所属しているの
で、様々な活動などをとおして、
地域の皆さんと交流を深め、浜
田市に貢献したいと考えていま
す。
これからの大学生活で、今し
かできないような経験をたくさ
ん積み、必要な知識を身に着け、
有意義な４年間にしていけるよ
う努力していきたいと思います。

40

谷保玲奈さん
（日本画家）
谷保玲奈「夏の蝶」
（「第９回石州和紙に描い
た日本画展」より）

開館時間
８月の休館日
☎0480  9：00～19：00 13日㈫・26日㈪
☎1823
☎1439  9：00～17：00 ５日㈪・13日㈫
19日㈪・26日㈪
☎2258
10：00～19：00
三隅 ☎0338
（土日祝日は18：00まで）

80

１４

有

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで
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順位
タイトル
著者
1 そして、バトンは渡された
瀬尾 まいこ
2 沈黙のパレード〔ガリレオ〕
［９］東野 圭吾
昨日がなければ明日もない
宮部 みゆき
3
〔杉村三郎シリーズ〕
4 愛なき世界
三浦 しをん
５ 傑作はまだ
瀬尾 まいこ
６ 呪護
今野 敏
７ すぐ死ぬんだから
内館 牧子
８ 蒼色の大地
薬丸 岳
９ 針と糸
小川 糸
１０ 梟の一族
福田 和代

貸出ベスト10（令和元年６月期）

「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。
12

～海の見える丘から～

中央
金城
旭
弥栄

20

１０

18

電話：0855-24-2200
ホームページ：http://hamada.u-shimane.ac.jp
16

１８

１４

１８

２７

190
vol.
10

２０

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 700円（600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

１０

８月の展示替休館日
８月19日㈪～26日㈪
４月に島根県立大学講師とし
て 着 任 し ま し た 大 室・ メ リ ッ
サ・ハントリーと申します。出
身はアメリカ合衆国のアイオワ
州です。
専門は比較文化心理学で、コ
ミュニケーションについての科
目を担当しています。
平成 年から語学学習支援室
の非常勤講師として勤務してお
りました。
国際交流には、それぞれの背
景 を 考 慮 す る こ と が 必 要 で す。
一つの文化圏域でも、人々がそ
れぞれの個人的な思考プロセス
を持っています。言葉を交わす
ことで心を開けば、お互いをよ
り知ることができます。
浜田市に８年間住んでいます
が、日常生活の全てが研究する
機会です。ここまで相違より相
似、似ているところをたくさん
見つけました。
これからもどうぞよろしくお
願いします。
２８

✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚
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クルクルパラパラ動く
アートの秘密展 開催中

８月 のイベント

栄
隅
計

旭

弥
三
合

Facebook

浜田市広報
@koushitsu.hamada

No.220

令和元年

８

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。

※ 本展覧会は宝くじの助成を
受けて実施します。
■ホリデー創作活動
《本棚を作ろう》
◎８月３日㈯・４日㈰
参加費 ５００円
定員 各先着 人

総数
39,694
4,185
2,697
1,265
5,923
53,764

田
城

７月７日㈰、イタリア船
籍のクルーズ船「コスタ・
ネオロマンチカ」が浜田港
福井埠頭に寄港しました。
入港時には、浜田高校吹奏
楽部による演奏でお出迎え
をしました。
コスタ・ネオロマンチカ
は、８月４日㈰、 月 日
㈰にも寄港する予定です。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

☎42–1234
☎45–1234
☎48–2111
☎32–2800

《パクパクキャラクター》
◎８月 日㈯
参加費 １００円
※ ２階エントランスで開催。
《ブルルンコプター》
◎８月 日㈯・ 日㈰
参加費 ３００円
《空き箱で車を作ろう》
◎８月 日㈯
参加費 ３００円
※ いずれの活動も午後１時か
ら３時 分まで１階創作室で
受付。
■こども美術館まつり２０１９
展覧会出品作家の荒井知恵さ
ん（ぱらぱらマンガ友の会）の
工作ブースをはじめ様々な工作
を体験できる夏の恒例イベント。
日時 ８月 日㈰
午前 時～午後４時
※ 当日は、小・中学生の展覧
会観覧料が無料になります。

８月は無休です。

２５

各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

（単位：人）

女
20,793
2,154
1,353
669
3,088
28,057

浜
金

◀パラパラ漫画

◀クルクルと回転させて見る作品。

《ゆらゆら動く貯金箱》
◎８月 日㈯～ 日㈫
参加費 ３００円
定員 各先着 人

《コリントゲーム》
◎８月 日㈬～ 日㈮
参加費 ５００円
定員 各先着 人

本庁

〒 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

１８

口（６月末現在）

人

今月の表紙

１７

２４

３１

30

１０

男
18,901
2,031
1,344
596
2,835
25,707

15

本棚
ゆらゆら動く貯金箱
コリントゲーム

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、こども美術館では「動
く作品」にスポットをあて、そ
の作品がどのような仕組みで構
成されているのか秘密と歴史を
◀影絵のモビール作品
紐解く展覧会を開催しています。
パラパラ漫画や影絵、ソーマト
ロープといった古くから親しま
れてきた「動く」遊びをはじめ、
カメラやコンピュータを使って
映像で表現する、コマドリアニ
メやピクセルアニメ作品まで、
「動くアート」の魅力を見て、
◀ピクセルアニメ
触って楽しめる体験型の展覧会
です。お誘いあわせの上、ぜひ、
ご来館ください。
会期 ９月 日㈷まで
料金 一般
５００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

美術館まつり

60

１３

50

１６

50

浜田市世界こども美術館

２３

世帯
19,602
1,886
1,332
678
2,830
26,328

12

完成写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。
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