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
令和元年
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弥栄町、全制覇！

特集

ふるさとに したくなるまち

どんなライフスタイルを送りたいのかを考えてみましょう。

01
STEP

都会などに住んでいる地元出身
の若者向けに、定住情報などを発
信する新しい仕組みを準備中です。

■浜田市ホームページ
→ 「はまだ暮らし」

02

（仮称）浜っ子LINEクラブ

相談してみましょう。

STEP

専属の定住相談員をはじめ、政策企画課職員や浜田市が業務委託し
ている移住定住支援組織のＮＰＯ法人わきあいあいが対応します。

03

■ＮＰＯ法人わきあいあい（田橋町） ☎１０１０

浜田に来てみましょう。

STEP

浜田で仕事や
暮らしを体験する
ツアーもあります。

仕事を探しに浜田に来る場合は、次の補助があります。
■宿泊費：１泊2,000円 ・・・浜田市制度
■交通費：県外から来た人に片道分の交通費
（上限２万円、年度内２回まで） ・・・ふるさと島根定住財団制度

04

進学や就職などで浜田市を離れたけれど、
ふるさとに戻りたい人、また、豊かな自然
や伝統芸能など魅力いっぱいの浜田市に移
り住みたいと思っている市外出身の人…
浜田市では、Ｕターン・Ｉターンを検討
している人の相談をお受けしています。

情報を集めましょう。

ふるさとに したくなるまち

定住相談員と一緒に、仕事や住まいを探しましょう。
しごと体験やインターンシップができる事業所もあります。
浜田市空き家バンク制度を活用して、住まいを探す方法もあります。

民間企業に 年勤務。その間、
島根県をはじめ、山口県、福岡
県、鳥取県で営業などに従事。
平成 年４月から浜田市定住
相談員に。

05

【経歴】

30

GOAL

引っ越しが終われば、

40

はじまります！
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しまねＵターン・Ｉターンフェアの様子

16
17

in

問合せ
政策企画課移住定住係
☎９２００

3

くらしまねっと…ふるさと島根定住財団が運営するマッチングサイトのこと。

in

大阪

※

in

東京

転勤のため浜田市へ転入した人
は対象外です。

島根県商工会連合会から補助金
の交付決定通知書の交付を受けて
いる必要があります。

26

15

11

■ 相談会を開催

島根県で起業予定の人

12

■しまねＵターン・Ｉターンフェア 東京
日時
月 日㈯・ 日㈰
場所 池袋サンシャインシティ

「くらしまねっと（※）」に掲載され
た求人に応募し、新規就業した人

26

■しまねＵターン・Ｉターン相談会
日時
月 日㈰
場所 梅田スカイビル

起業要件

う が わ あきひと

宇川明人

■しまねＵターン・Ｉターン相談会
日時 令和２年１月 日㈰
場所 東京交通会館

就業要件

31

■ 移住費用を支援

ⓐ 東京23区に在住（５年以上）又は ⓑ 東京圏に在住し東京23区に通勤
（５年以上）し、浜田市へ転入した人

東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神
奈川県）から浜田市に移住した人に、移
住支援金（家族：１００万円、単身：６
０万円）を支給する「わくわく浜田生活
実現支援事業」を開始しました。
（平成 年４月 日以降の転入・就業・
起業が対象）

移住要件

浜田市定住相談員

■ 定住相談員の視点
「キャリア採用」の時代！

STEP

浜田市内の企業は、熱意がある人や経
験がある人など、会社の戦力となる人材
を求めています。以前は
「中途採用」
と言
われていた採用が、今ではキャリアを積
んだ人材を求める「キャリア採用」とし
て、地元企業の熱い視線を集めています。
お子さんやお孫さんで、Ｕ・Ｉターン
を検討している人がいたら、お気軽にご
相談ください。

仕事や住まいを見つけましょう。

Ｕターン・Ｉターンをお考えの
お子さん お孫さんはいませんか？

家族でのＵ・Ｉターンを考えている人は、自分の大切にしたい価値
観に加えて、家族それぞれの大切にしたい価値観についても、しっか
りと確認しておきましょう。

Ｕ・Ｉターンを考えだしたら…

STEP

広報はまだ：令和元年11月号

2

家族との時間が 浜田暮らしの魅力
■ Ｕターンのきっかけ
広 島 県 で 働 い て い ま し た が、 ス キ ル
アップのために専門学校に入って、勉強
し直しました。
その後、
仕事を探しているときに「帰っ
てきてくれるとうれしい」と親から言わ
れたことが、Ｕターンを考え始めたきっ
かけです。

■ Ｕターンの決め手
以前も機械整備の仕事をしていたの
で、仕事内容で決めました。聞くのと体
験 す る の で は 違 う の で、 な る べ く イ ン
ターンシップで仕事を体験することをオ
ススメします。

■ Ｉターンのきっかけ
母の実家がある浜田には、ときどき家
族で帰っていました。祖母が亡くなった
ため「空き家になった家をどうするか」
という話になったとき、浜田で遊んだ楽
しい思い出がよみがえってきました。
「祖母との思い出の家を残したい」と
いう気持ちが、Ｉターンを考えるように
なったきっかけです。

■ Ｉターンの決め手
浜田市のインターンシップで仕事を体
験させてもらい、自分が働いたときの具
体的なイメージができたことが、Ｉター
ンの決め手になりました。

■ 浜田暮らしのポイント
都会に比べて、給料が下がることは覚
悟しておいたほうがいいです。
一方で、Ｕターン者に限ったことです
が、実家暮らしになって、近くにすぐに
相 談 で き る 人 が い る 安 心 感 が あ り ま す。
家でのんびり過ごしたり、家族で買い物
に行く時間が持てるので、そこはＵター
ンしたメリットかなと思います。

■ 浜田暮らしが体験できます
「浜田 しごと合宿インターンシップ」
とは、浜田市へのＵ・Ｉターンを検討し
ている人に、浜田の仕事や暮らしを体験
するツアーや、インターンシップ（就労
体験）の場を提供する事業です。
このツアーに参加してみませんか。
令和２年２月８日㈯・９日㈰

詳細は、専用サイトをご確認ください。

開催日

de

■ 浜田暮らしのいいところ
通勤時間が短いので、通勤にかかるス
トレスが少ないです。
自然が多いので、アウトドアにすぐ行
けることや、交通費が少なく抑えられる
ことです。

■ 浜田暮らしでのとまどい
様々なコミュニティに入るには敷居が
高く、自分から踏み出す必要があるとこ
ろです。

4
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5

平成２年生まれ。浜田市出身。広島県で働いて
いたが、親の希望もあり、Ｕターンを考え始める。
平成30年度に浜田市が企画した仕事・暮らしの体
験ツアーに参加後、インターンシップで仕事を体
験して、就職・Ｕターンする。
昭和60年生まれ。兵庫県西宮市出身。浜田市に
住んでいた祖母の家が空き家になったことをきっ
かけに移住を考え始める。平成29年度に浜田市が
企画した仕事・暮らしの体験ツアーに参加する。
インターンシップの後、就職・Ｉターンする。

祖母との思い出の家を 残したい

休日は趣味の釣りを楽しみます

さん

悠

友永

休日は家でゆっくり休むことが多いです

しごと・くらし体感ツアー in はまだ
https://hamadataiken.jp/

加藤 智明

さん
ともあき
か と う
ゆう
ともなが

浜田deしごと合宿インターンシップ
探してたやりがいが ここにあった

■ 結婚支援団体との連携

しまね縁結び
サポートセンター

「はぴこ」は、しまね縁結びサポートセン
ターに登録された縁結びボランティア「島根
はっぴぃこーでぃねーたー」の愛称です。
浜田はぴこ会では、男性９人、女性８人の
会員が、独身男女の出会いの場をつくるため
に活動しています。また、毎月第４金曜日に
は、浜田公民館で情報交換を行ったり、県内
各地のはぴこ会と連携した縁結びボランティ
ア活動を進めています。

■ 浜田はぴこ会

市内の結婚支援団体と浜田市で、２か月に
１回「結婚支援に関する合同会議」を開催し
ています。結婚支援団体それぞれの活動状況
や開催するイベントについて、情報交換や意
見交換を行っています。
この会議で話したことがきっかけとなって、
途絶えていた活動が復活したり、お互いの活
動に参加し合ったりと、よい循環を生み出し
ています。

結婚支援

■ 浜田市の結婚支援の取組

■ 特定非営利活動法人
らんぐ・ざーむ

浜田はぴこ会
特定非営利活動法人
らんぐ・ざーむ

浜田市では、結婚支援に取り組んでいます。
各種イベントの広報や啓発活動、結婚支援団
体の活動支援を行っています。
人とより良い人間関係をつくるためには、
コミュニケーション力が重要であると言われ
ています。職場でも私生活でも、より充実し
た人間関係を築くため、結婚支援団体と協力
して、コミュニケーション力等向上セミナー
を企画しています。
■コミュニケーション力等向上セミナー
第１回 日時
月 日㈮ 午後１時 分～
場所 いわみーる（野原町）
内容 セミナー、交流会
第２回 日時
月 日㈫ 午後１時 分～
場所 龍雲寺（三隅町）
内容 セミナー、スポーツ交流、ス
リランカカレー食事交流会
30

セミナーの様子 ▼
◀

30

らんぐ・ざーむは、結婚や子育てをはじめ
とした地域の課題解決や若者の居場所づくり
に取り組むために設立したＮＰＯ法人です。
活動拠点である「らんぐ交流館」では、結
婚や子育ての悩み相談を受けたり、晩ご飯会
を開催しています。来られる方が相談しやす
い場所になるよう、努めています。また、縁
結びイベントの開催やまちづくりにも積極的
に関わっています。
そのほかに、家庭内暴力、不登校、いじめ
問題などの相談も受けています。

本田さん
年８月結婚

■ 本当に感謝しています
三隅町
平成

ＮＰＯ法人らんぐ・ざーむが開催するイベ
ントや晩ご飯会に参加し、たくさんの人と出
会うことができました。そんな中で紹介して
いただいた夫と結婚し、家族も増え、幸せな
日々を過ごしています。
いつも家族のように迎え入れてくれるので、
家族以上に子育てなどいろいろなことを相談
しています。
夫婦共々、本当に感謝しています。

■ しまね縁結び
サポートセンター
（浜田センター）

浜田で結婚して家族も増えてとても幸せです

しまね縁結びサポートセンターは、島根県
の結婚支援拠点として開設されました。
結婚を望む独身男女を対象にした結婚相談、
「はぴこ」の紹介、イベントなどの主催及び
情報提供、しまねコンピューターマッチング
システム「しまコ」の運営などを行っています。
来所による相談のほか、電話やメールによ
る相談もできますので、お気軽にお問い合わ
せください。

開設時間 午前９時～午後５時
休所日 火・水曜日・祝日、年末年始、第４土曜日
所在地 いわみーる４階（野原町１８２６－１）
☎１１５０ Mail：info@shimane-enmusubi.com

22

27

しまね縁結びサポートセンター（平成27年11月設立）

10

代表理事 若菜洋子さん（正会員12人）
所在地 「らんぐ交流館」（長沢町３３４－３）
☎４５６２
Mail：youkouiihitokimeki12@peach.ocn.ne.jp

浜田市
浜田はぴこ会事務局 岡本正友さん
☎１４３０ FAX８０６６
Mail：okamoto@toyohouse-design.jp

11

6
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浜田はぴこ会（平成21年４月設立）

12

特定非営利活動法人 らんぐ・ざーむ（平成15年10月設立）

結婚支援にも取り組んでいます
素敵なパートナーを このまちで

令和元年度

浜田市表彰

～ 市発展に功労のあった皆さんを表彰 ～

☎９７３１

久美子
幸江
光子
満
兼道
篤行
好幸

（旭町山ノ内）
（旭町市木）
（松原町）
（佐野町）
（弥栄町木都賀）
（相生町）
（久代町）

問合せ

消防本部警防課

☎５１６７

消防団は、地域に住んでいる人たちによって構成される消
防 機 関 で、 消 防 団 員 は そ れ ぞ れ に 自 分 の 職 業 を 持 ち な が ら
「自分たちのまちは、自分たちで守る」という思いを胸に、
消火活動や防災活動などを行っています。
また、平時には災害を起こさないための火災予防や防災啓
発を行うなど、地域における消防・防災のリーダーとして、
地域に密着し、住民の安全と安心を守るという重要な役割を
担っています。
消防団には、年齢 歳以上の会社員、自営業、主婦など、
職業・性別を問わず、様々な人が入団していますが、近年、
消防団員数は減少傾向にあり、地域防災力の低下が懸念され
ています。
浜田市消防団では消防団員を募集しています。あなたも地
域の安全・安心のため、消防団員になりませんか。

～地域の「人と財産」を守る消防団～

消防団員募集

多額の寄附により教育環境の整備やま
ちづくりの推進に大きく寄与されました。
塩谷 泰孝
（東京都中央区）
森下 永敏
（愛知県名古屋市）
山上 和則
（兵庫県川西市）

《感謝状贈呈・篤行》

多年にわたり教育支援委員として特別
支援教育の伸展に寄与されました。
仙田 健治
（熱田町）

《教育文化功労》

細野
槇野
松下
森脇
山本
吉田
吉田

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・掲載は 音順）

《地方自治功労》
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。
稲田 勝志 （旭町今市）
大垰 学
（西村町）
大橋 美津子 （笠柄町）
澳本 靖
（弥栄町木都賀）
柿木 結子 （旭町市木）
五田 正樹 （旭町坂本）
小松 寿興 （三隅町下古和）
榊原 等
（熱田町）
芝岡 和雄 （三隅町折居）
德川 義政 （旭町市木）
中田 弘文 （周布町）
中前 好弘 （三隅町三隅）
永見 修二 （三隅町三隅）
西川 直幸 （折居町）
野上 博行 （三隅町井野）
浜本 義彦 （下府町）
百田 健治 （三隅町西河内）
藤井 均
（佐野町）

歴史資料を展示しています

文化振興課文化財係

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の
申請受付期間を延長します

日㈮まで延長

浜田市トクトク商品券を購入するた
めに必要な「購入引換券」の申請受付
期間を、来年１月末まで延長します。
住民税が非課税で購入対象になると
思われる人には、既に案内文書及び申
請書を送付しています。商品券の購入
を検討している場合、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。
申請受付期間
令和２年１月

問合せ 地域福祉課地域福祉係
☎９３０３（商品券専用）

※ ただし、住民税が課税されている
人と生計を一にしている配偶者や扶
養親族、生活保護受給者などは対象
外です。
※ 市民税の課税状況や、扶養の有無
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。

購入対象者
令和元年度住民税が非課税の人

31

10

教育委員会では、 月から、支所などの空
きスペースを活用し、各自治区の歴史資料を
展示しています。
今年度は、弥栄・三隅の文化財や民具を、そ
れぞれ弥栄会館１階及び三隅支所１階で展示
し、各自治区の歴史を紹介しています。
ぜひお立ち寄りください。
※ 金城・旭は、来年度展示予定です。なお、
金城支所では、現在、仮設展示をしていま
す。

問合せ

10

8
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18

50

▲【弥栄】
弥栄会館１階

▼
【三隅】
三隅支所１階

元気な浜田をつくります

市長日記

（令和元年９月）

浜田市のごみ処理経費

平成30年度

●鉄くず売払収入
●資源ごみ売払収入

ごみ処理経費の状況
【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
しました

追悼式を開催
浜田市戦没者
（９月３日）

百寿の長寿者をお祝いしました
（９月10日）

医療系学生と話そうを開催しました
（９月７日）

はまだ健康チャレンジ「はまチャレ」の
応募者の中から、抽選を行い商品券当選
者を決定しました（９月10日）

石州神楽祭に出席しました（９月７日）

（単位：円）
112,907,936
3,867,800
24,648,703
23,838,000
478,260
165,740,699

【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）
46,759,513
221,366,480
97,402,775
73,287,674
771,003,000
98,672,248
13,928,441
1,322,420,131

歳出額－歳入額

1,156,679,432

石本正日本画大賞展の授賞式に出席しま
した（９月15日）

11月

（内訳）

※ ごみ処理にかかった費用は、約13億2,300万円で、
このうち、ごみ袋などの売上収入約1億1,300万円
で全体の約8.5％を賄っています。
なお、歳入と歳出の差額である約11億5,700万円
は、税金などで補填しています。
問合せ

11月11日㈪・12日㈫（２日間）

全員協議会、議会運営委員会
本会議 開会（各常任委員会ほか）
12日㈫ 本会議 散会
全員協議会、議会運営委員会ほか

秋の全国交通安全運動総決起大会に出席
し、市役所前の国道９号で交通安全の啓
発活動を行いました（９月24日）

日本ペタンク選手権大会
（埼玉県：10月５日・６日）

11
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障がい者雇用優良事業所として、ケー
ピー㈱と㈱楓ジェラートを表彰しました
（９月25日）

☎９４３０

各会議の傍聴は、当日議会事務局で受け付けていま
す。なお、議会運営委員会、各常任委員会及び全員協
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。
問合せ

議会事務局

☎９８００

雲城公民館の岡本修治館長が全国公民館
連合会表彰功労者表彰を受賞し、報告を
受けました（９月24日）

全国大会出場
おめでとうございます

市内企業などの新入社員合同研修会に出
席しました（９月24日）

環境課廃棄物衛生係

浜田市議会臨時会議日程 （予定）

11月11日㈪

石州和紙と熊野筆を通じて交流のある、
広島県熊野町の「筆まつり」に出席しま
した（９月23日）

14,678,732円
1,255,412円
434,948円
56,356円
106,956円

●容器包装リサイクル協会拠出金収入
14,332円
※ これは、プラスチック容器包装・びんを出荷して
得た収入です。

今回の臨時会議は、議会運営委員会や各常任委員会
委員の任期満了に伴い委員の選任などを行う予定です。
会議期間

アルミ缶
スチール缶
ペットボトル
ビールびん
一升びん

8,101,967円
16,532,404円

地域の交通安
全活動に携わ
る浜田市交通
指導員を、22
人に委嘱しま
した
（９月27日）
瀬上澄惠さん

湯浅良子さん

全国大会に出場する皆さんを激励しました。
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。

ジュニアオリンピック陸上競技大会

写真左から
大野唄さん
（金城中３年）
榊原そらさん
（第四中３年）
岡本亮太郎さん
（三隅中３年）
溝端夏海さん
（第三中１年）
田中悠貴さん
（第三中２年）

（神奈川県：10月11日～13日）
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ま

♥

Town Topics
事故ゼロを目指して

～ 秋の全国交通安全運動三隅支部啓発活動 ～

あさひ

育てた稲を自分で収穫
～ 美川幼稚園稲刈り ～

の

みすみ

９月21日㈯から始まった秋の全国交通安全運動にあわせ、三
隅町内で浜田市交通安全協会三隅支部による啓発活動が行われ
ました。これは、悲惨な交通事故を少しでも減らそうと、同三
隅支部が地域住民や学校などの各種団体に呼びかけて毎年実施
しているものです。
この運動期間中には、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号沿いで運転者に交通安全を啓発する人の
目交通監視のほか、
有志による各地区での立哨活動が行われ、地
域全体で交通安全活動に取り組みました。

おいしい梨はどれかな

ち

13
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やさか

９月29日㈰、秘境奥島根やさかウルトラマラニックｉｎ浜田が
弥栄町で開催され、241人の参加がありました。
ランナーは100kmの部、70kmの部に分かれ、沿道の温かい声
援を受けながら弥栄町内を駆け巡りました。コース途中のエイ
ドステーションでは、地元の皆さんが工夫を凝らした料理で疲
れた選手をもてなしました。選手たちは、地元の住民と交流し
たり、景色の良いところで休憩したり、写真を撮ったりと、マ
ラソンと弥栄の秋の自然を楽しみながら走っていました。
国道９号で人の目交通監視

地域の人の声援を受ける選手たち

やさか

大きく実った梨を収穫

～ 旭小学校

梨の収穫体験 ～

～ 秋の交通安全運動街頭指導 ～

運転者に安全運転を呼びかける指導員

子どもや高齢者に思いやり運転を
～ 秋の交通安全テント村 ～

鎌を上手に使って刈りました

交通事故ゼロを呼びかけ

９月24日㈫、秋の全国交通安全運動の街頭指導が行われまし
た。これは、全国交通安全運動の活動の一環として、期間中に
弥栄町内２か所で４回実施されたものです。
街頭指導には、浜田市交通安全協会弥栄支部、地域安全推進
員、少年補導員のほか、地域の団体を中心に38人が参加しまし
た。
初日の街頭指導では、通りかかった児童や住民に、啓発グッ
ズやチラシを配布するなど、交通安全を呼びかけました。

あさひ

９月24日㈫、交通安全テント村が旭町本郷地内の県道７号で
開催されました。これは、秋の全国交通安全運動に併せて子ど
もや高齢者が安全な通行ができ、交通事故がおきないよう交通
安全を呼びかけるために、浜田市交通安全対策協議会旭支部が
企画したものです。
当日のテント村では、通勤や仕事途中のドライバーに「安全
運転に心がけてください」と声をかけ、旭町の特産品の梨や交
通安全グッズ、啓発チラシを手渡し、交通事故ゼロをみんなで
願いました。

みすみ

交通事故のない地域の安全を願って
～ 交通安全のお守り贈呈式 ～

９月17日㈫、交通安全のお守り贈呈式が行われました。
これは、交通安全のお守りを制作する活動を行っている、希望ヶ
丘団地自治会（ＫＢＯ－66）30人の有志によるもので、今年で
７年目になります。4月に活動が始まり、意見を出し合いなが
らデザインを決め、各々が得意な分野を担当し制作しました。
お守りは、９月26日㈭に今福地区で行われた交通安全街頭
キャンペーンにおいて、ドライバーに交通安全を呼びかけ配布
しました。
地域の寄り合いの場として活動を楽しむ参加者

♥
Town Topics

い

～ 秘境奥島根やさかウルトラマラニックin浜田 ～

はまだ

かなぎ

だ

マラソンと弥栄の秋の自然を堪能

９月１9日㈭、旭小学校４年生19人が、山ノ内梨園で地元の特
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、梨について学ぶ授業として、春から受粉作業や摘果作業を
行い、梨の生育を見守ってきました。
当日は、生産者からおいしい梨の見分け方や採り方、注意す
ることを教えてもらい、収穫前に梨の実を観察しました。その
後、春から世話をした木から大きく育った梨の収穫を体験しま
した。収穫後、試食が行われ、児童たちは「ジューシーで甘く
ておいしい」と話していました。

９月19日㈭、美川幼稚園の園児11人と保護者や地域の皆さん
が、幼稚園そばの田んぼで稲刈りを行いました。
美川幼稚園では毎年、田植えから脱穀、そして調理するまで、
地域の支援を受けながら稲作体験を行っており、このたび大事
に育ててきた稲が収穫時期を迎えました。
当日は、地域の人に刈り方を教わりながら、自分の背丈ほど
に大きく成長した稲の根元をつかみ、鎌を上手に使って一生懸
命刈りました。刈った稲は、束にして「はで干し」にしました。
園児は、
「大変だったけど、楽しかった」と話していました。

わ

参加者を指導する千葉すずさん

交通安全を呼びかける参加者

世界の第一線で活躍した選手から学ぶ
～ すずスイムクリニック ～

９月22日㈰、すずスイムクリニックがアクアみすみで開催さ
れ、約60人が参加しました。このイベントは、世界で活躍した
千葉すずさん、山本貴司さん、細川大輔さん、寺川綾さんとの
触れ合いを通じて、水泳をより好きになってもらおうとアクア
みすみが企画したものです。参加者は、山本さんの「ジュニア
時期の練習について」と題した講話を聞きました。その後、４
人の競泳選手からクロールやバタフライ、背泳ぎの基本や早い
タイムを出すコツのほか、陸上でのトレーニング方法を学びま
した。指導を受けた参加者は熱心に練習に取り組んでいました。
広報はまだ：令和元年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

住宅

産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

15

保険・医療・年金

11

話す人も聞く人も笑顔で
下水道法に基づき、浜田市特
定環境保全下水道（三保三隅処
理区）について、事業変更計画
書（案）を作成しましたので次
のとおり縦覧します。
縦覧期間（平日開庁日）
月 日㈮～ 日㈭
午前８時 分～午後５時
縦覧場所
・市役所西分庁舎３階下水道課
・三隅支所１階産業建設課
意見書の提出
計画書（案）に意見のある人
は、縦覧期間中に意見書を提出
することができます。
提出方法 任意の様式に意見内
容、住所、氏名を記入の上、
郵送又は持参してください。
提出期限
月 日㈭ 必着
意見書提出・問合せ
下水道課整備係
〒６９７ ８
-５０１ 浜田市殿
町１番地 ☎９６４１

浜田市公共下水道（三保
三隅処理区）の事業変更
計画書（案）の縦覧を行
います

生活・環境

気軽にご相談ください。
問合せ 消防本部予防課予防係
☎１１６７

接客について学ぶ受講生

～ ビジネスマナー・おもてなし研修会 ～

かなぎ

心肺蘇生法を学ぶ参加者

９月12日㈭、救命講座を消防本部で行い、35人が参加しまし
た。これは、救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識
を深めるため、９月９日の救急の日を含む９月８日から14日ま
での「救急医療週間」に毎年行っているものです。体調が急変
した時の応急手当として、人形を使用して心肺蘇生法やＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の使用方法、異物除去法などを学びま
した。参加者は、
「教えてもらいながらならできるが、基礎が身
についてないと、いざという時にできない。今日は、講習に参
加できて良かった」と話していました。

～ シニアスポーツ大会 ～

風船リレーをする様子

推進に資することを目的として
新たに認定された８事業所
秋季全国火災予防運動が
います。
（順不同）
実施されます
まちかど救急ステーションに認
・パール歯科
火災が発生しやすい時季を迎
定された事業所とは？
・㈱サンクラフト
えるに当たり、 月９日㈯から
この制度の主旨に同意し協力
・浜田自動車協会
日㈮までの７日間、全国一斉
をしていただける、次の３つの
・ラ・ペアーレ浜田
に秋の火災予防運動が実施され
項目を満たしている事業所に認
・シティパルク浜田
・㈱イズミゆめタウン浜田店
ます。
定証を交付しています。
・㈲植野建材店
防火標語（令和元年度全国統一
①誰もが使用することができる
・㈱丸三浜田店
防火標語）
場所にＡＥＤを設置している
まちかど救急ステーション制度
「ひとつずつ いいね！で確認
こと。
の効果は？
火の用心」
②ＡＥＤを常時使用可能な状態
認定事業所のＡＥＤや応急手
住宅防火 いのちを守る ７つ
に整備していること。
当の技術を広く活用することで、 のポイント
③救命講習などを修了した従業
救急隊が到着するまでの間に、
３つの習慣
員などが所属していること。
市民がＡＥＤを使用した救命措
・寝たばこは、絶対やめる。
まちかど救急ステーション認定
置などを迅速に行うことができ
・ストーブは、燃えやすいもの
事業所を拡充しています
れば救命率と社会復帰率の向上
から離れた位置で使用する。
市では、９月に新たに８事業
が期待できます。
・ガスこんろなどのそばを離れ
所を認定し、全部で１５８事業
緊急時は、お近くの認定事業
るときは、必ず火を消す。
所のご協力をいただいています。
所などに協力を依頼してくださ
４つの対策
認定事業所については、新た
い。
・逃げ遅れを防ぐために、住宅
に認定された事業所を含め、市
※ 詳しくは市ホームページを
用火災警報器を設置する。
ホームページに認定事業所の情
ご覧ください。
・寝具、衣類及びカーテンから
報を掲載していますのでご活用
問合せ 消防本部警防課救急企
の火災を防ぐために、防炎品
ください。また、市内各所のＡ
画係 ☎５１６７
を使用する。
ＥＤ配置場所の地図も随時更新
・火災を小さいうちに消すため
しています。
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。

～ 救命講座 ～

まちかど救急ステーション
認定証交付式

人権

教育・文化・スポーツ

14
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28

28

30
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はまだ
いざという時のために

みんなで楽しく健康づくり

やさか

独特な製法を体験する参加者

９月14日㈯、道の駅ゆうひパーク浜田で「浜田でコーヒーを
楽しむ会」があり、約40人が参加しました。これは、三浦義武
生誕120周年を記念し、ヨシタケコーヒー友の会が企画したもの
です。参加者は、ヨシタケコーヒーの復活に尽力した神英雄さ
んから、ゆっくり水を注ぎ、あまりかき混ぜ過ぎないようにと
指導を受けながら、布のフィルターを使った独特なコーヒーの
抽出に挑戦しました。
このほか、ヨシタケの生涯を綴った紙芝居を見たり 、焙煎体
験、コーヒーの飲み比べなども楽しみました。

まちかど救急ステーション認定
制度とは？
この制度は、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

安全安心

15

～ 浜田でコーヒーを楽しむ会 ～

８月21日㈬、ビジネスマナー・おもてなし研修会が石央商工
会で開催され、40人の参加がありました。
この研修会は、接客のスキルアップを目指し、交流人口の拡
大に取り組む金城自治区の温泉旅館業の皆さんが中心となって
ほかの自治区にも呼びかけ実施したものです。
参加者は、２人１組となって挨拶や電話応対などの接客の基
本や実技指導を受けました。
研修を終えた参加者は、
「おもてなしのできる温泉地になるよ
うに頑張りたい」と話していました。
11

９月12日㈭、シニアスポーツ大会が弥栄会館で開催されまし
た。これは、高齢者の健康増進と参加者相互の親睦、保育園児
とのふれあいを通じ多世代交流を図ることを目的に、浜田社会
福祉協議会弥栄支所が企画したものです。
当日は、大人51人と園児23人が参加し、お買い物リレーや玉
入れ、風船リレーなど10種目の競技を行いました。
大人と園児が一緒に行う競技は一段と盛り上がり、みんな笑
顔が絶えず、楽しく交流を深めました。
認定した事業所には、
表示証が提示されています

はまだ
ヨシタケコーヒーを味わう

♥
Town Topics
まちのわだい

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

雑がみのリサイクル

生活・環境

子育て

生ごみの水切り

環境課廃棄物衛生係

環 境 コラム
健康・福祉

保険・医療・年金

農用地区域からの除外申出
転用する農地が、農用地区域
内にある場合は、事前に農林振
興課又は各支所産業建設課で指
定の有無を確認の上、農用地区
域から除外する手続が必要とな
ります。
この除外申出の受付は、年２
回
（５月末と 月末締切）となっ
ていますので、注意してくださ
い。
届出・問合せ
農地転用などについて
・農業委員会事務局
☎９８２０
農用地除外について
・農林振興課農業振興係
☎９５１０
・各支所産業建設課

問合せ

山陰本線の列車を
運休します

産
業
地域活性化
農地転用の申請や各種届
出及び農用地区域からの
除外申出の手続をしてく
ださい

税務・納税

次のポイントを実行して、燃やせるごみやご
み袋の量を減らしましょう。

人権
教育・文化・スポーツ

ごみの更なる減量とリサイクルの推進に、
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

労働保険の加入手続はお
済ですか

人権

教育・文化・スポーツ

１人でも労働者を雇用してい
れば労働保険に加入する必要が
あります。
労働保険とは 労災保険と雇用
保険を総称したもので、政府
が管掌する強制保険制度です。
労災保険 労働者が業務中や通
勤途上に事故にあった場合に、
必要な保険給付を行い、被災
者や遺族の生活を保護し、あ
わせて社会復帰を促進する事
業を行うための保険制度です。
雇用保険 労働者が失業した場
合に、必要な保険給付を行い、
労働者の生活の安定と再就職
の支援を図るための保険制度
です。また、事業主へは、失
業の予防、雇用機会の増大、
雇用の安定などに係る各種助
成金制度が設けられています。
※ 労働保険に関する事務手続
などは労働保険事務組合や社
会保険労務士に委託すること
もできます。
※ どなたでも、事業主が労働
保険の加入に必要な手続を
行っているか否かをインター
ネット上で確認できます。詳
しくは厚生労働省ホームペー
ジをご覧ください。
問合せ 島根労働局総務部労働
保険徴収室
☎０８５２⑳７０１０

生ごみのうち約８割は水分です

・雑がみは、古紙の日に出すことができます。
・雑がみとは、お菓子の空き箱やはがき、封筒
など様々なものがあります。
・雑がみを古紙にすることで、燃やせるごみの
減量効果が期待できます。
・野菜の皮などは、水に濡らさないようにしま
しょう。
・お茶がらやティーバッグは、水気を絞り乾か
しましょう。
・ごみ出しの前にたまった水分をひと絞りしま
しょう。
・生ごみの水切りにより、嫌な臭いを減らし、
ごみを軽くしましょう。

☎９４３０

燃やせるごみ指定袋（大440円）に比べて、ペッ
ト・プラ指定袋（大220円）は、価格が安いた
め、リサイクルすることにより家計にもやさし
くなっています。

安全安心

ｅ‐Ｔａｘで 確 定 申 告 を す
る人は電子証明書の期限
切れに注意してください

21

山陰本線の岡見から鎌手駅間
ｅ‐Ｔａｘで確定申告をする
に架かる橋桁の取替工事により、
人は、電子証明書が格納された
一部区間の列車の運転を取り止
マイナンバー（個人番号）カー
めます。
ドが必要です。カードを持って
工事箇所
いる人は、電子証明書の有効期
第一青浦橋りょう（三隅町）
限を確認してください。
運休期間
住民基本台帳カードの電子証
・ 月 日㈪始発列車～ 日㈭
明書については、有効期限が満
最終列車までの４日間
了 し て い ま す。 住 民 基 本 台 帳
・ 月２日㈪始発列車～５日㈭
カードを持っている人でｅ‐Ｔ
最終列車までの４日間
ａｘで確定申告する人について
運休列車及び運休区間
は、マイナンバーカードを申請
特急列車
し て い た だ く 必 要 が あ り ま す。
浜田～益田駅間の全列車
交付までおおむね１か月かかり
快速・普通列車
ますので、確定申告の時期に間
三保三隅～益田駅間の全列車
に合うよう早目に申請してくだ
代替輸送
さい。
運休区間はバスによる代行輸
マイナンバーカードの申請は、 送を実施します。
本人確認書類を提示していただ
※ 特急スーパーおき号の代行
ければ、総合窓口課及び各支所
輸送は行いません。
市民福祉課で写真撮影し、職員
代行バスの時刻については、
が代わりに申請するサービスを
駅の掲示物又はＪＲ西日本ホー
行っていますので、ご利用くだ
ムページをご覧ください。
さい。
問合せ
問合せ 総合窓口課総合窓口係
ＪＲ西日本お客様センター
☎９４００
☎０５７０ ０
-０ ２-４８６
☎０７８ ３-８２ ８-６８６

容、住所、氏名を記入の上、
郵送又は持参してください。
提出期限
月 日㈭ 必着
意見書提出・問合せ
下水道課整備係
〒６９７ ８
-５０１ 浜田市殿
町１番地 ☎９６４１
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住
宅
農地転用などの申請
農地転用や農地の形状変更な
どを行う場合は、次の手続が必
要となります。
空き家情報を提供してく
①転用許可申請
ださい
農 地 を 農 地 以 外 の 目 的（ 住
市では、使用予定のない「空
宅・駐車場・資材置場・墓地
き家」を探しています。
など）に転用する場合
空き家バンクに登録して、空
②農地利用目的変更届
田から畑へ用途を変更する場
き家の有効活用をしませんか。
合
空き家を所有している人、空き
③農業用施設に供する届
家を知っている人からの情報提
自己所有農地で農地保全・利
供をお待ちしています。
用促進のために農道・ため池
※ 空き家バンク制度とは、使
などの設備や２アール未満の
用予定のない空き家を登録し、
農業用施設（農業用倉庫・農
ホ ー ム ペ ー ジ な ど で Ｕ・ Ｉ
機具収納施設など）に転用す
ターン希望者などに情報提供
る場合
を行う制度です。
※ 自己の所有地であっても必
空き家バンクホームページ
ず許可を受けてから、農地転
http://www.hamada-akiya.
用・用途変更をしてください。
com/
※ これまでに許可を受け、農
地転用が完了した人は、完了
報告書を提出してください。
④農地の相続などの届出書
農地の権利を相続などにより
取得した場合
産業・地域活性化

問合せ 政策企画課移住定住係
☎９２００

住宅

ごみの減量で家計にもやさしく
11

11

12

住 民 票・ マ イ ナ ン バ ー
カードに旧姓（旧 氏 ） が
併記できます

28

28

月５日から住民票の写しや
マイナンバーカードに本人から
の申し出により旧姓を併記する
ことができるようになり、仕事
など社会生活で旧姓を使用する
場合の各種証明に使えます。
手続に必要なもの
・旧姓が記載されている戸籍か
ら現在の氏が記載されている
戸籍に至る全ての戸籍謄本
・マイナンバーカード（持って
いる人）又は通知カード
・本人確認書類（運転免許証な
ど）
なお、コンビニで交付される
証明書には、旧姓は表示されま
せん。
旧姓で印鑑登録ができるように
なります
住民票に旧姓が併記されると、
旧姓で印鑑登録ができます。
手続に必要なもの
・旧姓の印鑑
・登録手数料 ３００円
・本人確認書類（運転免許証な
ど）
申込み・問合せ
・総合窓口課住民異動係
☎９４０１
・各支所市民福祉課

はまだエコライフ 推 進 隊
会員を募集します
はまだエコライフ推進隊は、
地球温暖化対策に取り組む市民
組織です。
地球温暖化に関する情報の発
信、地球にやさしい省エネライ
フの提案や実践活動を行ってい
ます。
地球温暖化など環境問題に興
味のある個人・団体・グループ・
事業者の皆さん、一緒に活動し
ませんか。会費は不要ですので
気軽にお問い合わせください。
問合せ 環境課内はまだエコラ
イフ推進隊事務局
☎９４２０

浜田都市計画下水道の計画
書（案）の縦覧を行います

生活・環境

都市計画法に基づき、浜田都
市計画下水道について、計画書
（案）を作成しましたので次の
とおり縦覧します。
縦覧期間（平日開庁日）
月 日㈮～ 日㈭
午前８時 分～午後５時
縦覧場所
市役所西分庁舎３階下水道課
意見書の提出
計画書（案）に意見のある人
は、縦覧期間中に意見書を提出
することができます。
提出方法 任意の様式に意見内

安全安心

30

16
広報はまだ：令和元年11月号
広報はまだ：令和元年11月号

17

15

11

11

11

安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

子
育

子育て

て

教育・文化・スポーツ

広報はまだ：令和元年11月号

人権

30

保険・医療・年金

10

健康・福祉

12

在宅児フッ素塗布を実施
します

教育・文化・スポーツ

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５日㈭
受付 午後１時 分～ 分
場所 旭センター老人休養室
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・問合せ 旭支所市民福
祉課 ☎１４３５

人権

広報はまだ：令和元年11月号

税務・納税

保険・医療・年金

左田野幹生さん

11

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
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 子育て支援課子育て支
援係 ☎９３３１

健康・福祉

鳥取大学医学部４年の左田野幹生と申します。大学
では医学の勉強をし、また、卓球部と軽音楽部でも活
動しています。卓球部では６月の中四国医歯薬大会で
準優勝し、軽音楽部は大学病院の院内コンサートで弾
き語りをしました。演奏後に涙を流しながらお礼を述
べてくださる患者さんもおら
れ、寄り添うことができて良
かったと感じました。様々な
体験を糧にして、思いやりの
気持ちを大切にできる心豊か
な医師を目指していきたいと
思います。

島根大学３年の木村碩達と申します
。３
年では今医学の基礎を勉強していま
す。難
しい内容も多いですが後につながる
と思っ
て日々頑張っています。僕は大学に
入って
からも中学からやっている軟式テニ
スを部
活動として続けています。今年は大
学とし
ても 個人 とし ても 好成 績が 残せ
たの で良
かったです。部活や勉強と忙しいで
すが浜
田で行われている医療系の催しなど
にも参
加していければい
いなと思っていま
す。卒業まではま
だまだですが、力
をつけて島根の医
療に貢献できるよ
う頑張りたいと思
木村碩達さん
います。

30

月は児童虐待防止推進
月間です

子育て

浜田の地域医療を支えるために
医学部で学んでいる学生から
便りが届きました

15

虐待かもと思ったらすぐにお電
話を
児童虐待は、社会全体で解決
すべき問題です。虐待かどうか
迷う場合でも、子どもたちのＳ
ＯＳ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
・子育て支援課子育て支援係
☎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

日㈫

８日㈮

税務・納税

医 学 生 だより

11

面接相談の「事前予約」
をお願いします

日㈬

日㈪

７日㈭

産業・地域活性化

時間
会 場
8:30～ 8:40 浜田公民館
8:55～ 9:10 紺屋町ふれあい広場
9:25～ 9:40 琵琶町集会所
9:55～10:10 医師会館前
10:25～10:40 ジョイプラザ
10:55～11:10 瀬戸見文化センター
13:00～13:15 浜田保健所
13:30～13:45 瀬戸ケ島集会所
14:45～15:00 笠柄３町内集会所前

県立農林大学校林 業 科 を
拡充します

】

税務署窓口での相談・申告手
続の際は、「事前予約」をお願い
します。
相続税・贈与税・譲渡所得
第２・第４月曜日
申告所得税・消費税（個人）
火曜日

田

２０

法人税・消費税（法人）
・印紙諸税

浜

時間
会 場
日
9:00～ 9:10 長見町２町内公民館
9:20～ 9:30 石見公民館長見分館
10:00～10:10 西岡公民館
10:20～10:30 石見公民館細谷分館 13
10:45～10:55 三階町東岡公民館
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
9:00～ 9:10 福井集会所
9:20～ 9:30 小福井団地集会所
9:40～10:00 石原集会所
10:15～10:30 美川公民館
10:40～10:50 一の瀬集会所
11:00～11:10 草森勝美様宅前（鍋石町）
13:00～13:10 櫟田原公民館
13:25～13:35 田橋児童館

２４

水曜日
源泉所得税
木曜日
問合せ 浜田税務署
☎０３６０

【

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

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を行
います

住宅

時間
会 場
日
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
11
13：00～13：20 久代公民館
13:40～13:50 国分自治会館
14：10～14：40 国府公民館
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）
9：00～ 9：10 後野８町内公民館
9：25～ 9：35 後野４町内公民館
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
12
10：45～10：55 河内集会所
11：10～11：30 ラ・ペアーレ浜田
13：00～13：15 浜田ビューティーカレッジ
13：25～13：40 緑ヶ丘相談室
県営住宅黒川団地
13：50～14：05
４の３町内集会所
14：15～14：25 靴のまつむら駐車場

※

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

日

19

県立農林大学校林業科（飯南
キャンパス、２年制）では、林
業の技術・知識の習得と、林業
に必要な多くの資格を取得した
林 業 技 術 者 を 育 成 し て い ま す。
卒業生の多くは出身地の森林組
合や民間会社に就職し活躍して
います。
令和２年度から、森林技術に
企業マネージメント教育を加え、
「森林技術コース
（仮称）
」
と
「経
営管理コース（仮称）
」の２コー
スを設置し、教育内容を充実さ
せます。これに伴い１学年の定
員を 人から 人に増やします。
令和２年度募集期間は、令和
２年１月 日㈮までとなってお
り、進学にあたっては給付金、
貸付金など充実した就学支援が
あります。
問合せ 県立農林大学校林業科
☎０８５４２１００

生活・環境

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。

１０

健 康・ 福 祉

安全安心

11月結核レントゲン検診の日程
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問合せ

健康医療対策課健康づくり係
☎９３１１

受

診

者

関

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。

容器の取りまとめについて
職場やグループ・団体で取りまとめて申込みを希望
する場合は、容器配付について個別に相談に応じます。
（人間ドックや職場などで大腸がん検診を受診した人
は除きます）
健康医療対策課、各支所市民福祉課にご連絡くださ
い。
問合せ 各支所市民福祉課

健康・福祉

20

20

11

保険・医療・年金

弥栄

20

11

11

教育・文化・スポーツ

広報はまだ：令和元年11月号

人権

浜田

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

浜田

人権

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～ 9：30 長浜公民館
9：45～10：00 長浜商港会館
11月８日㈮ 10：30～11：00 津摩児童館
13：00～13：30 周布公民館
14：30～15：00 大麻公民館

機

子育て

三隅

保険・医療・年金

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

③

査

税務・納税

健康・福祉

実施期間

江木医院
令和２年２月29日㈯まで

検

弥栄

三隅

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。
対象 20歳以上49歳までの女性

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。

※ 本人・配偶者又は扶養義務
ご存知ですか？特別障害
者の前年の所得が一定額以上
者手当・障害児福祉手当
の場合は、支給が停止されま
・特別児童扶養手当
す。
特別障害者手当
※ 障がいの程度・所得制限・
対象 重度の障がいがあるため、
手続の方法など、詳しくはお
日常生活で常時特別の介護を
問い合わせください。
必要とする 歳以上の在宅生
問合せ 地域福祉課障がい福祉
活をしている人（ただし、病
係 ☎９３２２
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 ２７２００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 １４７９０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 ５２２００円
２級 ３４７７０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
指定の診断書をもとに判定を
行います。

浜田

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。

浜田

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

②

産業・地域活性化

市

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。

三隅

浜田

税務・納税

浜田

金城

旭

※

広報はまだ：令和元年11月号

田

①

【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
9：00～11：30
11月22日㈮
浜田公民館
13：00～15：00

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 長浜公民館
11月11日㈪
13:30～14:00 福井集会所
市役所第２東分庁舎１階
11月17日㈰
8:30～11:00
（要予約）
（休日検診）
※ 11月17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、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

検診の流れ
浜

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㈮
9：00～ 9：30 みまた会館
10：00～10：30 くざ会館
11月６日㈬ 11：00～11：30 ふれあい会館
13：30～14：00 小笹集会所
14：30～17：00 市役所金城支所市民福祉課
9：00～ 9：30 かたらいの家
10:00～10:30 おぐに会館
11月７日㈭
11：00～11:30 ときわ会館
13：00～17：00 市役所金城支所市民福祉課
11月８日㈮ 9：00～17：00 市役所金城支所市民福祉課
11月11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
10:00～10:30 白砂公民館
11月12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13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14日㈭
13:30～14:00 みのり会館
14:30～15:00 旧井野児童館
11月15日㈮ 9：00～17：00 市役所三隅支所市民福祉課
11月26日㈫ 9：00～11：30 市役所弥栄支所市民福祉課
11月27日㈬ 9：00～11：30 弥栄老人福祉センター

住宅

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

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
診を受診した人は、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」令和２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。

生活・環境

金城

産業・地域活性化
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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。

金城

浜田

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14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14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15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
10:15～10:25 都川高齢者活動促進センター
13：00～13：15 ときわ会館
11月15日㈮
13：45～14：00 おぐに会館
11月15日㈮ 15:00～15:30 石見公民館
11月17日㈰
8:30～11:00 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18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18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19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
14:30～14:45 弥栄老人福祉センター
11月19日㈫
15:00～15:15 弥栄会館

※

旭

生活・環境

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。

大腸がん検診を受けましょう

安全安心

安全安心

11月各種がん検診の日程
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安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

教育・文化
スポーツ

11月18日㈪

保 険・ 医 療
年
金
月は子ども・若者育成
支援強調月間です
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

15人 1,500円

た控除証明書を添付の上、申
相談
人
権
告してください。
・浜田児童相談所女性相談窓口
※ 「社会保険料（国民年金保険
☎３４３４
料）控除証明書」についての
・子育て支援課子育て支援係
照会は、控除証明書のはがき
☎９３３１
ＤＶ（ドメスティック・
に表示されている電話番号へ
バイオレンス）は犯罪です
お問い合わせください。
全 国 一 斉「 女 性 の 人 権
月 日㈫から 日㈪までの
問合せ
ホットライン」電話相談
２週間は「女性に対する暴力を
ねんきん加入者ダイヤル
を行います
なくす運動」期間です。
☎０５７０ ０
-０３ ０
-０４
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
月 日は「年金の日」
力のことです。身体的暴力に限
「ねんきんネット」を
らず、精神的暴力・経済的暴力・
ご利用ください
性的暴力など、あらゆる暴力が
年金記録や将来の年金受給見
含まれます。どんな形でも、暴
込額を確認し、未来の生活設計
力は相手の尊厳を傷つけ、重大
について考えてみませんか。
な人権侵害であるとともに子ど
「ねんきんネット」を利用す
もにも深刻な影響を与えます。
ると、いつでも自分の年金記録
また、学生など若いカップル
を確認できるほか、将来の年金
間で起きるＤＶをデートＤＶと
受給見込額について、自身の年
いい、若年層への啓発活動も重
金記録を基に様々なパターンの
要となっています。これらの被
試算をすることもできます。
害者をなくし、これからの社会
ねんきんネット
を担う子どもたちをＤＶの被害
（日本年金機構ホームページ）
者にも加害者にもしないために、
https://www.nenkin.go.jp/ 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
n_net/
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。

石見公民館

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１週間を、
全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間と定め、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 ０-７０ ８
- １０
（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）
料金 無料
問合せ 松江地方法務局人権擁
護課 ☎０８５２４２６０

浜田国際交流協会

11月18日㈪

国際交流教室・語学教室

15人 1,500円

結婚相談が気軽にできる
はぴこサロン
対象 独身の人
日時
月 日㈰・ 月 日㈰・
令和２年１月 日㈰・２月
日㈰・３月 日㈰
午前 時～正午
場所 こんちゃ
問合せ 浜田はぴこ会事務局
岡本正友さん ☎１４３０

教室・講座
西部高等技術校訓練生

石見公民館

※

午後１時 分～３時
場所 石見武道館
料金 見学無料（参加は有料）
ボランティア募集
（柔道経験不要）
対象 小学生以上
内容 柔道指導、ケガ防止のた
めの見守りなど
申込み
月１日㈮までにＳＯ
ＣＯスポ浜田 江川さんへ
☎０９０ ７-１３９ ２-８５８

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～令和２年１月初旬
日時
場所 各家庭（送迎含む）
申込み
月 日㈫までに浜田
国際交流協会へ ☎１２４１

11月18日㈪

問合せ ねんきんネットなど専
用ダイヤル
☎０５７０ ０-５８ ５-５５

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 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

公の施設の指定管理者募集

談

15人 1,500円

社会保険料（国民 年 金 保
険料）控除証明書 が 発 行
されます

集

相

石見公民館

25

司法書士無料相談会

11月18日㈪

18

即戦力介護科
入校検定日
月 日㈭
検定会場 浜田合同庁舎
定員
人
受講料 １７０００円程度
選抜方法 面接及び筆記試験
訓練期間
月４日㈬～令和２
年３月３日㈫
訓練場所 サンマリン浜田
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 西部高等技術校総務企
画課 ☎０８５６２４５０

15人 1,500円

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
令和元年９月 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」が 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、令和元年 月１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、
令和２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

募

山陰浜田港公設市場
指定期間 令和２年 月１日～
令和６年３月 日
申込締切日
月６日㈮
※ 公 募 の 詳 細 は、 市 ホ ー ム
ページをご覧ください。
問合せ 水産振興課水産係
☎９５２０

スペシャルオリンピックス日本・島根

柔道プログラム浜田会場

参加者・ボランティア募集

（各講座とも会員料金あり）

11

石見公民館

11

日時
月９日㈯
午後１時～４時
場所 みどりかいかん
料金 無料（予約者優先）
申込み 島根県司法書士会事務
局へ ☎０８５２１４０２
（平日午前 時～午後５時）

11

締切日

昼

夜

昼

夜

22
広報はまだ：令和元年11月号
広報はまだ：令和元年11月号

23

15

11

柔道プログラム
対象 知的・発達障がい者
日時
月３日㈷・ 日㈰

21

料金

30 24

12

19

15

11

15

定員

18

17

12

場所

国際交流教室・語学教室
日時
11月20日㈬～令和２年３月４日㈬の
ジョアンナの
水曜日 午後１時30分～３時（全５回）
英語講座
11月27日㈬～令和２年３月11日㈬の
～初級～
水曜日 午後７時～８時30分（全５回）
11月27日㈬～令和２年３月11日㈬の
ジョアンナの
水曜日 午後１時30分～３時（全５回）
英語講座
11月20日㈬～令和２年３月４日㈬の
～中級～
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
浜田国際交流協会
講座

11

10

16

24

11

11

12

11

12

10

12

11

30

10

10

市営住宅の入居者募集
抽選により入居を決定する住宅
募集住宅については、申込受
付期間中に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
月 日㈪～ 日㈮
抽選日
月下旬
入居可能時期 令和２年１月中旬
問合せ 島根県住宅供給公社
浜田住宅管理事務所
☎０５３５
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
29

11

３１

12

１２

11

伝 言 板
18

11

11

17

30 31

10

11

12

11

31

12

まちかど
12

30

11

31

資格・試験

お出かけ
月１日は「灯台記念日」

石見大崎鼻灯台 一般公開
日時
月４日
午前 時～午後３時
場所 石見大崎鼻灯台（江津市）
（先着２００人に記念品配布）
問合せ 浜田海上保安部交通課
☎０７７２
日本てんかん協会島根県支部

講演会「大人のてんかん」
日時
月 日㈰
午後１時 分～３時 分
場所 浜田合同庁舎２階大会議室
講師 藤井正美さん（山口県立
総合医療センター脳神経外科
診療部長）
定員
人
料金 無料
申込み 日本てんかん協会島根
県支部事務局へ
☎０８５２５３２０
浜田ビューティーカレッジ

グランドコンテスト
日時
月 日㈪
午後０時 分～４時
場所 浜田ワシントンホテルプ
ラザ

浜田医療センター

市民公開講座
日時
月 日㈬
午後６時～７時
テーマ・講師「感染症がうつる
しくみと対策について」渡邉
正美さん（浜田医療センター
感染管理認定看護師）
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

浜田市文化祭協賛行事

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

求職者と求人企業との
意見交換会・見学会
日時
月 日㈫
午前 時～午後３時
（昼食・職場見学あり）
場所 いわみーる ３０１研修室
料金 無料
申込み 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
月 日から 日までは
「税を考える週間」

納税表彰式・租税作品合同
表彰式・作品展示
浜田税務署長納税表彰式
日時
月 日㈫
午前 時～ 時
場所 浜田合同庁舎
租税作品合同表彰式
日時
月 日㈯
午前 時～正午
場所 ゆうひパーク浜田
応募作品・優秀作品の展示
日時
月 日㈪～ 日㈰
場所 ゆめタウン浜田・国府公
民館・キヌヤ金城店・Ａコー
プあさひ・サンプラム

料金 前売 ２６００円
当日 ３０００円
問合せ 浜田おやこ劇場
☎６３９６
サン・ビレッジ浜田

アイススケート場オープン
・スケート滑走料無料デー

問合せ 浜田税務署
☎０３６０
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
石見養護学校

県立移管 周年記念式典・
石見もりもり祭
月 日㈯
日時
・県立移管 周年記念式典
午前９時５分～９時 分
・石見もりもり祭
午前９時 分～午後２時
場所 石見養護学校（邑南町）
問合せ 石見養護学校
☎０８５５２１４１
浜田養護学校

祝 日本遺産認定
浜田開府四百年祭記念事業

なつかしの国石見
２０１９日本石見神楽大会
日時
月 日㈰
午前９時～午後４時頃
場所 石央文化ホール
料金 前売券 一般 １５００円
小・中学生 ５００円
（当日３００円増）
問合せ 日本石見神楽大会実行
委員会（観光交流課内）
☎９５３１
浜田国際交流協会

日本語ボランティア研修会
日時
月 日㈰
午前 時～午後４時
場所 石見公民館
定員
人
料金 ７００円
申込み
月 日㈪までに浜田
国際交流協会へ ☎１２４１
石見海浜公園

日時
月 日㈯
午前９時 分～午後２時
場所 浜田養護学校
内容 学習発表会、作業学習製
品販売、神楽部による上演など
問合せ 浜田養護学校
☎２２００

軽スポーツの集い
（バウンスボール大会）

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 各 人程度
（ポールレンタルあり）
料金 無料
申込み 石見海浜公園予約セン
ターへ ☎２２３１

ノルディックウォーキング

万灯山公園
イルミネーション点灯式

はまようまつり

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 令和２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

対象 小学校４年生以上
（一般の部、ファミリーの部）
日時
月 日㈰
午前８時～正午（予定）
場所 三階小学校 体育館
料金 無料
申込み
月 日㈮までに申込
書を生涯学習課スポーツ振興
係へ ☎９７２１
浜田開府四百年記念協賛

ボランティア海岸清掃
日時
月 日㈷（小雨決行）
午前７時 分～（１時間程度）
集合場所 千畳苑駐車場
清掃場所 国分海岸一帯
問合せ 全国豊かな海づくり大
会をサポートする市民１００
０人の会 牛尾さん
☎０９０ ８-２４４ ９
-４２９
第２０２回ふるさと歴史紀行

浜田藩領の邑南町矢上で
昔の街道を歩く
日時
月 日㈰（雨天中止）
午前８時 分～午後０時 分
場所 市役所旭支所へ集合し現
地へ
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

15

広告募集中 詳しくは市ホームページで

12

自衛官など
自衛官候補生（陸・海・空）
受験資格 採用予定月の１日現
在 歳以上 歳未満の男女
受付期間 試験日の前々日まで
試験日 ① 月７日㈯
②令和２年１月 日㈯
試験内容 筆記試験・口述試験
・適性検査・身体検査
試験会場 陸上自衛隊出雲駐屯
地（出雲市）
陸上自衛隊高等工科学校生徒
受験資格 令和２年４月１日現
在、中学卒業又は中等教育学
校前期課程修了（見込含む）
で 歳以上 歳未満の男子
受付期間 令和２年１月６日㈪
まで
一次試験 令和２年１月 日㈯
試験会場 浜田城山ビル
問合せ 自衛隊島根地方協力本
部 ☎０８５２００１５・
浜田出張所 ☎１３３４

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

文化講演会「石見地方の
たたら製鉄と流通 ー鉄山
の風水と金屋子信仰 ー」
日時
月 日㈰
午後１時～３時
場所 波佐公民館 大集会室
講師 隅田正三さん
料金 無料
問合せ 西中国山地民具を守る会
☎０９０ ４
-６９７ ２
-８１８

島根県事業承継・
後継者育成セミナー

アイススケート場オープン
日時
月 日㈷ 午前９時
場所 サン・ビレッジ浜田
料金
滑走料 一般
１１５０円
高校生・大学生
７３０円
中学生以下
５１０円
貸靴料
４１０円
貸ヘルメット・サポーター
１００円
（団体料金あり・要予約）
オープン特別イベント
スケート滑走料無料デー
日時
月 日㈷・ 日㈰
料金 滑走料無料
（貸靴などは有料）
問合せ サン・ビレッジ浜田
☎１３００

17

17

11

17

24

15

10 11

30

11

11

11

日時
月 日㈫
午後２時〜４時
場所 いわみぷらっと 会議室
定員
人（先着）
演題・講師「奥様の立場で考え
る事業承継とは？」雨森良治
さん（㈱日本Ｍ＆Ａセンター
西日本事業部長）
料金 無料
申込み 申込書を浜田商工会議
所商工振興課へ ☎３０２５

11

10 11

40

16

４０

４０ １６

５０

30 16

11

11

１１

24
広報はまだ：令和元年11月号
広報はまだ：令和元年11月号

25

13

17

24

３０

30

23

23

10

30 23

30 24

12

17

12

16

11

11

23

11

11

11

11

10 11

11

10 11

10 11

11

70

山光会（石見地区）展覧会
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
問合せ 東光会山陰支部山光会
（石見地区）金本裕行さん
☎０８５６６４４６
浜田おやこ劇場鑑賞例会
ピアニカの魔術師
対象
①幼児～小学校４年生と大人
②小学校５年生以上から大人
日時
月８日㈰
①午後２時～３時 分
②午後６時～７時 分
場所 いわみーる体育室
24

10 11

11

30

24

11

（振）

20 20

11

11

30 10

30 11

20

22

18

30

11

11

11

12

33

12

17

17

17

19

11
22

18

15

10 11

11

11

30

クラフト教室
手紡糸で機織り体験 ☆
斜文織りマフラー作り
日時
月 日㈫
午前９時～正午
場所 アクアス入り口手前
観光情報コーナー
定員 ８人（先着）
料金 ２０００円
申込み
月 日㈮までに石見
海浜公園管理センターへ
☎３６００
島根県社会福祉協議会

福祉・介護の就職支援セミナー
日時
月 日㈭・ 日㈮
午前 時〜午後４時
場所 いわみーる
内容 介護の基本的理解、
コミュ
ニケーション、施設の見学など
定員
人
料金 無料
申込み
月 日㈮までに申込
書を島根県社会福祉協議会石
見支所へ ☎９３４０

ＨＵＧ（避難所運営ゲー
ム）をやってみよう！
日時
月 日㈯
午後１時 分～３時 分
場所 浜田公民館 研修室
定員
人（先着）
料金 無料

申込み
月 日㈮までに人権
同和教育啓発センターへ
☎９１６０

浜田市障がい者スポーツ
大会（ボウリング）
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〜正午頃
場所 ボウルＪＡＣ
申込み
月 日㈬までに浜田
市障がい者スポーツ大会実行
委員会へ ☎００９４

犬のしつけ方教室
日時
月１日㈰
午後２時～４時
場所 かなぎウエスタンライ
ディングパーク
内容 犬の適正飼養の話、しつ
け方の実技・個別指導など
（飼犬と一緒に参加）
定員
組（先着）
料金 無料
申込み
月７日㈭午前９時か
ら環境課くらしと環境係へ
☎９４２０

料金 前売券一般 ２０００円
（当日３００円増）
中・高・大学生 ５００円
（当日２００円増）
小学生以下 無料
（ スタンプマリンカード使用可）

地元産のコンニャク芋で
コンニャクを作ろう！
対象 独身の人
日時
月 日㈰
午後１時～３時 分
場所 いわみーる
定員 男性 人、女性 人
料金 １０００円
申込み
月１日㈰までに申込
書を浜田はぴこ会事務局 岡
本正友さんへ ☎１４３０

プリザーブドフラワーアレ
ンジメントをきっかけに
「恋はじめる。」

消費者交流会

日時
月 日㈫
午前９時～正午
場所 石見公民館
定員
人（先着）
料金 無料
申込み
月 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
浜田圏域難病サロン

「ほほえみサロン」交流会
日時
月 日㈬
午前 時 分～午後１時 分
場所 国民宿舎千畳苑
定員
人程度
料金 ２４００円（予定）
申込み
月 日㈪までに浜田
保健所医事・難病支援課へ
☎５５４９
～人をつなぐ音をつむぐ～

浜田市民合唱団ミニ演奏会
月８日㈰ 午後１時 分
日時
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

浜田市駅伝競走大会
日時 令和２年１月 日㈰
午前 時 分スタート
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

ミュージアムパスポートが必要）

内容 展覧会の担当学芸員によ
る展示・作品解説
料金 無料（企画展観覧券又は
関連プログラム②
プレゼント企画
「かがやく月と歩こう！」
日時
月 日㈰ 午前 時
場所 石見美術館
内容 展覧会オリジナルの缶
バッチをプレゼント
定員 １５０人（先着）
料金 無料（企画展観覧券又は
ミュージアムパスポートが必要）

池辺晋一郎 ＆
Ｎ響団友オーケストラ
月 日㈰ 午後１時 分
日時
（プレトーク 午後１時）
場所 グラントワ 大ホール
出演 池辺晋一郎さん（指揮・
お 話 ）、 Ｎ 響 団 友 オ ー ケ ス ト
ラ ほか
料金 全席指定
Ｓ席・一般 ５８００円
学生 ２５００円
Ａ席・一般 ４８００円
学生 ２０００円
（会員料金あり）
※ 学生は小学生以上 才以下
の学生が対象（当日要学生証
提示）
※ 学生チケットはグラントワ、
ローソンチケットのみで販売。
※ 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）
30

アクアスから
☎３９００

15

10

30

13

10

浜田ちびっこ駅伝競走大会
日時 令和２年１月 日㈰
午前９時 分スタート
場所 第四中学校校庭（スター
ト・ゴール）～猪伏口バス停
参加区分
小学校１～６年生男女
１区女子・２区男子・３区女
子・４区男子
編成 監督１人・選手４人・補
員２人
料金 １チーム ２０００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

☎２１００

場所 レクチャーホール
定員 各日 人（要申込み）
料金 無料
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
「シロイルカに合図をだしてみ
よう♪」
対象 未就学児と保護者
日時
月 日㈪・ 日㈪
午前 時 分〜 時 分
場所 アクアス館内
定員
組（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
全国Ｂ級グルメフェスタ
日時
月２日㈯～４日
場所 アクアス前中央広場
月の神楽（雨天中止）
３日㈷ 追原神楽社中
細谷神楽社中
４日
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

☎０８５６１８６０

10

10

25

10

グラントワだより
企画展「星とめぐる美術
の天体がいざなう現代美術」
関連プログラム①
ギャラリートーク
日時
月 日㈯ 午後２時
場所 石見美術館 展示室Ｄ

30

12

11

石央文化ホールだより
２０２０「ニューイヤー里がえ
りクラシックコンサート」
日時 令和２年１月 日㈰
午後１時 分～４時（予定）
場所 大ホール
内容
第１部 オペラ「泣いた赤鬼」
赤鬼：竹内直紀さん
青鬼：大野隆さん
第２部 浜田出身者によるガラ
コンサート
第３部 男声フォレスタによる
ステージ

ダイオウイカ大解剖！
日時
月３日㈷
午前 時 分～午後３時
場所 レクチャーホール、お弁
当広場
料金 無料（入館料に含む）
出雲科学館がアクアスにやって
くる！
日時
月 日㈯・ 日㈰
「バブルリングもできちゃう空
気砲を作ろう！」
時間
各日午前 時 分～ 時 分
場所 レクチャーホール
定員 各日 人（要申込み）
料金 無料
「サイエンス実験教室～水をき
れいにしてみましょう～」
時間
各日午後 時 分～２時 分

12

12

17

30

30

（振）

11

22

20

25

11

12

10

11

30 11
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30
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11
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20

11

11 12

15

11
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10 11

有

料

料

広

広

告

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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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３
期間
月 日㈰まで
【企画展示室】
石本正素描展「石本正のアトリエより
～ロマネスク素描紀行～」
月 日㈰まで
期間
おとなのアートサロン「紅葉屏風」
思い出の紅葉の情景を、新聞紙を使っ
て描きます。紅葉の美しい色の重なりを
楽しんでみませんか。だれでも簡単に五
感で作品づくりを楽しめる「臨床美術」
の手法をいかしたワークショップです。
講師 島根臨床美術の会
月 日㈯
日時
午後１時～３時
材料費 ２０００円
定員
人（要予約）



読書週間イベント

「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。

公開講座のご案内

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３日㈷
午前９時 分～午後５時 分
会場 ２階 多目的ホール
※ 利用者カードを持っている人はご
持参ください。
※ お持ち帰り用の袋は各自ご準備く
ださい。
秋の夜長を図書館で
月７日㈭、８日㈮の両日、中央図
書館は開館時間を午後９時まで延長し
ます。
※ 午後７時以降は、
「閲覧」「貸出」
「返却」のみとします。

いました。
浜田市の久保田市長を表敬し
た際には、花火大会や浜田港の
説明に関心が集まりました。
また、今年は浜田開府４００
年ということもあり、江戸寛政
年間より創業の「平野屋」社長・
平野義弘さんより、お茶の心得
や楽しみ方を教えていただきま
した。学生たちにとっては初め
ての体験でしたが、中国茶との
違いや茶道の奥深さを感じたよ
うです。
「仁摩サンドミュージアム」
では日本海の砂と寧夏の砂の違
いを感じたり、「石見神楽ショッ
プくわの木」では神楽演目の鐘
馗が中国の民間伝承の神である
ことなどを知り、友好交流を深
める場となりました。
ご協力いただいた皆さん、あ
りがとうございました。

※ 詳しい内容は、石正美術館までお問
い合わせください。

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
演題 「国際協力の現場から日
本が見えるー開発と平和の問
題をめぐってー」

５日㈫・11日㈪
18日㈪・25日㈪

9：00～17：00

月のイベント

石正美術館まつり
「 み す み フ ェ ス テ ィ バ ル 」 に 合 わ せ、
美術館も年に一度のお祭りを開催しま
す。この二日間は観覧料無料に加え、楽
しいものづくりワークショップやフリー
マーケットなどもにぎやかに行っていま
す♪
ぜひお誘いあわせの上、お出かけくだ
さい。
月９日㈯・ 日㈰
日時
観覧料 無料
※ 両日、美術館前の駐車場は利用でき
ません。三隅中央公園内で開催中の「み
すみフェスティバル」臨時駐車場をご
利用ください。
１０

講師 谷山博史さん（日本国際
ボランティアセンター理事）
問合せ
企画調整室 ☎２２０１

人を受け入れました

【中国】
寧夏大学外国語学院日本
語学科生

３０

い

じょんひょん

図書館寄席
月７日㈭
日時
午後７時 分～
会場 中央図書館 特設会場
料金 入場無料
問合せ 中央図書館 ☎０４８０
３０

一夜一冊～はまだ読書夜会～
好きな本を持ち寄りその魅力を紹介す
るもよし、聴くだけでもよしの読書夜会。
皆さんの参加をお待ちしています。
日時
月８日㈮
午後７時～９時
会場 中央図書館 特設会場
参加費 無料
問合せ はまだ図書館友の会 栗栖さん
☎０９０ー８０６４ー７９４０

１１

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

順位
1
2
3
4
５
６
７
８
９
１０

図書館情報
１１

１１

著者
今村 夏子
瀬尾 まいこ
東野 圭吾
あさの あつこ
下村 敦史
池井戸 潤
樹木 希林
大島 真寿美
矢部 太郎
桜木 紫乃
タイトル
むらさきのスカートの女
そして、バトンは渡された
希望の糸
烈風ただなか
絶声
ノーサイド・ゲーム
一切なりゆき 樹木希林のことば
渦 妹背山婦女庭訓魂結び
大家さんと僕
緋の河

貸出ベスト10（令和元年９月期）

開館時間
11月の休館日
9：00～19：00 11日㈪・25日㈪
☎0480
☎1823
☎1439
☎2258
中央
金城
旭
弥栄

①近世日朝関係の２つの使節：
通信使と訳官使
日時
月 日㈬
午後６時 分～７時 分
講師 石田徹（浜田キャンパス
准教授）
②環境問題から見た北朝鮮の現
在と対外開放の可能性
日時
月 日㈬
午後６時 分～７時 分
講師 福原裕二（浜田キャンパ
ス教授）
③イランの環境問題：日本との
比較の視点を織り交ぜて
日時
月 日㈬
午後６時 分～７時 分
講師 吉村慎太郎さん（広島大
学総合科学部教授）
④韓国に行ってみよう
日時
月４日㈬
午後１時 分～２時 分
講 師 李 姃 炫 さ ん（ 島 根 県 国
際交流員）
⑤日本の環境問題を考える：海
のゴミと核のゴミ
日時
月４日㈬
午後６時 分～７時 分
講師 濵田泰弘（浜田キャンパ
ス准教授）
各講座の会場 講義・研究棟中
講義室３ ④のみ中講義室５
問合せ
地域連携課 ☎２３９６
１５ 13

石本正「秘花」
１９９６（平成８）年

８月 日㈪から 日㈬にかけ
て本学に滞在し、学生たちと交
流しました。
寧夏回族自治区は大陸内部に
位置し、海には面していません。
寧夏大学の学生たちは毎年、日
本海を望むことを楽しみに来学
します。今年も天候に恵まれて、
浜田市国府海岸の美しい夕焼け
と綺麗な砂浜の感触を楽しんで

１５ 20

※ 「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。

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
令和２年１月６日㈪～ 日㈮
選抜期日
令和２年２月１日㈯
問合せ
教務学生課 ☎２２１３

総合政 策 学 会
特別講 演 会 の ご 案 内
島根県立大学総合政策学会で
は、各界の第一線で活躍してい
る人を講師に迎え、講演会を開

４５

４５

４５

４５

４５

電話：0855-24-2200
ホームページ：http://hamada.u-shimane.ac.jp
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３０

１５ 27

１５

11

１５

～海の見える丘から～

10：00～19：00
（土日祝日は18：00まで）

11

２２

三隅 ☎0338

11

12

12

２０

２２

11
３０

１２

１１

１１

２０

２８

１２

193
vol.

11

寧夏大学外国語学院の皆さん

５０ 29

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

１０

11

10

２６

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

９月 日㈰、秘境奥島根
やさかウルトラマラニック
浜田が開催されました。
弥栄町全域をコースとし
た１００㎞と ㎞を走る過
酷なレースに、全国から強
靭なランナー２４１人が参
加し、沿道の声援を受けな
がら完走を目指しました。
（ ページに関連記事掲載）

今月の表紙

栄
隅
計

弥
三
合

旭

浜田市広報
@koushitsu.hamada

Facebook

70

月 のイベント

総数
39,565
4,162
2,690
1,255
5,910
53,582

田
城

浜
金

29

※ 国際交流ワークショップと
ホリデー創作の受付は、午後
１時から３時 分まで１階創
作室にて
■国際交流ワークショップ
フランス、ギリシャ、台湾の
３か国・地域から美術の先生が
来館します。普段は体験できな
い貴重な活動ですので、ぜひご
参加ください。
◎ 月２日㈯～４日
３か国・地域の活動を体験で
きます。
参加費 ３００円

日

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

☎42–1234
☎45–1234
☎48–2111
☎32–2800

《木の実でアート》
◎ 月 日㈯・ 月１日㈰
指導 梶目喜美江さん
参加費 ３００円
■一般対象講座
《デザイン構成講座》
× ㎝のイラストボードに
デザインをしながら色紙を貼っ
て制作します。
◎ 月 日㈬～ 日㈮
３日間連続の講座です。
時間 午前 時～正午
講師 寺尾堂（当館館長）
参加費 １０００円（３日間通
して）（要予約）
■手作り市場
手作り名人さんによる展示即
売会を開催します。ハンドメイ
ドならではの、温もりいっぱい
の作品がずらり！
◎ 月２日㈯
時間 午前 時～午後３時
場所 ３階多目的ホール
■神楽公演
石見神楽亀山社中の石見神楽
をお楽しみください。
◎ 月３日㈷
時間 午後２時～４時
場所 ３階多目的ホール
料金 無料

日・

（単位：人）

女
20,718
2,148
1,349
660
3,083
27,958

男
18,847
2,014
1,341
595
2,827
25,624

世帯
19,551
1,882
1,325
671
2,820
26,249

口（９月末現在）

人

in

12

50

11

13

70

30

月の休館日
月曜日
日・
振替日 ５日

各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

25

11

11

12

15

１8

(振)

昨年の活動の様子

「あそぶ木のアート展」
好評開催中！

24

■展覧会関連イベント
ゲストワークショップ
《森のオーナメントづくり》
木のパーツを選んで、描いて、
オリジナルのオーナメントをつ
くろう！
◎ 月 日㈰
指導 Ｓｕｋｉｍａ．さん（出
品作家）
参加費 ５００円

17

10

11

11

３０

10

■ホリデー創作活動
《すすめ！ビー玉くん》
◎ 月９日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
《おもちゃの椅子》
◎ 月 日㈯・ 日㈰
参加費 ２００円
《木のチップで飾る写真立て》
◎ 月 日㈷
参加費 ５００円
本庁

16

〒 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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浜田市世界こども美術館

現在、こども美術館では、
「木
のアート」をテーマに、地元浜
田の木にスポットをあてた展覧
会を開催中です。
浜田の森や海をモチーフにし
たパズルや、ブナの巨木で制作
した触って楽しめる作品など、
浜田の木材を使用して制作した
５組のアーティストによる遊べ
る木の作品が大集合しています。
また、会期中の週末には、木
を中心とした創作活動を実施し
ています。この機会に、木の世
界を存分にお楽しみください。
会期 令和２年１月 日㈷まで
助成 一般財団法人地域創造
料金 一般
４００円
高校・大学生 ３００円
小学・中学校 ２００円
11

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

11

11

１１

11
11

11

11

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

13

つなげて遊ぶ
浜田の海
もりのあそびば
森のオーナメント

月刊！vol.275
こども美術館
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令和元年
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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。

