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栽培漁業学習 ヒラメの稚魚放流体験

大きくなって帰ってきてね

住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田

全国から応援をいただきありがとうございます

浜田市ふるさと寄附

特集

暑

おも

ふるさと はまだ への想いが、お便りで届きました
ふるさと寄附をしていただいた人から、浜田市を応援する
メッセージがたくさん届いています。その一部を紹介します。

（男性）

の新鮮な干物をお送りくださ
り、ありがとうございます。
美味しくいただきました。と
りわけ１回目の「沖きす」は、５本な
らべてオリーブオイルを少々加え、ア
ルミホイルで包み焼きしましたところ、
頭も骨も全て食することができ、それ
も美味しくいただきましたことを伝え
ます。
当方、薄塩派ですが、お送りいただい
た干物の塩加減は優しく薄味でありが
た か っ た で す。 赤 魚（ 鯛？ の 種 類？）、
カレイ、鯵、イカ…どれもこれも新鮮
で、普段なら頂き難いエラまわりなど
も食しています。最近、骨のない「の
どぐろのから揚げ」をしてみましたと
ころ、２歳７ヶ月の孫が好んで食べて
くれます。何を食べさせようかと迷う
ところ、うれしい限りです。
千葉県（女性）

旬

二月十七日ふるさと納税返礼
品を受取りました。
年末のお忙しい時に迅速な対
応をしていただきありがとうございま
す。
浜田市には全国から多くの方がふるさ
と納税されているようで、市のさらな
る発展をお祈りいたします。
また明年も些少ですが浜田市にしたい
と思っております。

十

持ちの良い、いい季節になり
ました。
明日は小学校の運動会です。
今日はめずらしい「きす」なども入っ
た美味しい干物の数々をお届けくださ
りありがとうございました。
主人はお魚が大好きで、ほぼ毎日頂き
（ 焼 き 方 も 上 手 に な り ま し た。） そ ろ
そろかなと心待ちにしていました。早
速頂きます。
滋賀県（女性）

気

※ できる限り原文のまま掲載しますが、一
部編集を行っています。ご了承ください。

い毎日が続きます。
皆様お元気でご活躍…、そし
て美味しい干物をお届け下さ
りありがとうございます。
いつも沢山珍しい品も入れて下さり、
お届け下さり、大好物の主人が大々喜
びです。
暑い毎日ご自愛下さいませ。
滋賀県（女性）

皆
様方におかれましては、ます
ますご清祥のこととお喜び申
し上げます。
このたびの寄付金に対するお礼品、絶
品美味で食卓を豪華にしてくれた上、
最高の満腹感を味わうことが出来まし
た。
来る季節、ご慈愛の程、右御礼まで。
京都府（女性）

今

こ

のたび、ふるさと納税をさせ
て頂きました、はちみつ、お
いしく頂いています。
味もやさしい味で何でもあいますね、
毎日少しずつ主人と頂いています。
小さなあめ キャンディ入れて頂いて
ありがとうございます。
おいしく頂いています。甘さがやさし
く、のどにも良いです。
毎日お話をする仕事をしていますので、
やさしいあめは大切です。
東京都（女性）
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☎９２２０
問合せ
ふるさと寄附推進室

１
２
３
４
５

年も残りの方が少なくなりま
した。
皆様のお仕事もお忙しくなる
ことと思います。
本日はのどぐろの開き干しを有難うご
ざいました。
さっそく夕食にいただきました。脂が
のってとても美味でした。
風邪などひかれませんよう。
（男性）

と

てもおいしく頂きました。島
根県の様子もいろいろと、知
ることが出来てよかったです。
これからもよろしくお願いいたします。
静岡県（女性）

！！

平成29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。
金額は、１３億６２１５万１５７７円 件数は、６万０８７６件でした。
本当にありがとうございました。
件数（件）
金額（円）
5,578
112,338,970
12,036
262,114,402
13,169
288,811,639
12,678
287,885,246
17,415
411,001,320
60,876 1,362,151,577
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
合計

全国から応援をいただき ありがとうございます
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。

平成29年度
ふるさと寄附実績

浜田市

ふるさと寄附

6 万 0876 件
13 億 6215 万 1577 円
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活用した事業
お産の応援
地域医療の連携
がん検診の受診率の向上
敬老乗車券の交付
そのほか
計

ふるさと はまだ は
こんなに 元気 になりました

（千円）

活用額
39,440
12,685
35,475
39,996
11,245
138,841

平成28年度に引き続き、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。
外出機会の増加につながり、高齢者の元気な生活を支
えています。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。

4

寄附者の皆さんのおかげです

高齢者福祉及び
地域医療の充実に関する事業

安心してお産できるための支援

青少年の健全育成に関する事業

活用した事業
スクールバスの運行
学校支援員の配置
社会体育の推進
特色ある学校づくり支援
そのほか
計

（千円）

活用額
64,166
23,703
12,460
5,744
122,769
228,842

その他目的達成のために
市長が必要と認める事業
（千円）

活用額
17,735
15,000
2,370
10,271
45,376

（千円）

活用額
4,632
4,565
10,573
1,536
21,306

2

石見神楽の定期公演

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
（千円）

活用額
10,960
6,751
1,000
944
106
19,761

市や県が管理する河川の除草など、環境の保持を図
るために活用しました。また、猫の不妊・去勢手術に
対する助成を行い、野良猫増加の抑止に加え、猫の遺
棄防止や引取り処分数の減少を図りました。
大粒ぶどうを栽培するリースハウス

広報はまだ：平成30年８月号

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
河川の浄化
河川の維持管理
動物愛護の推進
リサイクルステーションの整備
そのほか
計

浜田の顔となる農作物を振興するため、高品質の大
粒ぶどうを栽培するためのハウスのリース事業に取り
組みました。また、沖合底曳網漁船のリシップや、有
害鳥獣の被害防止対策を行い、一次産業の生産基盤を
整える取組を実施しました。
5

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。

市の観光資源である石見神楽の魅力を多くの人にＰ
Ｒするため、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。
市内小学校の黒板の取換え

活用した事業
農作物の振興
沖合底曳網漁船のリシップ
有害鳥獣の被害防止
有害鳥獣の捕獲奨励
計

1

活用した事業
石見神楽の振興
石見神楽定期公演の推進
資料館の管理運営
御便殿の管理
計

スクールバスの運行や学校支援員の配置など、教育
環境の充実を図りました。また、市内小学校の黒板の
取換えなど、学習環境の整備にも取り組みました。

5

平成29年度
ふるさと寄附活用事業

河川の除草や堤防の整備
広報はまだ：平成30年８月号
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開所10周年

記念フォーラム開催

開所１０周年を記念して、これまでの取組を広く紹介する場として、記念フォーラ
ムが開催されます。皆さん、ぜひお出かけください。

☎１４３７

旭小学校・中学校にコッペパン提供開始

①

２０
１０

島根あさひ社会復帰促進センター開所

②

新開団地での構外作業開始

③

茶・桑・野菜などの栽培に
取り組んでいます。

・旭支所産業建設課産業振興係

１９

年間の歩み

☎８１７１

１０

10

約 か月間、入所者と生活
を共にしながらトレーニング
を行っています。

☎９５０２

⑥

２０

平成 年 月、島根県浜田
市旭町工業団地敷地に開所し
ました。

広報はまだ：平成30年８月号

・産業政策課産業企画係

「あさひ感謝シンポジウム」開催

10

２１

周年

平成 年 月 日
島根あさひ社会復帰促進セン
ター開所（写真①）
浜田市旭町今市地区の人口が
１２０４人から１４８０人と
急増する。

問合せ

県立大⇒浜田駅・旭支所
県立大 浜田駅 旭支所
12:55 13:05
13:10 13:20 13:55
13:20 13:30

２１
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開所
平成 年４月
新開団地での構外作業開始
（写真②）
盲導犬パピー育成プログラム
開始（写真③）

旭支所・浜田駅⇒県立大
旭支所 浜田駅 県立大
8:00
8:10
7:30
8:05
8:15
8:30
8:40
8:40
8:50
9:00
9:10

２３

平成 年 月
文通プログラム開始
（写真④）

県立大⇒浜田駅・旭支所
県立大 浜田駅 旭支所
17:30 17:40
17:35 17:45
17:55 18:05 18:45
18:00 18:10

旭 中 学 校 卒 業 生 の、「 給 食
でパンを食べたかった」の言
葉が導入のきっかけです。

旭支所・浜田駅⇒県立大
旭支所 浜田駅 県立大
11:30 11:40
12:00 12:10
11:30 12:05 12:15
12:30 12:40
12:35 12:45
13:00 13:10

２日目（９月２日㈰）

１日目（９月１日㈯）

シャトルバス時刻表

２３

平成 年２月
放置自転車の再生活動開始

⑤

平成 年５月
入所者による水田農作業開始

文通プログラム開始

当日は無料のシャトルバスを運行します。また、刑務所作業製品などの販売もあります。

記念フォーラムに関する問合せ
島根あさひ社会復帰促進センター

7

④

２４

センターの取組を地元旭町
の皆さんに紹介しました。

※

＜第２日目＞ ９月２日㈰ 午前９時～午後０時50分
⑴ オープニングセレモニー
⑵ フォーラムⅡ
テーマ：「各種プログラムの効果検証と今後の課題」
〇 基調報告
「盲導犬パピー育成プログラムの成果について」
「文通プログラムの効果検証」
「改善指導の効果検証について」
「出所者等を含めたトークプログラム
（リフレクティング）」
〇 盲導犬デモンストレーション
〇 パネルディスカッション

２５

地域住民との交流を通じ社
会復帰に向けた心構えを養っ
ています。

＜第１日目＞ ９月１日㈯ 午後１時～５時25分
⑴ オープニングセレモニー
⑵ 基調講演
「島根あさひ社会復帰促進センターにおける
これまでの取組と今後の展望」
⑶ フォーラムⅠ
テーマ：
「地域との共生」
〇 基調報告
「出所者の就労状況等」
「文通プログラムに参加して」
「マスコミから見たセンターの取組み」
「刑事施設におけるサステナビリティの可能性」
〇 パネルディスカッション

２６

平成 年７月
入所者による地域清掃活動開始

料金 無料（予約不要）

２６

平成 年８月
開設５周年記念フォーラム開催

浜田キャンパス講堂

２９

平成 年１月
無料職業紹介事業開始

３０

平成 年６月
「あさひ感謝シンポジウム」
開催（写真⑤）

場所 島根県立大学

島根あさひ社会復帰促進センターは１０月に開所１０周年を迎
えます。開所以来、入所者の改善更生と社会復帰の実現を目
指し、地域と一体となって様々な取組を行ってきました。
平成 年３月
再犯防止ワークショップ開催

９月１日 ㈯・２日 ㈰

島根あさひ社会復帰促進センター
平成 年１月
旭小学校・中学校にコッペパ
ン提供開始（写真⑥）

日時

～地域との絆で歩んだ10年間～

１０

盲導犬パピー育成プログラム開始

広報はまだ：平成30年８月号
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平成30年度

第２回

浜田市職員採用試験 ＆ 就職ガイダンス

職員採用試験

平成31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。

採用職種・要件など 下表のとおり
第１次試験日 ９月16日㈰
試験会場
第一中学校
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。
受付期間
８月１日㈬～23日㈭（当日消印有効）

※ 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。

採用職種

人員

対象者
（平成31年４月１日現在）

一般事務員Ｂ

２人程度

18歳以上23歳以下の人

学歴・資格などは問いません。

一般事務員Ｃ
５人程度
（民間企業等職務経験者）

24歳以上35歳以下の人

民間企業などで通算３年以上の経験を有する人。

必要な資格・条件など

保健師の免許を有する人。
（採用までに取得見込みの人を含む）

保健師Ｅ

１人程度

35歳以下の人

土木技術員Ｆ

３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Ｇ

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Ｈ

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Ｉ
１人程度
（救急救命士有資格者）

※ 一般事務員Ｂ及びＣは、６月に実施した第１回採用試験の一般事務員Ａを受験した人は受験申込みでき
ません。
※ 土木技術員Ｆは、６月に実施した第１回採用試験の土木技術員Ｄを受験した人は受験申込みできません。

第４９回全国中学校

体操競技選手権大会
重ねた努力

流した汗

光り輝け

中国の地で

８月２０日㈪ ～ ２２日㈬

会場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ）
今年の全国中学校体育大会は、「重ねた努力 流し
た汗 光り輝け 中国の地で」のスローガンのもと、
中国地方の各県を会場に行われます。浜田市では、島
根県立体育館（竹本正男アリーナ）を会場に、第４９回
全国中学校体操競技選手権大会が行われます。
中学生にとって最大のスポーツの祭典であるこの大
会は、各県の代表が集う全国に９つあるブロック大会
で、団体・個人ともに優勝するなど、上位に入賞しな
ければ出場できない大会です。
浜田市では、２年前に全国高校総体（インターハイ）が開催され、全国トップレベルの演技が繰り
広げられたことは記憶に新しいところです。このたびの大会は、狭き門を勝ち抜いた精鋭のみが出場
できる大会と言えます。出場選手は、日頃の練習の成果を発揮できるよう競技に臨み、鍛え上げた技
能を競い合い、中学生の日本一を目指します。
ぜひ会場にお出かけいただき、選手の皆さんに声援を送ってください。

体操競技選手権大会の日程

就職ガイダンス
対象
日時
場所
定員
料金
申込み
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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
受験してみようと思っている人は、ぜひ参加してください。

平成30年度第２回職員採用試験（９月実施）の対象者
８月15日㈬ 午後１時30分～４時30分
市役所本庁舎４階 講堂
先着30人
無料
８月８日㈬までに、電話又はメールで必要事項（受験
希望職種・氏名・住所・電話番号・在学中の場合は学
校名と学年）を人事課までお知らせください。

広報はまだ：平成30年８月号

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

日時
内容
８月２０日㈪ １０：００～１６：４０ 練習
（開会式１６：００～）
２１日㈫ １０：００～１５：５７ 男女自由演技
２２日㈬
９：４５～１５：４０ 男女自由演技（閉会式１５：００～）

問合せ
・第４９回全国中学校体操競技選手権大会
浜田市実行委員会事務局（第一中学校内）
☎５０３２
・学校教育課学事保健係
☎９７１０
広報はまだ：平成30年８月号
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浜田開府400年記念

「はまだ市民ガイド」養成講座

受講生募集

～浜田に訪れる観光客の「おもてなし」をしませんか～

来年浜田開府400年を迎えるにあたり、今日までの
浜田発展の中心を担った浜田城山及び外ノ浦（日本遺
産）の観光案内を行うガイドを養成します。
受講者は本講座終了後、「浜田市観光ボランティア
ガイドの会」の会員として活動してもらう予定です。

日時・内容 次表のとおり
※ ６回以上受講した人に「認定証」を発行します。
場所 中央図書館多目的ホールほか（現地レクあり）
定員 20人（先着） 料金 無料
申込締切日 ８月24日㈮

「はまだ市民ガイド」養成講座
日時
講座
講師
９月１日㈯
ガイドの心得
安立聖さん
午後１時～４時 ※ 応急手当講習 （石見銀山ガイドの会会長）
鍵本俊朗さん
９月15日㈯
浜田藩史
（教育委員会市誌編纂室）
午後１時～４時
９月29日㈯
外ノ浦（現地レク） 小松真人さん（教育委員会）
午後１時～４時
10月13日㈯
北前船と外ノ浦
楫ヶ瀬孝さん（外ノ浦町）
午後１時～４時 郷土資料館見学
小松真人さん（教育委員会）
10月27日㈯
ガイドの会活動紹介 斎藤晴子さん（浜田市観光ボ
午後１時～４時 ※ 応急手当講習 ランティアガイドの会会長）
11月10日㈯
石見銀山
（現地視察） 石見銀山ガイドの会
午前９時～午後４時
浜田市観光ボランティアガイ
11月24日㈯
畳ヶ浦（現地レク）
ドの会
午後１時～４時
藤田大輔さん（教育委員会）
12月８日㈯
浜田城山
（現地レク）
川本裕司さん（教育委員会）
午後１時～４時
※ 応急手当講習は必ずどちらかを受講してください。

民講座）
（第３回市
下町
浜田城と城

申込み・問合せ
開府４００年推進室

☎９２２８

平和を祈念し、黙とうを

平和アピールパネル展

広島市と長崎市に原爆が投下されて今年で73年目に
なります。また、８月15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15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。

昭和20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73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６日㈪～13日㈪
場所 市役所本庁舎１階市民ロビー

原爆が投下された日時
広島 昭和20年８月６日 午前８時15分
長崎 昭和20年８月９日 午前11時２分
全国戦没者追悼式 ８月15日㈬
問合せ
総務課総務管理係
11

浜田城まち
あるき
（第７回市
民講座）
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☎９１１０

問合せ
総務課総務管理係

病後児保育室
「びぃびくんのおへや」
を開設します
市では、病気やけがの回復期にあって集団で過ごす
ことができない子どもを、仕事などの都合により育児
ができない保護者に代わり、看護師などが子どもの状
況や発達に合わせた看護・保育を行う「病後児保育」
を実施します。
開設日 ８月10日㈮
実施施設 病後児保育室「びぃびくんのおへや」
市役所本庁舎地階 ☎９３３９
対象 市内に住所を有する生後８週間から小学校３年
生までの子ども
※ 市外在住でも、子どもが市内の保育所（園）・小
学校に通所・通学している場合は利用できます。
定員 ３人
利用できる日時
月～金曜日 午前８時15分～午後６時
休室日 土・日・祝日・年末年始
利用料 日額２０００円
※ 生活保護世帯又は当年度分市民税非課税世帯は無
料、当年度市民税課税で所得割課税額が４８６００円未
満の世帯は１０００円となる減免制度があります。ただ
し、４月から８月までは前年度分の市民税の課税状
況で判断します。
持参するもの お弁当・おやつ・お茶（水筒）・母子
手帳・健康保険証・着替えなど
※ 詳しくは、病後児保育室「びぃびくんのおへや」
にお問い合わせください。

クックパッド

利用までの手続
利用するには、事前登録が必要です。登録申込書に
必要事項を記入の上、子育て支援課又は各支所市民福
祉課へ提出してください。
※ 登録申込書は、市内各保育所（園）・子育て支援
課及び各支所市民福祉課にあります。
登録料 無料

利用方法
⑴

病後児保育室「びぃびくんのおへや」へ電話で利
用予約をする。
⑵ かかりつけの病院を受診の上、診療情報提供書を
書いてもらう（有料）。
⑶ 登録時にお渡しする利用申込書と診療情報提供書
を病後児保育室「びぃびくんのおへや」に提出し、
病後児保育を利用する。
利用予約時間 原則、前日の午前８時15分～午後６時
問合せ
登録に関すること
・子育て支援課保育係 ☎９３３０
・各支所市民福祉課
利用予約・利用に関すること
病後児保育室「びぃびくんのおへや」
☎９３３９（８月10日㈮以降）

浜田市公式キッチン

「浜田市びぃびくん食堂」を開設しました
問合せ

☎９１１０

浜田市戦没者追悼式
浜田市戦没者追悼式を開催します。戦没者のご遺族
の皆さんの参列をお待ちしています。
日時 ９月１日㈯ 午前10時～11時
場所 総合福祉センター
問合せ
浜田市社会福祉協議会

☎００９４

市では、平成30年３月に「第３次食育推進
計画」を策定し「おいしく・たのしく・豊か
な食で 人と人をつなぐ食育」を基本理念に、
浜田の豊かな資源を活かした食育に、関係機
関と一緒に取り組んでいます。
取組の一つとして、６月よりクックパッド
に浜田市の公式キッチン「浜田市びぃびくん
食堂」を開設しました。朝ごはんレシピや生
活習慣病予防のためのレシピ、市の特産品や
郷土料理などを紹介します。
ぜひ、ご活用ください。

地域医療対策課保健予防係

☎９３１１

い

浜田市食育推進
キャラクター
「びぃびくん」

クックパッド

浜田市
広報はまだ：平成30年８月号
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元気な浜田をつくります

市長日記

（平成30年６月）

平成29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
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。

１
立発起人会議
自治体会議設
矯正施設所在
（６月６日）
た
出席しまし
（東京都）に

浜田沖合における天然資源開発促進につ
いて、資源エネルギー庁に要望しました
（６月７日）

「浜田市障がいのある人もない人も共に
生きることができるまちづくり条例」制
定記念講演会を開催しました
（６月９日）

職員の任免及び職員数に関する状況

職員数の状況及び関係市からの派遣職員

（平成29年度中

平成29年度中
採用者
退職者
0
2

平成29年度職員数
（平成29年４月１日）
8

２

単位：人）

派遣職員
浜田市
江津市
8
4

職員の人事評価及び勤務評定の状況

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。
区

島根県視覚障害者福祉大会に出席しまし
た（６月10日）

浜田市長杯グラウンド・ゴルフ大会の開
会式に出席しました（６月13日）

浜田市出身でＪリーグ ヴィッセル神戸
に所属する佐々木大樹選手が表敬訪問さ
れました（６月15日）

分

（平成29年度中

人数

内

容

単位：人）

定期昇給時における所属長による勤務
評定

昇給時

4

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

３

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

単位：人）

区 分
職員数
対前年
主な増減理由
部 門
27年 28年 29年 30年 増減数
総 務
5
5
5
5
0
一般行
民 生 13 13 13 13
0
政部門
衛 生
2
2
2
2
0
合 計
20 20 20 20
0
※

短期間再任用職員は含んでいません。

４

職員の勤務時間などの状況

区 分
内
容
勤務時間 午前８時30分から午後５時15分まで

関西浜田会総会（大阪府）に出席しまし
た（６月17日）

国府海岸と生湯海岸を清掃する海岸ク
リーンアップ作戦を行いました
（６月23日）

浜田市ＰＴＡ連合会研修大会に出席しま
した（６月24日）

休

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）

分
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城山大学で、
「浜田開府400年に向けて～
江戸時代の浜田と北前船～」について講
演しました（６月26日）

しまね地域医
療支援センタ
ートップセミ
ナー（出雲市
）で浜田市の
医師確保の取
組について講
演しました（
６月26日）

分

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

結婚・出産・忌引・災害など特別の事由により
勤務しないことが相当であると認められる場合
の休暇。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、乳幼児検診、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29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29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29年度末退職職員）

単位：人）

件数

1

1

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

20

内

容

0

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

4 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

浜田市・江津
市研修

24 服務・倫理・健康・人権研修会など

各課独自研修

58 実務研修など

職員の福祉及び利益の保護の状況
区

分

（平成29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

（平成29年度中

人数

特殊検診

１年につき20日間付与、新規採用職員（４月１
年次有給休暇
日付）は15日間付与。

特別休暇

分限処分
免職 休職 降任
0
0
0

処分者数

職員の休暇などの状況
区

職員の分限及び懲戒処分の状況

区

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

５

ロシア海洋国立大学訓練船「ナジェジュ
ダ号」
が浜田港長浜埠頭に寄港し、船長や
関係者が表敬訪問されました（６月26日）

６

5 騒音健診
0

地方公務員災害補償基金が行う
補償

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不服申し立ての状況

問合せ

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
5
合健診

（平成29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
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Town Topics
市では初めて功労団体表彰を受賞

～ 全国少年補導功労者・功労団体表彰式 ～

みすみ

地域で温泉を盛り上げる
～ 旭温泉まつり ～

の

みすみ

６月14日㈭、平成30年度全国少年補導功労者・功労団体表彰
式が東京都内で開催され、浜田市少年補導委員連絡会三隅支部
が功労団体表彰を受賞しました。これは、昭和43年の結成以来、
学校やほかの団体と連携しながら夜間の巡回パトロールや、大
人と児童生徒が触れ合う異世代交流イベントを開催するなど、
長年にわたり少年の非行防止と健全育成に尽力してきたことが
認められたものです。
西田清久支部長は、「これまでの歴代の皆さんのおかげで受
賞することができ、心より感謝したい」と話していました。

大きな梅の実で袋はいっぱい

ち

齋藤純一副会長（左）西田清久支部長（右）

はまだ

～ 梅狩り ～

15
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掛け声と共に一斉放水はじめ

細かいとこまでよく見て描いて
～ あじさい祭り ～
む

水槽の中のうなぎをスケッチ

安心して生活できるまち

～ 高齢者どんちっち運動推進モデル地区指定式 ～

やさか

あさひ

田植え終わってひと休み

～ 杵束公民館まつり泥おとし ～

神楽で祭りを盛り上げる

う しゃ

６月30日㈯、あじさい祭りがふれあい会館「夢生舎」で行わ
れました。これは、下府川を中心とした自然環境の保護や、世
代間の交流をとおして宇野町の活性化を図っている「下府川を
楽しむ会」が企画したものです。
雨のため予定していた川での水生生物の採取が行えませんで
したが、子どもたちは、しまね海洋館アクアスの職員が用意し
たモリアオガエルやどんこ、日本うなぎといった下府川に生息
している水生生物を観察し、絵を描きました。その後、描いた
絵をプラスチックの板に写し、アクセサリを作りました。

６月26日㈫、高齢者どんちっち運動推進モデル地区の指定式
が、弥栄会館で行われ、安城・杵束の両公民館長に委嘱状が渡
されました。これは、近年、事件事故の被害に遭う高齢者が増
えているため、交通事故・特殊詐欺などから高齢者を守る取組
として、安城地区・杵束地区を平成30年度のモデル地区として
浜田警察署が指定したものです。
当日は、特殊詐欺被害防止や認知機能検査についての講習会
やサポートカーの体験会も行われ、参加者は詐欺の手口などを
メモに取りながら真剣に聞き入っていました。

５月26日㈯、杵束公民館まつり泥お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、杵束田ばやし保存会と宇野田植え囃子保存会による
「田囃子」の踊り比べや和太鼓・バンド演奏などで盛り上がり
ました。地域の皆さんによる出店もあり、新鮮な野菜や角寿司・
つけもの・チヂミ・シフォンケーキなどバラエティに富んだ品
物が販売され、多くの人でにぎわいました。
杵束田ばやし保存会による田ばやし

かなぎ

７月１日㈰、金城消防隊夏季訓練が旧浜田消防署美又出張所
で行われ約90人が参加しました。
夏季訓練では、通常点検や火災を想定した訓練を行い、火災
に対する連携を再確認しました。また、７月29日㈰に雲南市で
開催される第62回島根県消防操法大会に出場する選手たちが、
本番を前にポンプ車操法を披露しました。４月から練習してき
た選手たちは、「地域の皆さんには消防団活動にご理解をいた
だき大変感謝しています。訓練の成果を出し、大会では納得の
いく操法を行いたいと思います」と話していました。

たわわに実った梅を収穫

子どもたちもダンスでまつりを盛り上げる

♥
Town Topics

い

～ 金城消防隊 夏季訓練 ～

あさひ

やさか

だ

火点は前方の標的！放水はじめ！

６月10日㈰、梅狩りが三隅公園で行われました。これは、昭
和47年に市民がそれぞれの記念に植樹した「豊後」
・
「青軸」
・
「鴬
宿」など７品種約1,000本の梅の木が、毎年梅雨前に収穫時期
を迎えることから、公園を開放して梅の収穫を楽しんでもらっ
ているものです。
当日は、市内外から家族連れなど約500人が参加し、たわわ
に実った梅の実を袋いっぱいに収穫していました。参加者は、
「今年は、梅の実も大きくて良かった。梅干や梅酒などを作り
たい」と満足そうに話していました。

６月２日㈯・３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、多くの人に旭温泉を
利用して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、今年で40回目となりました。
２日㈯は、前夜祭としてよさこい踊りやフラダンス、石見神
楽が上演されました。３日㈰の本祭りでは、旭まるごとクイズ
大会や歌謡ショー・ダンス・温泉卓球大会などの催しが行われ
ました。また、地元団体によるバザーもあり、来場した約1,100
人は楽しいひと時を過ごしました。

わ

委嘱状が渡された安城公民館長と杵束公民館長

ホタルのふるさとを守る

～ なんっと舞いんさる！ほーほーほたるこい祭り ～

６月23日㈯、「なんっと舞いんさる！ほーほーほたるこい祭
り」が、市木ふれあい広場周辺で行われました。これは、地域
で幼虫を放流するなどホタルを育て、ホタルの環境を守るとと
もに、祭りを通じて地域住民の交流を図ろうと、市木地区まち
づくり推進委員会が開催したものです。
当日は、神楽や銭太鼓などのステージイベントや地元有志に
よるバザーが行われ、約600人の来場者でにぎわいました。日
が暮れてくる頃にはホタルが舞い始め、来場者は川辺を散策し
ながら、ホタルの幻想的な光を楽しみました。
広報はまだ：平成30年８月号
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９月９日は救急の 日 で す

安全安心

～ 浜田市総合防災訓練 ～

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９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、

生活・環境

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
助」
）が配信されています。
全国版救急受診ア
プリ（総務省消防
庁のページへ）

住宅

産業・地域活性化

当講習を実施します。
日時 ９月２日㈰
午前９時～正午
場所 浜田市消防本部 会議室
定員 先着 人
料金 無料
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 先着 人
料金 無料
※ 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

生活・環境

上下水道部が西分庁舎３
階に引っ越しました

子育て

身の回りにあるビニール袋を使って腕をつる

【弥栄】
弥栄支所に警戒本部・対策本部を設置し、自治会や自主防災
組織が中心となり、住民による避難所への避難訓練や一部の地
域では、電話や可搬型移動無線機を使って弥栄支所対策本部と
の情報伝達訓練を行いました。
また、消防団による警戒広報活動や要支援者の避難支援など
の訓練、３自治会では炊き出し訓練も併せて行いました。

健康・福祉

保険・医療・年金

「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
１ ５ ７・ 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
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。

食中毒を予防しましょう

【旭】
土砂災害を想定した防災訓練が今市公民館など４か所で行わ
れました。自主防災組織や自治会は、搬送資器材を使用した安
全な避難や安否確認などを行い、避難所の開所と炊き出しまで
の流れを訓練しました。また、旭中学校では、２年生を中心に
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を行い、
いざというときに動けるように訓練しました。

７月 日に、上下水道部（管
理課・工務課・下水道課）が西
分庁舎の２階から３階へ引っ越
しました。
問合せ 安全安心推進課防災安
全係 ☎９１２２

税務・納税

訓練の様子を映像で確認
障害擬似体験器具を装着しての避難訓練
人権

【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 環境課くらしと環境係
☎９４２０

【三隅】
６月26日㈫、住民参加型防災訓練の検証会を三隅公民館で開
催しました。これは、３日㈰の浜田市総合防災訓練に併せて各
団体が実施した防災訓練について検証を行ったものです。
検証会では、各自治会・自主防災組織・福祉施設が、訓練に
ついて良かった点や改善すべき点を述べ、情報を共有し合いま
した。参加者からは、「色々と防災について考える機会となっ
て良かった」という意見などが出されました。
教育・文化・スポーツ

75

ダンボール箱をつなげてベットを作成
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40

各地区の消防団から連絡を受けて情報を収集

幼児画展示のご案内
救急車を題材とした幼児画を
展示します。
期間 ９月８日㈯～ 日㈪
場所 ゆめタウン浜田３階展示
場
一日救急隊長による広報活動
幼稚園児による広報活動を実
施します。
日時 ９月９日㈰
午前 時～（約 分）
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
17

40

【金城】
住民参加型防災訓練が行われ、約350人が参加しました。合
同訓練と地区独自訓練が行われ、合同訓練では、気象情報や土
砂災害警戒情報を聞き、避難行動を行いました。地区独自訓練
では、各地区の自主防災組織と公民館が協力し、住民に対して
備蓄品の取扱い、炊き出し、ダンボールベットの作成などの訓
練を行いました。
30

災害時の連携深める
安全安心

１５

16
広報はまだ：平成30年８月号
広報はまだ：平成30年８月号

17

17

６月３日㈰、浜田市総合防災訓練が開催されました。今年は、
「水害・土砂災害における防災活動」をテーマに、災害対策本
部運営訓練及び各地区災害対策本部、関係機関との情報伝達訓
練を実施しました。
【浜田】
昨年の７月４日からの大雨災害と同規模を想定した訓練が行
われ、実際に災害対策本部を立ち上げて情報伝達や各自の災害
時の役割を確認しました。
10

♥
Town Topics
まちのわだい

安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

こどもエコクラブは、自然観
察やリサイクル活動、地球温暖
化対策など、子どもたちが興味・
関心のある環境活動に身近なと
ころから取り組むクラブです。
こどもエコクラブになるとこん
なことができます
自分たちの活動をＰＲ
活動内容をホームページに掲
載して多くの人に伝えることが
できます。また、内容について
は、環境カウンセラーなどの専
門の先生からアドバイスを受け
ることもできます。
役立つツールがもらえる
活動の記録にぴったりのメン
バー手帳に、ほかのクラブの様
子などを掲載したニュースレ

「こどもエコクラブ」への
参加クラブを募集します

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 環境課リサイクル推進
係 ☎９４３０

早めに計画しまし ょ う
し尿収集のお盆休 み

中小企業事業主の皆さんへ

16

16

15

15

税務・納税

子育て

ターなどがもらえます。
アースレンジャーになろう
報告するともらえる「アース
スタンプ」を５個集めるとアー
スレンジャー認定証が送られま
す。
活動するにはどうしたらいいの？
①こどもエコクラブに登録（登
録料・年会費無料）
一緒に活動する仲間（３～
歳）と、活動を支える大人（
歳以上）
を集め、
登録します。ホー
ムページから登録するか、地方
事務局に用紙を提出してくださ
い。メンバー１人からでも登録
できます。登録したメンバーは
自動的に賠償責任保険に加入し
ます。
②活動スタート
身近にできる、自分たちが興
味ある環境活動に自由に取り組
みます。ほかのクラブの活動を
参考にしてみるのも良いかもし
れません。
※ こどもエコクラブのホーム
ページに活動レポートを掲載
しています。
③報告する（報告する・しない
は自由です。）
報告は、こどもエコクラブの
ホームページか地方事務局で受
付けています。
申込先・問合せ 環境課くらし
と環境係内 こどもエコクラ
ブ地方事務局 ☎９４２０

健康・福祉

住

保険・医療・年金

宅

建物を建てるときには届
出が必要です
建物を建てようとする場合に、
建築確認申請の手続が必要だと
いうことをご存じですか。
都市計画区域内で建物を建て
る（ ㎡以下の増改築を除く）
ときは、建築基準法により工事
に着手する前に「建築確認申請
書」を提出し、確認済証の交付
を受ける必要があります。
この手続は、都市計画区域外
の一定規模以上などの建物や、
準防火地域内の ㎡以下の建物
でも必要です。
住宅などを新築し、完了検査
を受けた後に、これに附属した
簡易な物置や物干し場を建てる
場合も同様な手続が必要となり
ますのでご注意ください。手続
をしないで工事をすると、建築
基準法違反となり、是正の指導
や命令などを受けることがあり
ます。
10

このような簡易な物干
し場などでも前記の条
件であれば申請が必要
です。
保険・医療・年金

農林水産「もの知り出前講座」
島根県の自然や農林水産業の
魅力などについて、県職員が出
向いて説明します。小中学生向
けに５メニュー、一般向けに４
メニューをそろえています。詳
しくは、県ホームページをご覧
ください。

農林水産出前講座を活用
してください

問合せ 島根県市町村振興協会
☎０８５２４３０１

宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよいまちづくりに使
われています。
サマージャンボ宝くじ販売中
・サマージャンボ宝くじ７億円
・サマージャンボミニ７千万円
発売期間 ８月３日㈮まで

宝くじのお買い求めは
島根県内でお願いします

10

健康・福祉

人権
教育・文化・スポーツ

建築工事届の提出が必要です
㎡を超える建物を新築・増
築・改築・移転する場合には、
都市計画区域外の建物でも、建
築工事届の提出が義務付けられ
ています。
問合せ 建築住宅課指導係
☎９６３２

産
業
地域活性化
中小企業退職金共済制度
なら掛金に国の制度が受
けられます
中小企業退職金共済制度は、
中小企業の事業主が従業員の退
職金を計画的に準備できる国の
退職金制度です。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は全額非課税で手数料も
かかりません。
・社外積立だから管理もラクラ
クで、転職先でも引き継げる
「通算制度」があります。
・パートタイマーや家族従業員
も加入できます。
※ 詳しくは中退共ホームペー
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
☎０３‐６９０７‐１２３４

対象 団体・グループ（ただし、
島根県内に在住、在勤又は在
学する、おおむね 人以上が
参加する集会・会合）
時間 平日・土日の午前 時～
午後８時
（１講座１時間程度）
料金 県職員の派遣代は無料
※ 会場費用などは、団体で負
担してください。
申込方法 おおむね１月前まで
に、担当課に直接お申し込み
ください。
農林水産「みらい講座」
農林水産業のことについて知
りたいことがあれば、各試験研
究施設にお越しください。研究
員による説明のほか、施設見学
や体験学習などができます。詳
しくは、県ホームページをご覧
ください。
時間 平日 午前９時～午後４
時 分
申込方法 各施設に直接お申し
込みください。
※ 詳しくは、お問い合わせく
ださい。
問合せ 県農林水産総務課政策
推進スタッフ
☎０８５２５９６６

人権

教育・文化・スポーツ

10

15

10

30

11

労 働 時 間 相 談・ 支 援 コ ー

※ 提出は随時受け付けていま
す。
問合せ
・浜田商工会議所
☎３０２５
・石央商工会 ☎００７０
・浜田市三隅発電所対策室三隅
発電所対策係（三隅支所内）
☎２８０３

平成 年～平成 年物品
調達等入札参加資格審査
（定期審査）の申請を受
け付けます

子育て

10

三隅発電所２号機建設に
伴う受注希望調査票を受
け付けます

36

20 18

平成 年～平成 年物品調達
等入札参加資格審査の定期審査
を行います。
平成 年～平成 年に市が発
注する物品の買入れ、役務の提
供などの請負契約に係る競争入
札（見積り）に参加を希望され
る人は、申請してください。
申請方法 島根県と県内市町が
共同利用する資格申請システ
ムを使用します。
インターネッ
トからの申請後、必要書類を
持参又は郵送してください。
※ 詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
受付期間 ９月３日㈪～ 日㈮
（土・日・祝日は除く。）
※ 郵送の場合は、当日消印有
効です。
受付先・問合せ 総務課入札管
理係 ☎９１４１

税務・納税

33

12

ナーを設置しました

産業・地域活性化

三隅発電所地域経済対策協議
会では、 月に着工予定の三隅
発電所２号機の建設にともない、
工事及び物品・サービスについ
ての受注を希望される事業者か
らの受注希望調査票の受付を次
のとおり行っています。
提出書類
工事受注希望事業者
工事受注希望調査票、有資格
者数一覧表、施工実績一覧表、
反社会的勢力排除に関する誓
約書
物品・サービス受注希望事業者
物品・サービス受注希望調査
票、反社会的勢力排除に関す
る誓約書
※ 書類は、浜田商工会議所・
石央商工会の窓口にて配布し
ています。市ホームページの
「事業者募集」からダウン
ロードもできます。
提出先及び提出方法
次の商工団体に、持参又は郵
送してください。
・浜田商工会議所【〒６９７‐
００２７ 浜田市殿町１２４
‐２】
・石央商工会【〒６９７‐０１
２１ 浜田市金城町下来原１
４０９‐２】
・石央商工会各支所

住宅

１１

11

労働時間相談・支援コーナー
では、主に中小企業の事業主の
皆さんに対し、法令に関する知
識や労務管理体制についての相
談への対応や支援を行っていま
す。
次のような相談を受け付けてい
ます
① 時 間 外・ 休 日 労 働 協 定 (協
定 を) 含 む 労 働 時 間 制 度 全 般
に関する相談
②変形労働時間制などの労働時
間に関する制度の導入に関す
る相談
③長時間労働の削減に向けた取
組に関する相談
④労働時間などの設定について
の改善に取り組む際に利用可
能な助成金の案内
相談方法 窓口又は電話で受け
付けています。また、個別訪
問によるご相談にも対応して
いますので、お気軽にお近く
の労働基準監督署にお問い合
わせください。
受 付 時 間 午 前 ８ 時 分～午
後５時 分（土・日・祝日を
除く）
問合せ 島根県労働局労働基準
部監督課 ☎０８５２１１
５６
30

生活・環境

28

33

場所
治和町２・３・５・６、津摩町、
９ 木
陽光台
16 木 唐鐘１～９
国分町１～３、唐鐘10・11、
20 月
下府町４～６・８
21 火 下府町１～３・６－１、上府町伊甘
上府町三宅、外ノ浦町、
22 水
松原町１～３・６・８
松原町４・５・７・８、殿町１・６
23 木
～８
27 月 殿町１～５、田町２～５
田町１、琵琶町、朝日町１～６・９・
28 火
10
朝日町１～４・６～８、牛市町、紺
29 水
屋町２～５
30 木 紺屋町２・３、天満町、新町、錦町
※ 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。
（環境課くらしと環境係 ☎９４２０）
14

安全安心

33

31

日 曜
11

15

18
広報はまだ：平成30年８月号
広報はまだ：平成30年８月号

19

31

31

８月側溝消毒予定表

安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

税務・納税

育

子育て

て

たばこ税手持品課税説明会
対象 市内のたばこ販売業者
時間 午後１時 分～２時 分
消費税軽減税率制度説明会
対象 全事業主
時間 午後３時～３時 分
問合せ 浜田税務署
☎０３６０

子

30

児童扶養手当に関する
お知らせです

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

い児童
・父又は母が裁判所からのＤＶ
保護命令を受けた児童
・そのほか、前記に準ずる状態
にある児童で政令で定めるも
の
※ 支給対象者の父又は母が事
実上婚姻関係にある場合など
は支給されません。
支給月額
児童１人の場合
全部支給 ４２５００円
一部支給 １００３０円～
４２４９０円
※ 支給額は、支給対象者の所
得額に応じて異なり、所得制
限もあります。
※ 児童２人以上の場合など、
詳しくはお問い合わせくださ
い。
問合せ 子育て支援課子ども家
庭相談係 ☎９３３１

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ので注
意してください。

健康・福祉

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

該当する人には、７月末に個
人通知をしています。
届出期間 ８月１日㈬～ 日㈮
届出先・問合せ
・子育て支援課子ども家庭相談
係 ☎９３３１
・各支所市民福祉課

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 ９月６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 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
子育て支援課子ども家庭相談
係 ☎９３３１

在宅児フッ素塗布を実施
します

31

30

45

２０ ３１

浜田税務署の駐車場が縮
小しました

産業・地域活性化

30

浜田税務署駐車場は、７月１
日より駐車区画の一部が利用で
きなくなりました。
来署される際は、ご注意くだ
さい。

問合せ 浜田税務署
☎０３６０

たばこ税手持品課税説明会
及び消費税の軽減税率制度
説明会を開催します
次のとおり説明会を開催しま
す。
開催日 ９月３日㈪
場所 総合福祉センター２階会
議室

住宅

30

30

児童扶養手当は、市内に住所
を有し、支給要件に該当する児
童（ 歳になった年度の３月
日を迎えるまでの児童又は、
歳未満で政令で定める程度の障
がいの状態にある児童）を監護
する父又は母、もしくは父母に
代わってその児童を養育してい
る人に支給される手当です。ま
た、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
より低い人も対象となります。
対象になると思われる人は相
談してください。
支給要件
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める程度
の障がいの状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでな
１８

至江津

国道 9 号
至三隅

有害鳥獣被害防止 の た め
の資材を提供しま す

生活・環境

23

７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
13:20～13:30 小熊集会所
13:40～13:50 谷集会所
14:05～14:15 熊の山集会所
14:30～14:40 上田野原集会所

】

栄

弥

【

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 地域医療対策課保健予防係
☎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東分庁舎１階地域医療対策
課・各支所市民福祉課・各公民館にあります。
・
「広報はまだ」４月号に併せて配布した「平成30
年度各種健
（検）
診日程表」に掲載しています。

浜田市有害鳥獣捕獲対策協議
会では、国の総合対策事業を活
用し、有害獣（サル・イノシシ・
ツキノワグマなど）の集落への
侵入を広範囲にわたって阻止す
る防護柵（ワイヤーメッシュ・
電気牧柵）を設置する集落など
に対して資材を提供します。提
供した資材の設置・維持管理は
申請団体で行ってください。
対象 集落・町内会など（受益
者３戸以上）
要件
・防護柵の対象となる農用地が
ａ以上であること（市内に
あり、遊休農地を除く。
）
・今年度中に設置を行うこと
申込締切日 ８月 日㈮
申込方法 農林振興課、又は各
支所産業建設課にお問い合わ
せください。
※ 申込多数の場合は、資材が
配布できない場合があります。
※ 希望している数量を配布で
きない場合は、申請団体で不
足分を追加購入して設置する
か、配布する資材内で設置す
る箇所や方法を検討し設置し
てください。
申込先・問合せ
・農林振興課林業振興係
☎９５１０
・各支所産業建設課

安全安心

８月結核レントゲン検診の日程

ここの駐車場が
利用できなくなりました

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、
そのうち約20％から４0％程度の割合で命を落とすこ
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。
日本脳炎の予防接種の機会を逃した人は・・・
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、特例として平成19年４月２日から平成
21年10月１日に生まれた９歳から13歳未満の人は、
１期の残りの回数を接種できます。
また、平成７年４月２日から平成19年４月１日生
まれで20歳未満の人は、残りの回数を接種できます。
母子手帳を確認し、かかりつけ医療機関に接種につ
いて相談してください。

６日㈪

人権

６日㈪

教育・文化・スポーツ

20
広報はまだ：平成30年８月号
広報はまだ：平成30年８月号

21

子どもを感染症から守るために

浜田税務署

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。また、風しんは、特に予
防接種の機会がなかった20歳から４0歳代の男性がか
かる場合が多いようです。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。
麻しん風しんの予防接種
定期予防接種対象者以外の人でも、自分と家族、
周りの人を風しんから守るために、風しんの予防接
種を任意で受けることができます。
風しんワクチンを接種していない人や１回接種だ
けの人は、麻しんワクチンの接種回数も不十分で、
麻しんに対する免疫も弱いことが多いため、麻しん
風しんの予防接種をお勧めします。
なお、任意の予防接種費用は自己負担となります
ので、かかりつけ医療機関に相談してください。
問合せ 子育て支援課子ども家庭相談係
☎９３３１

日本脳炎

31

麻しん風しん
予防接種は、子ども自身が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
化したり、後遺症が残ったり、ときには命にかかわ
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。

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
14:20～14:30 小坂集会所
9:50～10:00 大斉集会所
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

30

子 育 て コラム

産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

15

です。
対象 協会けんぽの ～ 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
の際は、「受診券」と「保険証」
が必要です。
※ 受診券は４月にご自宅にお
送りしています。
※ 健診実施機関などは、協会
けんぽのホームページを確認
してください。
問合せ 全国健康保険協会島根
支部保健グループ
☎０８５２５２０４

74

住宅

受けてみませんか
巡回人間ドック
（再募集）
市では、健康の保持増進と病
気の早期発見を目的として、人
間ドックを受診する機会のない
人に巡回健診車で受診する「巡
回人間ドック」を行います。短
時間（約１時間）で、いろいろ
な検査が受けられます。ぜひご
利用ください。
対象 次の全てに該当する人
① 歳から 歳まで（昭和 年
４月１日～平成 年３月 日
生まれ）の浜田市に住民票が
ある人
②市税の滞納がない人
③ほかのドックなどを受診しな
い人及びＰＥＴ‐ＣＴがん検
診の助成を受けない人
④今年度、特定健診を受けない
人
会場・実施日・募集定員
総合福祉センター
・９月 日㈭ ３人
人
・９月 日㈮
ふれあいジム・かなぎ
人
・９月 日㈬
・９月 日㈭
人
人
・９月 日㈮
検査委託機関 ＪＡ島根厚生連
検 査 項 目 身 体 測 定・ 血 圧 測
定・血液検査・心電図・胃部
バ リ ウ ム 検 査・ 胸 部 Ｘ 線 検
査・腹部超音波検査・便潜血
検査・前立腺がん検診 など
14 13

生活・環境

保険・医療
年
金
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

子育て

協会けんぽから費用補助があ
ります。
島根県内の健診機関の場合、
自己負担金は０円～１９４７円

税務・納税

福祉医療費医療証（資格
証）更新のお知らせです
更新の必要な人
福祉医療受給対象者（有効期
限 が 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

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

自己負担金 ８０００円
※ 受診日当日に持参してくだ
さい。
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日中連絡
先電話番号、⑥加入健康保険、
⑦受診希望日時・会場名（第
１・第２希望日及び希望時間
は、午前・午後・いつでも可
のいずれか）を必ず記入の上、
送付してください（先着順で
はありません）。
はがきの記入例

※ 希望日時に添えない場合や
応募が少ない場合は、計画変
更が生じる可能性があります。
はがき１枚で１人の申込み
とします。
※

ます）
②対象者本人及び同一世帯全て
の人のマイナンバーカード又
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 医療保険課医療年金係
☎９４１１

人権

浜田医療センターの専門的な
知識のある認定看護師が地域に
出 向 い て 出 前 講 座 を 行 い ま す。
お気軽にお申し込みください。
対象 ５人以上のグループ・団
体（ 浜 田 市 在 住 の 人 又 は 医
療・介護従事者）
時間 平日 午前 時～午後７
時（１～２時間程度）
料金 認定看護師の派遣代は無
料
※ 会場費用などは、団体で負
担してください。

浜田医療センター認定看
護師による出前講座をご
利用ください

３０
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安全安心

※ 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。
宛先 〒６９７‐８５０１ 浜
田市殿町１番地 浜田市地域
医 療 対 策 課「 巡 回 人 間 ド ッ
ク」再募集係
申込期間 ８月１日㈬～ 日㈬
必着
申込結果のお知らせ
申込者多数の場合は、抽選を
行います。抽選結果は、８月
下旬に全員へ通知します。
問合せ 地域医療対策課保健予
防係 ☎９３１１

届出期間 ８月 日㈮～９月
・原則として、事業所における
日㈫
障がい者雇用率が２・２％以
※ 特別児童扶養手当の受給者
上であること
で、対象児童が養護学校やろ
・６か月以内の事業所都合によ
う学校などの寄宿舎に入寮し
る障がい者の解雇がないこと
て い る 場 合 は、「 別 居 監 護 事
・勤続年数が１年以上の障がい
実についての確認願書」に、
者がいること。
学校又は居住地域の民生委員
応募期間 ８月 日㈮まで
応募方法 自薦・他薦は問いま
に証明を受け、ほかの添付書
せん。所定の様式に必要事項
類と併せて提出してください。
を記入の上、提出してくださ
届出先・問合せ
い。
・地域福祉課障がい福祉係
※ 様式は、市役所東分庁舎１
☎９３２２
階地域福祉課障がい福祉係に
・各支所市民福祉課
あります。市ホームページか
らダウンロードもできます。
障がい者雇用優良事業所
※ 自薦・他薦で様式が異なり
を表彰します
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

産業・地域活性化

障がい者雇用に理解をもち、
障がい者の目線で雇用環境を整
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 ホ ー ム
ページなどで広く啓発すること
により、自然体の障がい者雇用
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、
次の全てに該当するもの
・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

住宅

「巡回人間ドック」
再募集係
教育・文化・スポーツ

10

特別児童扶養手当 及 び 特
別障害者手当など の 受 給
者は受給資格など の 状 況
を提出してくださ い

生活・環境

浜田市地域医療対策課

【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
※ HPV検査の結果により受診間隔に違いがあります。

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、受給資格などの状況を届け
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。

安全安心

浜田市殿町１番地

実施場所

22
広報はまだ：平成30年８月号
広報はまだ：平成30年８月号

23

（表） 〒697-8501

（裏）
①受診希望者の住所
②受診希望者の氏名
③受診希望者の性別
④受診希望者の生年月日
⑤連絡先電話番号
⑥加入健康保険
⑦受診希望日時・会場名
３０

31 19

74

胃がん検診（予約不要） 対象 40歳以上
実施日
受付時間
会 場
都川高齢者活動促進セン
旭 ８月28日㈫ 8:30～11:00
ター
※ 胃がん検診は空腹状態でないと受診できません。受
診６時間前には必ず食事を済ませてください。午後か
らの受付については、検診当日の軽い朝食は結構です。
２時間前までは、コップ１杯程度の飲水は可能です。
避けたほうが良い食品 肉類・貝類・天ぷら・ラーメ
ン・ねり製品・こんにゃく・海藻類・きのこ など
17

11

40

３０

11

20 20 10

２４

10

21 20 19

３０

子宮頸がん検診の受診間隔について
今回の受診結果
対応又は受診間隔
細胞診「異常なし」かつ
次回は、3年後に受診
HPV検査「陰性（－）」
細胞診「異常なし」かつ
次回は、1年後に受診
HPV検査「陽性（＋）」
細胞診「異常あり」
精密検査を受診
※ 一般的な間隔ですので、医師の指示を守りましょう。
【医療機関で受診する場合】
申込先 浜田医療センター内健診センター
☎７７００
申込受付時間 14:00～16:00
平成31年２月28日㈭まで
毎週火・水・金曜日
実施期間 検診当日受付時間
14:30～15:00
検査時間 15:00～17:00
実施場所
浜田医療センター内 健診センター
【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
浜 ８月26日㈰
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

平成31年２月28日㈭まで
江木医院 ☎１１８１（予約不要）
浜田医療センター内 健診センター
☎７７００（要予約）
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～
実施期間
14

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

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。
９月以降のがん検診日程は、「平成30年度各種健
（検）診日程表」をご覧ください。
浜田市に住民票がある人は、市が実施する各種が
ん検診を、無料で受診することができます。がん検
診受診の際は、本人確認ができるもの（健康保険証・
運転免許証など）をご持参ください。
※ 年度内に同じ検診を複数回受診される場合は、
２回目以降全額負担となります。
問合せ 地域医療対策課保健予防係 ☎９３１１
１５

８月各種がん検診の日程

安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

申込方法 申込用紙に必要事項
守られます。
を記入の上、実施日の２か月
子どもの人権１１０番
前までにＦＡＸで申し込んで
電話番号（フリーダイヤル）
ください。
☎０１２０‐００７‐１１０
※ 申込用紙は、浜田医療セン
相談時間延長期間
ターホームページからダウン
８月 日㈬～９月４日㈫
ロードしてください。
時間 午前８時 分～午後７時
※ 日時を調整し、代表者に連
（土・日曜日は午前 時～午
後５時）
絡します。
相談員 法務局職員又は人権擁
※ 講座内容など、詳しくは医
護委員
療センターホームページをご
そのほかの相談先
覧ください。
法務局では、職員や人権擁護
問合せ 浜田医療センター管理
委員が人権に関するご相談を受
課庶務班長 ☎７１９０
けています。
・松江地方法務局浜田支局
人
権
☎０９５９
・みんなの人権１１０番（電話）
☎０５７０‐００３‐１１０
・ 女性の人権ホットライン（電話）
８月 日～９月４ 日 は 、
☎０５７０‐０７０‐８１０
全国一斉「子ども の 人 権
・ 外国語人権相談ダイヤル（電話）
１１０番」強化週 間 で す
☎０５７０‐０９０‐９１１
松江地方法務局と島根県人権
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 ～午後５時
分
めぐる様々な人権問題の解決の
・インターネット相談（法務省
取組の一つとして、８月 日㈬
ホームページ）
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
全国一斉「子どもの人権１１０
護課 ☎０８５２４２６０
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

募

集

周年記念

「発電所がある風景」
図画コンクール作品募集

三隅発電所

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

景観づくりに貢献している
建造物など

しまね景観賞募集

問合せ 島根県住宅供給公社
浜田住宅管理事務所
☎０５３５
募集住宅（先着順）
浜田市雇用促進住宅
（小福井・内田・国府・金城）
問合せ 浜田土建㈱
☎１４１７

15

対 象 保 育 所（ 園 ）・ 幼 稚 園 の
園児及び小学生
月頃中国電力㈱三隅発
展示
９月

日㈮までに中国

電所ふれあいホ ー ル で 展 示 予 定

申込み

税務・納税

子育て

浜田市長旗争奪野球大会
参加チーム募集
浜田市長旗争奪野球大会
日時 ９月２日㈰～ 月８日㈷
場所 浜田市野球場ほか
参加チーム募集
対象 浜田市内の職域、同好会
チーム（中学３年生以上。ただ
し、中・高校生は出場条件あり）

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

健康福祉フェスティバル
ふれあいステージ出演団体募集

健康・福祉

第

保険・医療・年金

回 浜田市美術展
一般公募展作品募集

人権
教育・文化・スポーツ

問合せ 文化振興課芸術文化振
興係 ☎９７３０
規定サイズなど、詳細はお
問い合わせください。
※

１人１点限り
１点1500円（中・高校生500円）

10

電力㈱三隅発電 所 技 術 管 理 課 へ

☎２１３９

展示
日時 ９月 日㈯～ 月８日㈷
場所 世界こども美術館
作品募集
対象 中学生以上の石見地方在
住者及び出身者
部門・出品料 下表のとおり
申込み 出品票と出品料を各応
募先へ
応募先・期間
○市役所北分庁舎文化振興課
９月 日㈪～ 日㈮ 午前８
時 分～午後６時 分
○金城・旭・弥栄支所教育委員
会分室
９月 日㈪～ 日㈮ 午前８
時 分～午後５時 分
○石正美術館
９月 日㈫～ 日㈷ 午前９
時～午後４時 分
○世界こども美術館
９月 日㈯・ 日㈷ 午前９
時 分～午後４時 分
作品の搬入場所 金城・旭・弥
栄支所教育委員会分室、石正
美術館、世界こども美術館
表彰式
月７日㈰ 午後１時
日時
分～３時 分
場所 世界こども美術館
搬出
月８日㈷
日時
午後３時～６時

30

国際交流員コラム
健康福祉フェスティバル
月 日㈰ 午前９時
日時
分～午後２時 分（予定）
場所 海のみえる文化公園野外
ステージ
ふれあいステージ出演団体募集
対象 ダンス・バンド演奏など
パフォーマンスを行う、市内
に居住する人を中心に構成さ
れた団体（１団体 分程度）
団体程度（選考）
定員
申込み ８月 日㈮までに申込
書を地域福祉課内 浜田市健
康福祉フェスティバル実行委
員会事務局へ ☎９３００

29

30

国際交流子どもの集い㏌旭での様子

１人１点限り
１点1500円（中・高校生500円）
１人１点限り
１点1000円（中・高校生300円）
自由作品の部 工芸・ちぎり絵・水墨画・彫刻・陶芸など

１人３点以内
１点1500円（中・高校生500円）
１人１点限り（部門ごとに）
１点1500円（中・高校生500円）

募集部門・出品料
題材自由
写真の部
（デジタル可、ただし編集・加工したものは不可）
第１部 前衛書
書の部
第２部 漢字・かな・近代詩文など
油絵・日本画・水彩画・版画・素描・デザイン
絵画の部
第１部 高校生・大学生・一般
第２部 中学生
表現・材料・展示など、既存の部門の枠を超えた作品
現代美術の部
（今年度の募集は終了しました）

10

30

15

30

21

14

30 17

23

10

10

11

22

公営住宅の入居者募集
※ 緑ヶ丘住宅・黒川住宅・長
浜西住宅については、空きが
出た場合は公募します。
募集住宅（先着順）
【金城】湯屋団地３号棟
【旭】ニュー市木・あさひイン
ターハイツ
【三隅】若者住宅（１ＤＫ）
問合せ 金城・旭・弥栄
㈲中田工務店 ☎１２０３
三隅 ㈱コムサ ☎２９９９
募集住宅（先着順）
湯屋団地１号棟・市木団地など

30

50

10

10

20

30

スリヤチャイ
パメラ

30

30

30

A Once in a Lifetime Meeting
（一期一会）
27

21

31

24
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われた送別会では、浜田市のホストから研修生にま
るで彼らの浜田での全ての経験をきっぱりとまとめ
たように、「一期一会」という言葉を筆書きされた
色紙が贈られました。私は浜田市が伝えたい意味を
どうやって通訳すれば良いか少し迷いましたが、市
民との交流や市内に住んでいた経験、皆さんと一緒
に過ごした時間を考えるとその意味を円滑に伝える
事ができました。お互いの文化や習慣の違いを共有
して学び合う時間、そして、その人生の中で一回し
か体験できないかもしれない出会いを大切にすると
いうことが「一期一会」なのです。
アメリカの国際交流員としての私のコラムはこれ
が最後ですが、浜田市で過ごした時間は、「一期一
会」。今後もこの思い出を大切にして、浜田市の魅
力を多くの人に伝えていきたいと思います。
「一期一会」という四字熟語は私の一番好きな日
本語のフレーズです。この言葉を初めて耳にしたの
は、飯南町の大しめなわ創作館です。しめ縄の歴史
の話を聞き、しめ縄づくり体験をした場所です。し
め縄に彩りを添えるためにリボンを付けたり、綺麗
な紙を巻いたりすることもできました。また、模様
を付けるゴム印は色々な種類がありました。その中
の1つに「一期一会」と書いてありました。漢字が
得意ではない私でも、見ると何となく意味が分かり
ました。「 『一回に会う』という意味でしょう」と
単に思ってしまいました。しかし、本当の意味を理
解できたのはつい最近のことです。
「国際交流員」という仕事は、職名にあるとおり
「交流」事業で出会いに恵まれる仕事です。すなわ
ち、翻訳・通訳、文化紹介・公開講座や学校訪問な
どの中で、浜田市の皆さんとの文化交換のみならず、
水流のように、受け取った情報をほかの人々に流し
て共有し合います。
今年の頭のブータン王国の美術教育支援事業に対
して資料の翻訳や浜田に来られた研修生の通訳とし
て関わる機会が多くありました。その時、一番印象
に残っているのは彼らの送別会です。最後の日に行
10
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まちかど

市有財産を売却します
一般競争入札
日時 ９月 日㈮
（時間は後日通知）
場所 市役所金城支所３階３０
４会議室
※ 参加資格・売却条件・留意
事項など、詳細はお問い合わ
せいただくかホームページを
ご覧ください。

申込み 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

自衛官など

申込み ８月１日㈬から 日㈮
まで（必着）に入札参加申込
書を総務課入札管理係へ
問合せ
物件に関すること
・行財政改革推進課管財係
☎９１４０
入札に関すること
・総務課入札管理係
☎９１４１

市役所
金城支所

朝ごはんレシピ
・本人が創作した未発表のもの
※ どちらも、健康福祉フェス
ティバル・食育フェスタ 浜
田・クックパッド公式キッチ
ン「浜田市びぃびくん食堂」
など市の事業で活用します。
対象 浜田市に住んでいる人や
市内の保育所（園）
・幼稚園・
学校へ通っている人
申込み ９月 日㈮までに申込
書と作品を地域医療対策課保
健予防係へ ☎９３１１
又は各支所市民福祉課へ

公の施設の指定管理者募集
公募予定施設
①旭温泉あさひ荘
指定期間 平成 年４月１日～
平成 年３月 日
問合せ 旭支所産業建設課産業
振興係 ☎１４３７
②リフレパークきんたの里
指定期間 平成 年４月１日～
平成 年３月 日
問合せ 金城支所産業建設課産
業振興係 ☎１２３３
③美又温泉国民保養センター
指定期間 平成 年７月１日～
平成 年３月 日
問合せ 金城支所産業建設課産
業振興係 ☎１２３３
※ 公 募 の 詳 細 は、 市 ホ ー ム
ページでお知らせします。

内容 犯罪被害に関する相談対応
料金 無料（要予約）
申込み 事前に島根被害者サ
ポートセンターへ
☎０８５２５９２８

資格・試験
危険物取扱者試験 及び
危険物取扱者保安講習

男女自衛官候補生（陸・海・空）
歳以上 歳未満の
受験資格
人（採用予定月の１日現在）
受付期間 試験日の前日まで
試験日
①９月 日㈮～ 日㈷のうち
希望する１日 ② 月 日㈰
③ 月 日㈯
試験内容 筆記試験・適性検査
・身体検査・口述試験
試験会場 陸上自衛隊出雲駐屯
地（出雲市）
防衛大学校学生
受験資格 高校卒業（見込含む）
で平成 年４月１日現在 歳
未満の人
○総合選抜
受付期間 ９月５日㈬～７日㈮
試験日（一次試験）９月 日㈯
試験会場 陸上自衛隊伊丹駐屯
地（兵庫県）
○一般
受付期間 ９月５日㈬～ 日㈮
試験日（一次試験）
月３日㈷・４日㈰
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試験会場 お問い合わせください。
防衛医科大学校医学科学生
（見込含む）
受験資格 高校卒業
で平成 年４月１日現在 歳
未満の人
受付期間 ９月５日㈬～ 日㈮
試験日（一次試験）
月 日㈯～ 日㈰
試験会場 お問い合わせください。
防衛医科大学校看護学科学生
（見込含む）
受験資格 高校卒業
で平成 年４月１日現在 歳
未満の人
受付期間 ９月５日㈬～ 日㈮
試験日（一次試験） 月 日㈯
試験会場 お問い合わせください。
問合せ 自衛隊島根地方協力本
部 ☎０８５２００１５・
浜田出張所 ☎１３３４
10

Ｓｅａ‐１グルメフェス
ティバル２０１８
出店者募集
Ｓｅａ‐１グルメフェスティバ
ル ２ ０ １ ８（ Ｂ Ｂ 大 鍋 フ ェ ス
ティバル２０１８同日開催）
月上旬
日時
場所 浜田漁港周辺特設会場
出店者募集
出店要件（抜粋）
・「山陰浜田港」水産物を使用
・商品数は１品目とし、価格は
５００円以内
・飲料類販売不可 など
内容 商品購入者による投票に
よりグランプリなどを決定
定員 ７店舗程度（抽選）
出店料金 無料（基本設備・水
道あり、プロパンガス・消火
器・追加設備は各自で用意）
申込み ９月 日㈮までに申込
書を水産振興課内Ｓｅａ‐１
グルメフェスティバル実行委
員会事務局へ ☎９５２０
元気な浜田は朝ごはんから

「我が家のおいしい朝ごはん」
写真・朝ごはんレシピ募集

談

写真
・自分で作った朝ごはんをおい
しそうに食べている写真（園
児・小学校低学年は、親子で
作った朝ごはんも可）
・Ｌ版サイズ（返却しません）

相
浜田医療センター

がんピアサポーター相談会
日時 ８月８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
島根県ナースセンター

就業相談会
移動ナースバンク

第４回危険物取扱者試験
月 日㈰
試験日
受付期間 書面申請 ８月 日
㈪～９月 日㈪・電子申請
８月 日㈮午前９時～９月７
日㈮午後５時
試験地 浜田・出雲・隠岐の島町
試験種類 甲種・乙種第１類～
第６類・丙種
料金 甲種６５００円・乙種４
５００円・丙種３６００円
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５日㈬ あす
て ら す（ 大 田 市 ）・ ９ 月 ６ 日
㈭ ミルキーウェイホール
（江津市）
・ 月 日㈫ ジャ
ストホール（益田市）

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
月５日㈮
日時
場所 くにびきメッセ（松江市）
警報設備講習
月 日㈮
日時
場所 浜田建設会館
月 日㈮
日時

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７日㈮までに島根
県統計協会へ
☎０８５２５０７８

場所 くにびきメッセ（松江市）
避難設備・消火器講習
月 日㈮
日時
場所 朱鷺会館（出雲市）
料金 ７０００円
申込み ９月３日㈪から 日㈮
までに島根県消防設備協会へ
☎０８５２７３０５

※

教室・講座
浜田養護学校

サポーター講座
日時・内容
第３回 ８月 日㈮
午前 時～正午
「視覚障がいについて」
場所 いわみーる
申込み 電話で浜田養護学校へ
☎２２００

21

浜田ろう学校

手話講座
日時 ９月５日㈬～ 月７日㈬
の毎週水曜日（全 回）
午後４時～５時
場所 浜田ろう学校
人（先着）
定員 入門コース
申込み ８月１日㈬から 日㈮
までに電話で浜田ろう学校へ
☎０１４６
24

至 七条
至 浜田

☎９９０３
上下水道部管理課料金係
問合せ

12月28日まで使用できます。

☎０８００－５５５－１１３２
10 11

15

日時 ８月８日㈬・９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
島根被害者サポートセンター

一日面接相談所
日時 ８月 日㈫
正午～午後４時
（９月以降は毎月第４火曜日）
場所 いわみーる ３階

いいみず

26

10

位置図

26
広報はまだ：平成30年８月号
広報はまだ：平成30年８月号

27

新水道料金 問合せ
専 用 フリーダイヤル
10

９号

みどり
かいかん

売却物件
H30-3・H30-4
21

28

21

20 28

浜田市上下水道部からのお知らせ
10

至 長浜

28

31 31

雲城小学校

売却物件
H30-5
12

所在地

浜田
商業高校
国道

31

19

9,354,000円

27

10

27

9,153,000円

21

21

22

31

10

10

10

宅地
1,005.81㎡
28

10

宅地
1,040.21㎡
地目
地積
最低
売却価格

熱田町
1029番4
23

31 31

21

熱田町
1029番1

in

27

10

18

21

31 31

23

H30-5
旧七条一般住宅
土地
建物
木造瓦葺平家建
金城町七条
（昭和53年建築）
イ975番34
用途：居宅
家屋番号：ｲ975番34
宅地
299.66㎡
79.24㎡
2,277,000円
1,142,000円
合計：3,419,000円
17

34

11

62

11

28

34

10

物件番号
H30-3
H30-4
物件名 熱田住宅跡地１ 熱田住宅跡地２
区分
土地
土地
31

30

12

売却物件
11

11

34

10

28

30

21

11

24

11

浜田国際交流協会

国際交流教室・語学教室

石央文化ホール映画上映会

浜田圏域
難病ボランティア講座
日時 ①９月６日㈭ 午後３時
～４時 分 ②９月 日㈮
午後２時～４時 ③ 月 日
㈮ 午後２時～４時（できる
だけ３回とも受講すること）
場所 浜田保健所３階多目的室
内容 講義、患者・家族の体験
発表、交流会など
料金 無料
申込み ８月 日㈮までに電話
で浜田保健所医事・難病支援
課へ ☎５５５４

テキストデータ編集
ボランティア養成講習会
対象 パソコンの
操作ができ、受
講後、視覚障が
い者が利用する
テキストデイ
ジー図書などの
製作を行うボラ
ンティアとして
活動できる人
日時 ９月 日㈮～ 月 日㈮
の毎週金曜日（全５回）
午後１時 分～４時
場所 いわみーる視聴覚研修室
料金 無料
申込み ９月１日㈯までに島根
県西部視聴覚障害者情報セン
ターへ ☎９３３４

西部高等技術校訓練生

ビジネス情報・基礎科
ビジネス情報・基礎科
入校検定日 ９月 日㈮
検定会場 ポリテクカレッジ島
根（江津市）
人
定員
受講料 無料（テキスト代など
１６０００円程度必要）
選抜方法 筆記試験（国語・数
学）及び面接
訓練期間 ９月 日㈬～平成
年１月 日㈮
訓練場所 ポリテクカレッジ島
根（江津市）
申込み ９月７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

お出かけ

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 時～正午
場所 浜田高校 記念館
演題・講師「自尊感情をどう理
解し育むか」近藤卓さん（日
本ウェルネススポーツ大学教授）

問合せ 浜田養護学校
☎２２００
浜田国際交流協会
～塞上江南‐魅力的な寧夏～

国際交流ミニサロン
日時 ８月 日㈮
午後７時～８時 分
場所 浜田公民館
人
定員
料金 無料
申込み ８月８日㈬までに電話
で浜田国際交流協会へ
☎１２４１

就職フェアしまね（夏期）

ジョブカフェしまね

海であそぼう
日時 ８月 日㈷
午前 時～午後４時
場所 くにびきメッセ（松江市）
内容 企業プレゼン＆座談会・
合同就職面接会など
問合せ ジョブカフェしまね
☎０８５２０６９４

石見海浜公園

日時 ８月４日㈯
正午～景品がなくなるまで
場所 石見海浜公園姉ヶ浜海水
浴場
料金 無料
問合せ 石見海浜公園予約セン
ター ☎２２３１

日時 ８月 日㈯・ 日㈰
場所 旭運動公園内運動施設
問合せ 石央商工会旭支所
☎００５６

２０１８あさひライジン
グサンスポーツ王国

場所 市役所弥栄支所前イベン
夏神楽 国府海岸
ト広場
問合せ 弥栄ふるさとまつり実
日時 ８月 日㈪
行委員会 ☎２１１２
午後８時～翌午前４時
（雨天の場合 日に順延）
「学びでつながる学習集団づくり」
場所 国府海岸特設舞台
ふれあいフォーラム
上演 後野神楽社中
日時 ８月 日㈮
問合せ 国府海岸夏神楽実行委
午前 時 分～午後０時 分
員会
https://www.facebook. 場所 石央文化ホール 大ホール
講師 土田光子さん（大阪教育大学）
com/natukagura/
料金 無料
問合せ 人権同和教育啓発セン
ター ☎９１６０
石央文化ホール

臨時休館のお知らせ

日時 ８月 日㈪・ 日㈫
（チケット販売・電話による予
約受付も行いません）
問合せ 石央文化ホール
☎２１００

今年も熱いぜ！
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日本てんかん協会島根県支部

講演会「子どものてんかん」
日時 ８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 束本和紀さん（島根大学
医学部小児科医師）
定員
人
料金 無料
申込み 公益社団法人日本てん
かん協会島根県支部事務局へ

☎０８５２５３２０

ふるさとの遺産
～全３回シリーズ～
内容・日時
第１回「北前船寄港地・外ノ浦
湊を知る」８月 日㈯ 午前
時～ 時 分
第２回「戦前・戦後の浜田観光
絵葉書で当時にタイムスリッ
プ」９月 日㈯ 午前 時～
時 分
月頃
第３回 現地散策
講師 楫ヶ瀬孝さん
場所 浜田公民館
料金 各１００円（資料代）
申込み ８月 日㈪までに浜田
公民館へ ☎９３５８

日時 ８月 日㈯
午前 時～午後４時 分
場所 益田市総合福祉センター
大集会室・研修室（益田市）
内容 ペアレントメンター島根
によるキャラバン隊公演など
定員 各講座 人程度・ＤＶＤ
上映各 人（先着）
料金 無料
申込み ８月 日㈮までに電話
で島根県西部発達障害者支援
センターウィンドへ
☎０２０８

発達障がいを理解するための
基礎講座 ＆ 啓発ＤＶＤ上映

10

「奇跡」
日時 ８月 日㈷ ①午前 時
～ ②午後１時～ ③午後３
時 分～
（上映時間１２８分）
・石央フリーマーケット祭
午前９時～午後３時
・特別企画
「しまね映画塾 浜田」ＰＲ
①午前９時 分～
②午後０時 分～
場所 石央文化ホール
料金
前売券 一般
１２００円
小学生～大学生
６００円
当日券 一般
１４００円
小学生～大学生
８００円
（スタンプマリンと交換可）
問合せ 石央文化ホール
☎２１００

夏だ！花火だ

美川夏まつり

10

11

30

12

日時 ８月 日㈫ 午後５時～
（ 打ち上げ花火 午後８時 分）
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

10

15

10

10 28

日時 ８月 日㈬
午後３時 分～８時 分

10

11

11

29

20

25

10

30

浜田マリン大橋
ライトアップ
日時 ８月 日㈷～ 日㈬
日没～午前０時
場所 浜田マリン大橋
問合せ 水産振興課水産係
☎９５２０
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国際交流教室・語学教室
日時
場所
定員
料金
締切日
９月３日㈪～11月26日㈪の月曜日
シンチャオ・
午後７時～８時30分
ベトナム語講座 ※ ９月18日・25日・10月９日は火曜日 浜田公民館 15人 3000円 ８月30日㈭
～初級～
（テキスト代3300円が必要な場合あり）
９月４日㈫～11月27日㈫の火曜日
シンチャオ・
ベトナム語講座 午後１時30分～３時
浜田公民館 15人 3000円 ８月30日㈭
～入門～（テキスト代2200円が必要な場合あり）
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）
11

13

14

30 15

浜田国際交流協会
講座

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
浜っ子作業所

フリーマーケット
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
第１８９回ふるさと歴史紀行

学習会 幻の式内社を探せ
日時 ８月 日㈰
午後１時～４時
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
島根県社会福祉協議会

午前９時～午後５時
場所 いわみーる
内容 介護職として必要な基礎
知識・技術などの研修
定員
人
料金 無料
申込み ８月 日㈪までに申込
書を島根県社会福祉協議会へ
☎９３４０
「ごみ分別の一部変更について」

環境学習会
日時 ９月１日㈯
午前 時～ 時 分
場所 浜田公民館 図書室
申込み 浜田地域環境サークル
大橋さんへ ☎０６３５

ＧＯ島根！
ＩＴエンジニア転職フェア
日時・場所
・９月１日㈯ 午後１時 分～
４時 ＴＫＰ大阪駅前カン
ファレンスセンター
（大阪府）
・９月 日㈯ 午後１時 分～
４時 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
復興課 ☎０８５２５６２０

午前 時～ 時 分
場所 総合福祉センター
内容 ガイドブック「浜田の石
見神楽」などから○×問題を
初級・上級区分で出題
料金 初級
大人２０００円
高校生以下１０００円
上級
（新設） ３０００円
申込み ９月 日㈮までに受験
申込書と受講料を浜田商工会
議所総務課へ ☎３０２５

アクアスから
☎３９００

ライフプランセミナー
「どうなる公的年金！始めよう
退職後生活への備え！」
日時 ９月２日㈰
午前９時～正午
場所 総合福祉センター会議室
定員 １００人（先着）
料金 無料
申込み ８月 日㈮までにホー
ムページかＦＡＸで島根県労
働者福祉協議会へ
☎０８５２３３０２
第

回 浜田市美術展

ワークショップ「人物デッサン会」

対象 中学生以上
日時 ９月８日㈯ 午前９時
分～午後３時 分
場所 総合福祉センター
講 師 北 本 雅 己 さ ん（ 日 展 会
員・東光会理事）
定員
人（先着）
料金 無料
申込み ８月 日㈭までに文化
振興課芸術文化振興係へ
☎９７３０
知っておきたい廃炉のはなし

島根県原子力講演会
日時 ９月８日㈯
午後２時 分
場所 浜田合同庁舎２階大会議室
料金 無料

申込み ８月 日㈮までに島根
県防災部原子力安全対策課へ
☎０８５２５６６７
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 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９月３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

シニア向けくらしイキイキ講座
「高齢者を狙う悪質商法～相談の現場から～」

「終活のためのエンディングノート」

日時 ９月 日㈫
午後１時 分～３時 分
場所 浜田市立中央図書館多目
的ホール
定員
人
申込み ９月５日㈬までに島根
県消費者センターへ
☎０８５２５１３０

午前 時～午後６時 分
（入館は午後６時まで）
休館日 毎週火曜日
（８月 日は開館）
場所 石見美術館
料金 一般
１０００円
大学生
６００円
小中高生 ３００円
いわみダンスプロジェクト
２０１８
日時 ８月 日㈷
午後６時 分
場所 大ホール
内容 地元を中心としたダンス
チームによるダンス公演
料金 ５００円（未就学児無料）
（全席自由・会員料金あり）
企画展関連プログラム①
ミューシア vol.5
「お達者落語会」
日時 ８月 日㈰
午後２時～３時 分
場所 スタジオ１
内容 古典落語と講話
出演 春雨や落雷師匠
定員 １００人（先着）
料金 無料（企画展観覧券又は

30

企画展関連プログラム②
「ゆかた納涼祭」
日時 ８月 日㈰
午後３時 分～８時
場所 中庭広場
内容 提灯による中庭広場の演
出・屋台・遊びコーナーなど
料金 無料（飲食などは有料）

ミュージアムパスポートが必要）

30

介護の入門的研修
対象 これから介護の職場に就
業を希望する人など
日時 ８月 日㈬～ 日㈮

島根県事業承継・後継者
育成セミナー
日時 ９月 日㈭
午後１時 分
場所 いわみぷらっと 会議室
内容 平野勝正さん（広島県事
業引継ぎ支援センター統括責
任者）
・島根県事業引継ぎ支援
センター専門相談員による講演

定員
人
料金 無料
申込み ８月 日㈮までに浜田
商工会議所商工振興課へ
☎３０２５

場所 アクアス館内
内容 ライトアップされた水槽
や夜の生物のガイドなど
料金 無料（入館料に含む）
ナイトアクアスコラボ企画
「泊まれるナイトアクアリウム」
対象 小・中学生（小学生は保
護者同伴）
日時 ８月 日㈯
午後８時 分～翌午前７時
場所 アクアス館内
定員
人（抽選）
料金 無料（入館料に含む）
申込み ８月９日㈭までにホー
ムページで
８月の神楽（雨天中止）
５日㈰ 石見神楽波子社中
日㈰ 後野神楽社中
日㈪ 追原神楽社中
日㈫ 石見神楽大尾谷社中
日㈬ 大都神楽団
日㈰ 西村神楽社中
日㈰ 倭川戸神楽社中
時間 午後１時～３時
場所 アクアス横はっしー広場
ステージ
問合せ 島根物産商事㈱
☎３３８８

グラントワだより
☎０８５６１８６０
企画展「ゆかた 浴衣 ＹＵＫＡ
ＴＡ すずしさのデザイン、い
まむかし」
日時 ９月３日㈪まで

30

20

夏休み期間
（８月 日㈮まで）は
毎日開館・営業時間延長します
特別展
「ビックリ！貝まつり
～アイツもコイツも実は貝～」
日時 ９月 日㈷まで
場所 アクアス３階特別展示室
わんぱく探検隊
日時 ９月末までの土・日・祝日
（８月 日㈮まで及び８月 日
㈮～ 日㈮は毎日開催）
午前 時～・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（日中から続け
て観覧もできます）
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浜田の石見神楽
講習会・検定試験
浜田の石見神楽講習会
月 日㈯
日時
午後１時 分～５時
場所 総合福祉センター
演題・講師
「石見神楽面の技法とその歩み
について」 柿田勝郎さん（柿
田勝郎面工房代表）
「浜田の石見神楽の特徴、演目、
採り物について」 日髙均さ
ん（西村神楽社中代表）
料金 無料
申込み ９月 日㈮までに浜田
商工会議所総務課へ
☎３０２５
浜田の石見神楽検定
月 日㈰
日時
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展覧会のお知らせ

石 本 正 記 念 展 示 室 の「 ２ ０ １ ８ 年
度・石本正作品選２」では、約２千点
の収蔵数を誇る石本作品から選び抜か
れた名作を年４回に分けて展示し、い
つでも石本正の美の世界を堪能いただ
けます。
また、企画展示室では「第８回石州
和紙に描いた日本画展」を開催してい
ます。本展では、石本画伯とご縁の深
い画家や地元ゆかりの作家 人による、
石州和紙に描いた新作を観ることがで
きます。
【石本正記念展示室】
２０１８年度・石本正作品選２
月８日㈷まで
期間
【企画展示室】
第８回石州和紙に描いた日本画展
期間 ８月 日㈰まで
第４回石本正日本画大賞展
期間 ８月 日㈫～ 月８日㈷

図書館情報

開館時間
８月の休館日
9：00～19：00 13日㈪・27日㈪

「ももんちゃん あそぼう」シリー
ズなどでおなじみの絵本作家とよたか

とよたかずひこ絵本ライブ

開館５周年記念イベント

中央図書館エントランスホールに
「ラブックりんごの木」のモニュメン
トが設置されました。図書館や本をと
おして得た「財産」が記入されたリン
ゴ型のふせんを「ラブックりんごの木」
の実として掲示しています。また、り
んごのふせんと記載台を準備していま
すので、あなたがみつけた「財産」もぜ
ひ、教えてください。
期間 ８月 日㈰まで

図書館でみつけたあなたの「り
んごの実」を教えてください

「ラブックりんごの木」

「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。

ずひこさんによる絵本の読み聞かせライ
ブを開催します。とよたかずひこさんの
絵本そのままのあ
たたかい世界を親
子で体験してくだ
さい。終了後、サ
イン会も予定して
います。
日時 ８月 日㈷
午前 時～ 時
場所 中央図書館
多目的ホール
定員 先着 組
申込み ８月７日
㈫までに中央図
書館窓口、又は
電話で申込みください。

留学生が「石見の海に親し
む集い」に参加しました

11

11

50

10：00～19：00
（土日祝日は18：00まで）
三隅 ☎0338

※ 「しまね家庭の日」毎月第３日曜日
に家族で来館された入場者のうち、高
校生以下は無料です。

ギャラリー情報
第 回二科会写真部島根支部写真展
（石見移動展）
期間 ８月 日㈷～ 日㈭

８月のイベント
●夏休みこども木工教室
毎年恒例、人気のこども木工教室です。
木のぬくもりを感じながら、普段なかな
か手にしない金づちやノコギリを使って、
自分だけのオリジナル作品を作りましょ
う。この教室では、子どもたちに自由な
創作を楽しんでもらうため、作るものを
指定しません。事前に、木でどんなもの
を作りたいかを考えてきてくださいね。
日時 ８月 日㈯ 午後 時～ 時
参加費 ５００円 定員 人（要予約）
講師 西田清久さん（木工房きなり）
場所 石正美術館回廊
用意するもの 帽子や飲み物などの熱中
症対策、工作用の軍手
（小学校３年生以下は保護者同伴）



キャンパスライフ

☎９１５１
市長公室広報係

成蹊大学と包括連携協定を
締結

申込み・問合せ
☎９１５１
市長公室広報係

平成 年 度 秋 学 期 聴 講 生 ・
科目等 履 修 生 募 集

うれ

問合せ

10

東洋経済新報社（分類916ｲﾅ）

稲垣えみ子：著

１１

9：00～17：00

６月 日㈰に「留学生等を囲
む会」主催による「石見の海に
親しむ集い」が開催されました。
初夏の風を感じながら石見の海
辺を散策する交流も、今年で
回目を迎えました。今回は、中
国、韓国、台湾からの新入留学
生 人が招待され、会員、市民、
留学生や日本の学生など約１０
０人が参加しました。
畳ヶ浦入り口から、洞窟を抜
けた先に広がる不思議な形のノ
ジュールや無数の化石を観察し
たり、写真を撮ったりと、思い
思いに楽しみました。海浜公園
の展望台を経由し、海岸沿いを
約４キロ歩いた後、キャンプ村
では、バーベキューや歌などで
交流しました。
参加した中国の留学生は「市
民の方とたくさん話ができて、
嬉しかった」と話し、石見の海
を通じた様々な交流を満喫して
いました。

掲載料 １か月10000円
申込方法 申込書（市長公室にあります。ホーム
ページからダウンロードもできます。）に必要
事項を記入の上、持参又は郵送してください。

「寂しい生活」

８月の展示替休館日
８月20日㈪～８月27日㈪
６月１日㈮、浜田キャンパス
総合政策学部
にて、締結式を行いました。
一年 武部 慎
成蹊大学（東京都武蔵野市）
は、本学初代学長の故宇野重昭
名誉教授が長年教鞭を執り学長
を務められた縁もあり、これま
でも教員間での研究交流が行わ
れてきました。今回の協定を機
に、今後は、教育研究や産学連
携、国際交流、地域貢献などの
幅広い分野において、人的・知
大学に入学して四か月がたち、
的交流を深めていきます。
大学生活にもようやく慣れてき
具体的な取組の第一弾として、 ました。
両大学それぞれのゼミ学生が、
島根県立大学は、県外出身の
県内で合同合宿を行います。そ
学生や、留学生が多く在籍して
こでは地域おこし協力隊のメン
います。そのため、いろいろな
バーも加わり、地域貢献の方策
地方出身の人たちと知り会えた
について考えていく予定です。
り、学内にいながら、国際交流
ができることが大きな魅力で
す。違う地域の友人や、留学生
の友人から聞く話はとても新鮮
で面白く、高校生活では味わえ
なかった自分自身の興味関心を、
掻き立てられていると実感して
います。また、今まで以上に自
分の行動に責任を持たなければ
いけないことを痛感しています。
これからの大学生活では、留
学や旅行、インターンシップ、
ボランティア活動など様々なこ
とを経験して自分の見聞を広め、
今後の人生の糧にしていきたい
と思います。

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。

司書がすすめるこの一冊

石本正「空蝉」１９９６年

３

☎0480
☎1823
☎1439
☎2258

26

１７

６日㈪・13日㈪
20日㈪・27日㈪
31日㈮

10

１０ １

中央
金城
旭
弥栄

12

テレビなし。冷蔵庫なし。洗濯機なし。原発事
故からはじまった著者の節電生活。その徹底ぶり
にまず驚かされるのですが、身のまわりのいろい
ろな家電を手放していく様子は、寂しいどころか
実に楽しそう。便利さと引き換えにしてきたもの
を取り戻していく過程があまりにもイキイキとし
ていて、本当の豊かさとは何なのだろうと考えさ
せられます。電気代月150円のイナガキさんの生
活、皆さんもぜひのぞき見してみませんか。

市ホームページに掲載する
バナー広告を募集しています

浜田市広報係 Facebook

２0

「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 日㈮～ 日㈮
月～平成 年３月
受講期間
問合せ アドミッション室
☎２２０３
10

32
広報はまだ：平成30年８月号
広報はまだ：平成30年８月号

33

17

31

19
畳ヶ浦での様子

～海の見える丘から～

１０

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

１９

２８

10

１８

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

178
vol.
30

１６

成蹊大学との締結式
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栄
隅
計

旭

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

☎42–1234
☎45–1234
☎48–2111
☎32–2800

浜田市広報係
@koushitsu.hamada

Facebook

６月 日㈫、三隅小学校
５年生と岡見小学校５・６
年生が、ヒラメの稚魚の放
流を体験しました。児童た
ちは、生湯町の中間育成施
設でヒラメの稚魚に餌をあ
げ、浜田漁港で体長 セン
チほどの稚魚約２３００尾
を放流するなどし、栽培漁
業について学びました。

弥
三
合

《偏光板万華鏡》

（単位：人）

No.208

平成30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。

総数
40,240
4,257
2,754
1,304
6,020
54,575

田
城

口（６月末現在）

人

今月の表紙

セロテープを使って作る万華鏡

８月は無休です。

各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

30

８月 のイベント
■こども美術館まつり２０１８
前庭を中心に様々な工作体験
ができるお祭りです。石見神楽
などのステージも楽しめます。
日時 ８月 日㈰
午前 時～午後４時
※ 当日は、小学生・中学生の
展覧会の観覧料が無料になり
ます。

◎８月 日㈭～ 日㈯
参加費 ５００円
《ぶんぶんごま》
厚紙を使って作るコマづくり
◎８月 日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
※ 時間はいずれの活動も午後
１時から４時まで。参加受付
は、当日午後３時 分までに
１階創作室にて。
※ 時間内でも材料がなくなり
次第、受付を終了します。
日㈯は、２階のエントラ
ンスホールで実施します。
※

１８

◀素材のかくれんぼ
どんな素材がみつかるかな？

◀形のかくれんぼ
浜田の風景が隠れている？

本庁

■ホリデー創作活動
《木でつくろう》
かっこいい作品作りに挑戦！
◎８月４日㈯・５日㈰
参加費 ５００円
《消える貯金箱》
入れたコインが消える貯金箱
◎８月 日㈷・ 日㈰
参加費 ３００円
《光の箱》
虹色に輝くきれいな箱づくり
◎８月 日㈪～ 日㈬
参加費 ５００円
※ 「光の箱」は松村泰三さん
が考案した活動です。

１９

〒 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

２６

女
21,169
2,187
1,387
682
3,133
28,558

浜
金

体験型美術展

「 現代美術のかくれんぼ」
世界こども美術館で開催中の
「現代美術のかくれんぼ」展は、
作品の中に隠れている秘密を見
つけ出す楽しい展覧会です。
《映像の
《素材のかくれんぼ》
◀
影
のかくれんぼ
かくれんぼ》など、作品の中に
自分の影が虹色に変化する？
はいろいろな要素が隠れていて、
作品を体験しながら秘密を解き
明かしていく内容になっていま
す。また、関野宏子さんが制作
した「ニョロ」というキャラク
ターが館内の各所に隠れていま
す。ワークシートを頼りに探し
てみましょう。お誘いあわせの
上、ぜひご来館ください。
会期 ９月 日 まで
※ この展覧会は、宝くじのコ
料金 一般
５００円
ミュニティ助成事業を活用し
高校・大学生 ３００円
ています。
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

１６

男
19,071
2,070
1,367
622
2,887
26,017

12

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

（振）

光の箱

ぶんぶんごま

浜田市世界こども美術館

24

世帯
19,691
1,894
1,341
677
2,851
26,454

12

１２

１５

２５

１８

10

１１

１３

月刊！vol.260
こども美術館
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