


山口県は全国より早いペースで人口減少が進んでおり、
地域づくりの担い手不足に直面しています。
東京一極集中が見直され地方の良さが改めて注目される中、新たな人の流れを創り、
地域の活性化や将来的な移住につなげていきます。

交流人口

定住者

観光・旅行者

関係人口

観光で来ました

行き来する者
「風の人」リピーター

何らかの関わりがある者
（過去の勤務や居住、滞在等）

定住人口

より多様な人材が地域づくりに参画

プロフェッショナル人材の活用 
（経営金融課）

県外で活躍する人と、課題のある
県内中小企業をつなぎ、経営人材や
即戦力となる専門人材を確保して、
県内企業の発展を図ります。

プロボノ活動の機会の提供
（県民生活課）

仕事で得たスキルを生かして社会
貢献したい県外の人と、地域の課題
解決に取り組む団体をつなぎ、団体の
発展と地域の活性化を進めます。

農業労働力の確保
（農業振興課）

さまざまな業種の人と農業の担い
手や産地をつなぎ、農繁期などの
労働力不足の解消に取り組みます。

東京・日本橋にある県アンテナショップ「おいで
ませ山口館」に、山口県の人や地域、情報を案内
する拠点「山口つながる案内所」を設置しました。
専任の案内人（山口コンシェルジュ）が県の取り
組みやふるさと納税、農山漁村体験、地域おこし
協力隊などのニーズに応じた情報提供を行って
います。
県外のお知り合いに、ぜひご紹介ください。

「山口が好き！」「山口に行ってみたい！」
など、いろんな方がお声掛けくださいます。さまざまな方法で
「山口情報」を入手されているので、県民の皆さんもSNSなどで
食べ物、イベント、地域の情報発信をお願いします。
東京にある「リトル山口」として、山口県の魅力をお伝えし、
コロナ終息後に「リアルな山口」を体感してもらえるよう、活動
の幅を広げていけたらと思います。

新たな人の流れをつくる！
～やまぐち暮らしのススメ～

県外在住の移住希望者の方が、
安心して移住相談ができるよう
オンライン窓口を開設しています。

山口県には活躍できる場がたくさんあります。
まずは足を運んで肌身で感じ、人に接してみて
ください。あとは相談できる機関をしっかりと
活用することですね。充実した行政のフォロー
にきっと驚くと思いますよ。自然の豊かさと人
の温かさは保証します！

やまぐちで暮らしたい人に！ 移住情報の発信・相談体制の充実 

やまぐちとつながりたい人を発掘！ 関係人口の創出・拡大

特集
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山口県内への移住相談件数は年々増加しており、2019年の相談
件数は2013年のおよそ3.7倍となりました。県では、山口県とつながり
たい・山口県に暮らしたい人を呼び込み、「関係人口」を増やす取り
組みを進めます。

地方移住に興味がある人が増えています

「山口つながる案内所」の創設

やまぐちＹＹ！ターンカレッジ

今年度は
オンラインで開催

検索山口つながる案内所

検索やまぐちYY!ターンカレッジ

検索やまぐち暮らしオンライン

先輩移住者に
聞きました！

岩国市在住
里山民宿「和楽の里」オーナー

坂田さん

検索住んでみぃね！ぶちええ山口

移住に関する情報は

美祢市に移住された
松田さん夫妻がゲスト
ハウス創業の様子や、
やまぐち暮らしについて
話されました。

オンライン移住相談窓口

相談時間
平日 9：00 ‒ 21：00
土日 10：00 ‒18：00

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる
人々のことです。「関係人口」と呼ばれる地域外の人々が、地域づくりや地域の課題を
魅力に変える担い手となることが期待されています。

「関係人口」とは

移住に関する
相談受付件数
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（件）
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2,402
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強
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今年もお祭りに
参加するよ 出身地に

貢献したい

いつかは
戻りたい

山口は第2の
ふるさと

山口県に移住された方を招き、トークセッションを行います。これまでの
都市部での経験を生かして創業された方、豊かな自然の中で農林漁業に
携わっている方などから、仕事だけではなく、遊びや子育てなどの山口県
の地域の「今」をお伝えします。

山口コンシェルジュ
に聞きました！

山口つながる案内所 平尾さん

第1回目の様子

「やまぐち」のY、「わいわい楽しい暮らし」のYを
組み合わせた、山口県へのUJIターンを意味する
キャッチフレーズです。

県中山間地域づくり推進課　☎０８３（９３３）２５４６お問い合わせ先

地域内にルーツがある者
（近居・遠居）
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若い世代が結婚の希望をかなえ、安心して
子どもを生み育てることができるよう、
県知事をキャプテンに、企業、地域、行政
などが協働して、社会全体で子どもや子育て
家庭を支える環境を整備しています。

第3子以降の出生届の時にもらえるはがき
でお申し込みいただくと、県産米1俵分の
クーポン券（60kg分）を贈呈します。

１８歳未満の子どもおよび妊娠中
の方がいる家庭が協賛店舗で
提示すると、料金の割引などの
サービスが受けられます。

体罰や暴言は、恐怖により子どもをコントロールしているだけで、なぜ叱られたのか
理解できていないこともあり、子ども時代のつらい体験として心に残ります。
そうした行為は、子どもの心身の発達に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、
実際に脳の萎縮といった変化が生じている報告もあります。

次代を担う子どもたちが健やかに成長するためには、社会全体で子育てを支えることが大切です。
県では、誰もが安心して子育てできる環境づくりを進めています。

みんなで支えよう！
子育て家庭

特集
2

パスポートの
ダウンロードは
こちら ▼

県こども政策課 ☎083(933)2740　県こども家庭課 ☎083（933)2744お問い合わせ先

1

「子育て応援パスポート」でお得に！2

「やまぐち子ども・子育て応援ファンド」
による支援を拡大！ 
県と一緒に子育てを応援したい企業や個人の方々からいただいた
寄付を活用し、地域の子育て支援や子ども食堂などの活動経費
への助成をしています。今年度から、新たに子ども食堂開設への
支援も行っています。

3

児童虐待を
起こさない！起こさせない！山口県に

「やまぐち子育て連盟」を中心に、
子育てを支援しています！！

11月は児童虐待防止推進月間です
「189（いちはやく）  知らせて守る  こどもの未来」

「やまぐち子育て連盟」とは？

一歩、立ち止まって考えてみませんか

児童虐待は､育児ストレスや社会の状況など､さまざまなことが引き金になります。
どの家庭にでも起こりうる身近な問題と受け止め、虐待に対する正しい知識を身に
付け、社会全体で支え合うことが大切です。

昨年10月、県と市町は、次代を担う子どもたちが安心して健やか
に成長できる社会を目指し、児童虐待の根絶に向けて全力で
取り組む「児童虐待防止に向けた共同宣言」を行いました。

県では、県民の皆さんや企業などを「１８９サポーター(見守りサポーター)」や「ヤングサポーター」、「虐待防止
全力宣言企業」として認定し、社会全体で子育て家庭を見守り、支える取り組みを進めています。

NPO法人あっと(山口市)
代表理事 藤井智佳子さん

ホームページから
お申し込み

幸せ舞い米！多子世帯を応援！
しあわ ま こめ

画像ファイルを
携帯電話に保存

協賛店舗でパスポートを
提示してサービスゲット

社会全体で見守り、支えましょう

県と市町が一丸となって
児童虐待を防止していきます！

見守り
サポーター

子育てに悩む家庭
への声掛けや助言
を行います。児童虐待
の兆しを発見した
場合は、児童相談所
などに連絡します。

ヤング
サポーター

中高生などの若い
世代が、体罰をしな
い子育てへの理解
を深め、友達などに
知識を広めます。

虐待防止
全力宣言企業

社員が仕事を通じて
地域の見守り活動を
行い、児童虐待の未然
防止や早期発見に
取り組みます。

これってしつけ？
いいえ、
虐待です

怒鳴って叱る

　　　　　　　　　　

罰で食事を
与えない

たたいて叱る

電話一本で救われる子どもがいます。

私たちは「子育てがハンデでなく、アドバン
テージとなる社会」にするために、さまざまな事業を
行っています。ファンドの助成を受けて、コロナ禍に
より家で過ごすことが多くなった子育て家庭に、
おもちゃを貸し出しする事業を行い、たくさんの

笑顔に出会っています。

パスポートの使い方

やまぐち
子育て連 盟

行 政

企 業
地域・
各種団体

社会総ぐるみで子どもや
子育て家庭を支える環境の整備

応援
ファンド県

▼

子ども食堂

子育て　
サークル ▼

「愛のムチ」のつもりが
いつの間にか
虐待に･･･

児童虐待を防止するためには、虐待のサインを見逃さずに、早期発見・
早期対応することが大切です。 皆さんの周りで
「子どもが長時間泣いている」「夜一人で外に出されている」
「体や服がいつも汚れている」など、
「もしかして虐待かもしれない」と思った場合は、「１８９」にお電話ください。 ※連絡者に関する秘密は守られます。※通話料無料

児童相談所虐待対応ダイヤル

個人
団体
企業

寄付協力 負担金 助成・支援

おいしい県産米を食べて、
お子さまの健やかな成長と
ご家族にたくさんの幸せが
舞い込みますように。

村岡キャプテン
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県政だより

お問い合わせ先　県文化振興課 ☎083（933）2627

山口のお宝に出会える
〈雪舟６００年〉展
　山口県内には、国宝「四季山水図（山水長巻）」をはじめとした、重要文化財に指定
されている雪舟作品が数多くあります。
　今年は、雪舟生誕600年であることから、山口県立美術館では、これを記念して、
代表作「四季山水図」の拡大高精細デジタル映像や、「倣李唐牧牛図」といった重要文
化財3点を含む館蔵品を紹介する〈雪舟６００年〉展を10月31日（土）から12月21日（月）
まで開催します。

　また、会期の後半には、５Ｇの環境で
「四季山水図」の世界に入り込んだ
ような体験ができる「四季山水図５ＧＶＲ」も開催予定です。
　ぜひ雪舟生誕600年というこの年に、デジタル技術を活用
した新しい鑑賞方法でお楽しみください。
　なお、国宝「四季山水図」は毛利博物館（防府市）でご覧いた
だけます。

ガイドと巡る市場＆歴史ツアー 検索

県内観光でやまぐちの魅力再発見！

お問い合わせ先　県観光プロモーション推進室 ☎083（933）3204

　コロナ時代の観光では、地元や近距離を訪れ、地域の新たな魅力を楽しむ旅への期待が高まっています。
新しい旅のエチケットとともに、山口県の人気スポットを手軽に楽しく周遊してみませんか。

　山口の「食」「自然」「歴史」を満喫できるスポット、
「唐戸市場」「秋吉台」「萩城下町」をバスガイドの案内
とともに巡ることができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ツアーが中止となる場合が
　あります。最新の情報はホームページなどでご確認ください。

山口県の旅行・観光情報は「おいでませ山口へ」
でご覧いただけます。

「令和2年度やまぐちパラアスリート
認定式」を開催

お問い合わせ先　県障害者支援課 ☎083（933）2763

　県では、東京2020パラリンピックなどの国際大会を目指す障害者アスリート
を支援するため、「やまぐちパラアスリート育成ファンド」を設置しています。
　本年度の助成対象選手として、ボッチャ・水泳・射撃・車いすバスケ・陸上・
知的障害者のFIDバスケの8選手が選ばれ、8月31日に認定式を行いました。
一人一人に認定証を授与した村岡嗣政知事は「それぞれの目標に向かって
日々励まれ、世界を舞台に大きく羽ばたいて、県民の皆さんに勇気と感動を
与えていただきたい」と激励しました。

オンライン山口 検索

オンラインで山口県を楽しもう！

お問い合わせ先　県広報広聴課 ☎083（933）2566

　県では、山口県の魅力を一覧で掲載するウェブ
サイト「オンライン山口」を開設しました。
　山口県で行われているイベントや人気スポット
などをオンラインで巡ることができます。
　これまで、各ウェブサイトに個別に掲載されていた
情報をまとめて見ることができ、とても便利です。
　今まで気付かなかった、山口県の新しい魅力にも
出会えるかも！？
　「オンライン山口」で、好きな時に、好きな場所で、
好きなだけ、山口県をお楽しみください。

ガイドと巡る市場＆歴史ツアー

山口県立美術館 検索

「四季山水図」拡大高精細デジタル映像展示

12月20日（日）までの土・日・祝日運行期間

やまぐち絶景満喫バス 検索

おいでませ山口へ 検索

　山口の「絶景」を満喫できるスポット、「元乃隅神社」
「角島大橋」を周遊するバスツアーです。

やまぐち絶景満喫バス

3月28日（日）までの土・日・祝日運行期間
（11月末までは金曜日も実施。12月26日～1月3日までは除く。）

萩城下町(萩市) 元乃隅神社(長門市)

#オンライン山口

ウェブサイト「オンライン山口」
ツイッターやフェイスブックでも情報発信中!

ほう り とう ぼくぎゅう  ず

　企業や県民の皆さまからの寄付などに
より、選手の海外遠征や強化合宿などの
参加費、用具の購入費、その他競技力向上
に必要な経費の一部を助成することで、
山口県から世界へ羽ばたくパラアスリート
を応援しています。

やまぐちパラアスリート育成ファンドとは 

詳しくはこちら▲

雪舟等楊「倣夏珪山水図」 
室町時代　個人蔵

※画像はイメージです
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山口県魅力発信サイト
「きらりんく」

タイムリーな情報は
「県広報広聴課 Facebook」で！
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お 知 ら せ

個人事業税（後期分）の
納付をお願いします1

　個人事業税は、個人で事業を営んで
いる方に課税される税金です。
　対象となる方は、11月中旬にお送り
する納付書により、納期限までに納めて
いただきますようお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症の
影響により納税が困難な方は、納税が
猶予される場合があります。詳しくは
お問い合わせください。
■納期限（後期分）　11月30日（月）
【問】各県税事務所

配偶者や交際相手からの
暴力などにお悩みではあり
ませんか2

一人で悩まず、まずはご相談ください。

◆ＤＶ相談専用ダイヤル
　＃8008 または
　☎083（901）1122
　月～金曜日　8時30分～22時
　土・日曜日　9時～18時
　（祝日・年末年始を除く）
◆やまぐち性暴力相談ダイヤル
　あさがお
　☎083（902）0

お
8
は
8
や
9
く

　24時間365日受付

※面接相談も行っています。（要予約）
※相談無料。秘密は固く守ります。

国民健康保険料（税）の
納付をお願いします3

　国民健康保険料（税）は、国民健康
保険に加入されている方の医療費
などに充てられる貴重な財源ですので、
必ず期限内に納めていただきますよう
お願いします。
　また、簡単で便利な口座振替も利用
できますので、お住まいの市町の国民
健康保険の窓口へご相談ください。
【問】各市町の国民健康保険担当課

11月9日から15日まで
高齢者の交通事故防止
県民運動を実施します4

　高齢者を交通事故から守るためには、
県民一人一人が交通ルールを遵守し、
正しい交通マナーの実践を習慣付ける
ことが大切です。
　悲惨な交通事故を防止するためにも、
高齢者を思いやる運転を心掛けましょう。

運動の重点項目
◆高齢歩行者の交通事故防止
◆高齢運転者の交通事故防止
◆高齢者の自転車安全利用の推進
◆反射材・ハイビームの活用促進

小児へのインフルエンザ
予防接種を無料で実施します5

■対象者　生後6カ月～小学6年生
■期　間　2月28日（日）までの接種
※�10月26日以降の接種にご協力ください。
※12月中旬までの接種を推奨。
■回　数　上限2回
■接種当日持参物
　�山口県民であることおよび年齢が
確認できるもの（母子手帳、健康保
険証、福祉医療費受給者証など）

※詳しくは、ホームページをご覧いただくか�
お問い合わせください。

【問】県健康増進課
　　☎083（933）2956

「誘ってがん検診キャン
ペーン」実施中6

　「大好きな人と一緒にがん予防」を
キャッチフレーズに、家族や友人同士
で誘い合ってがん検診を受診するキャン
ペーンを実施しています。
　2人1組でがん検診を受診し応募
いただくと、抽選で県産農水産物の詰め
合わせなどのすてきな賞品が当たります。
■応募対象者
　20歳以上の県内に居住する2人1組
■対象となる検診
　�胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、
子宮頸がん
■応募期限　1月31日（日）
※応募方法など、詳しくは特設ウェブサイトを
ご覧いただくかお問い合わせください。

【問】誘ってがん検診キャンペーン事務局
　　☎083（932）1300
　　県医療政策課
　　☎083（933）2961

母子父子寡婦福祉資金
貸付金制度をご利用ください7

　ひとり親家庭や寡婦の方を支援する
ため、無利子または低金利で各種資金
の貸し付けを行っています。
■貸付金の種類
　�就学支度資金、修学資金、修業資金、
技能習得資金、生活資金　など

【問】県こども家庭課
　　☎083（933）2751
　　県健康福祉センター
【問】【申】各市町の担当課

住宅用火災警報器を設置
しましょう8

　平成23年から、全ての住宅で住宅用
火災警報器の設置が義務付けられて
います。火災からの逃げ遅れを防ぐため、
寝室などに必ず設置してください。�
※設置後は定期的に作動確認を行いましょう。
警報器の交換の目安は設置から約10年
とされています。
※消防署などの公共機関が訪問販売を行う
ことはありません。悪質業者にご注意くだ
さい。�������

【問】各消防本部（局）

詳しくはこちら▲

詳しくはこちら▲

サイクール・ライフアプリ
「グループコンテスト」を実施中9

　自転車の利用記録（走行距離、CO2
削減量、消費カロリーなど）をデータ管理
することができるサイクール・ライフ
アプリを配信しています。
　現在、サイクール・ライフアプリの
利用者を対象としたグループコンテスト
を開催中です。グループでの取り組み
実績に応じて、山口県産品のカタログ
ギフトが贈呈されますので、ぜひご参加
ください！
■開催期間
　12月24日（木）まで
【問】県環境政策課　
　　☎083（933）3030

やまぐち三世代同居・近居
パスポートを利用しませんか10

　山口県での三世代同居や近居を
希望する方を応援する「やまぐち三世代
同居・近居パスポート」の利用者を募集
しています。
　パスポートの提示により、協賛企業
からさまざまなサービスを受けること
ができます。
■対象者
　�県内で三世代同居・近居のために、
住宅の新築・購入、増改築・リフォーム
または引っ越しを希望される方
■サービスの内容
・不動産仲介手数料の割引
・住宅の新築等の工事代金の割引
・各種ローンの優遇措置　など
■申し込み方法
　�パスポート交付申請書を県住宅課
または市町担当窓口へ提出

【問】県住宅課
　　☎083（933）3874

募 集

「きらりんくフォトコンテスト
2020」の作品を募集11

　山口県魅力発信サイト「きらりんく」
では、「みんなに伝えよう！あなたが
見つけた山口県の魅力あふれる写真」
をテーマにフォトコンテストを実施して�
います。自然や街並み、グルメ、イベント・
行事、人など、山口県の魅力を撮影
したものならどんな写真でもOKです。
■応募期限　11月26日（木）
■応募方法　�Instagram（インスタグラム）

またはメール
※入賞された方には、県産品や図書カードを
贈呈します。

※詳しくは、「きらりんく」のホームページを
ご覧いただくかお問い合わせください。

【問】県広報広聴課
　　☎083（933）2566

「やまぐち♥ぶちうまフォト
コンテスト」実施中12

　県産の食材を使用した料理や家庭に
飾った花の写真を募集しています。
■応募期限
　2月28日（日）
■応募方法
　�Instagram（インスタグラム）、専用
サイト応募フォームまたは郵送

※毎月入賞者10人に「ぶちうま！山口カタログ
ギフト」を贈呈します。
※詳しくは、ホームページをご覧いただくか�
お問い合わせください。

【問】県ぶちうまやまぐち推進課
　　☎083（933）3360

「食料・環境・ふるさと写真
コンテスト」の作品を募集します13

　農山漁村の四季を通じた風景、農林
漁業の営み、伝統文化、農林漁業施設
や生き物など、山口県の「食料・環境・
ふるさと」にふさわしい美しい写真を
募集します。
■応募資格
　県内にお住まいの方
■応募期限
　12月31日（木）（当日消印有効）
■応募方法
　郵送またはメール
※入賞された方には、賞状および賞金などを
贈呈します。

※応募方法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

【問】県農村整備課
　　☎083（933）3423

県立周防大島高等学校福祉
専攻科の生徒を募集します14

　介護福祉士国家資格取得を目指した
教育を行う、県立周防大島高校福祉
専攻科の一次募集を行います。
■応募資格
　�高等学校等を卒業した者または
令和3年3月に卒業見込みの者など
■入学定員　20人程度
■出願期間
　�11月18日（水）～25日（水）正午
（必着）
■選考検査日
　12月4日（金）
※応募方法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

【問】県立周防大島高校久賀校舎�入試係
　　☎0820（72）0024

アプリのダウンロードは
こちらから▶

検 索サイクール・ライフプロジェクト

詳しくはこちら▲

検 索山口県三世代パスポート

詳しくはこちら▲

▲きらりんくフォトコンテスト2019入賞作品

詳しくはこちら▲

詳しくはこちら▲

※【問】はお問い合わせ先、【申】はお申し込み先を表しています。 ※詳細な情報までは記載できませんので、詳しくはお問い合わせください。 ※市町によって配布日が異なる
ため、一部既に終わった催しなどがある場合がありますので、ご容赦ください。



KRY「元気創出！やまぐち」
（日曜日　11：10～11：25）

yab「イキイキ！山口」
（月曜日　23：10～23：15）

tys「大好き！やまぐち」
（土曜日　18：50～18：55）県政テレビ番組
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※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催時期の延期、または中止となる場合があります。最新の情報は、イベント開催施設のホームページをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催時期の延期、または中止となる場合があります。最新の情報は、ホームページなどでご確認ください。

イベント 施　設 期　間 料金・お問い合わせ先
・〈雪舟600年〉展
・香月泰男―“私の”シベリアⅡ

県立美術館
（山口市）

10月31日（土）
～12月21日（月）
（月曜日休館。ただし
11月2日、23日、12月
7日、21日は開館）

一般� 800円（700円）
70歳以上・学生� 700円（600円）
☎083（925）7788
※入館には事前予約が必要です。�
（日時指定・定員制）
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。
※（　）内はオンライン決済の料金です。

三輪龍氣生展―行け、熱き陶の想いよ。

県立萩美術館・
浦上記念館
（萩市）

12月20日（日）まで
（月曜日、11月24日は
休館。
ただし、第一月曜日、
11月23日は開館）

一般� 1,300円（1,100円）
学生� 1,100円� �（900円）
70歳以上� 1,000円� �（800円）
☎0838（24）2400
※18歳以下の方および高等学校、中等
教育学校、特別支援学校に在籍の
方、障害者手帳等をご持参の方など
は無料です。
※（　）内は20人以上の団体料金です。
※開催中の普通展示もご覧いただけます。

テーマ展
「情報通信技術革命
～コンピュータの誕生からＡＩまで～」 県立山口博物館

（山口市）

12月4日（金）
～4月7日（水）
（月曜日、12月28日～
1月4日、12日は休館。
ただし1月11日は
開館）

一般� 150円（120円）
学生� 100円�（80円）
☎083（922）0294
※18歳以下および70歳以上の方、高等
学校、中等教育学校、特別支援学校
に在籍の方、障害者手帳等をご持参
の方などは無料です。

※（　）内は20人以上の団体料金です。

佐渡裕＆シエナ・ウインド・オーケストラ

シンフォニア岩国
（岩国市）

1月11日（月・祝）
1日2回公演
①14時開演
②18時開演
※�開演60分前に開場

一般� 3,000円
学生（25歳以下）� 1,000円
☎0827（29）1600
※友の会の会員はチケット料金の10％
引き（学生を除く2枚まで）。

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※無料託児サービスがあります。
　（定員10名�12月21日（月）までに
事前申し込みが必要）

TAO 2020 THE BEST LIVE 
祭響 ―Saikyo―

ルネッサながと
（長門市）

11月28日（土）
11月29日（日）
1日2回公演
①12時開演
②16時開演
※開演30分前に開場

1階席� 5,800円
2階席� 5,300円
☎0837（26）6001
※友の会の会員はチケット料金の300
円引き。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート

1月24日（日）
14時開演
※開演30分前に開場

一般（正面席）� 2,000円
一般（北席・南席）� 1,500円
高校生以下� 一律1,200円
☎0837（26）6001
※友の会の会員は一般正面席のみ
チケット料金の200円引き。
※3歳未満の入場はご遠慮ください。

県立施設ガイド

左：雪舟等楊「倣夏珪山水図」
　 室町時代個人蔵
右：香月泰男「青の太陽」
　 1969年山口県立美術館蔵

「女帝・荘厳」
2015年
菊池寛実記念 智美術館蔵

佐渡裕＆シエナ・
ウインド・オーケストラ

（© Hikaru.☆）

©DRUM TAO

ふれあい山口 5月号
横18㎝×縦5㎝ 白黒

イベント 日時・会場 内　容 お問い合わせ先

第26回県障害者芸術
文化祭

11月25日（水）～12月6日（日）
10時～15時（12月6日は10時～12時）
山口県政資料館（山口市）

県障害者芸術文化祭応募作品
（絵画、写真など）の展示

県障害者支援課
☎083（933）2763

やまぐちインターン
シップフェスタ

12月28日（月）　11時～15時
山口グランドホテル（山口市）

企業によるインターンシップの
個別説明、保護者向けセミナー
など 山口しごとセンター

☎083（976）1145
ふるさと山口就職
ガイダンス

2月19日（金）　11時30分～16時
山口グランドホテル（山口市）

企業による山口企業研究コー
ナーや個別就職相談コーナー、
公務員志望者相談コーナーなど

からだ測定会

11月21日（土）　 　10時～16時
11月23日（月・祝）　10時～17時
山口中心商店街（山口市）

55歳以上の方を対象とした体力・
認知力・性格の測定、同年代の
平均値との比較と測定結果を�
基にした向いている仕事のアド
バイスなど

㈱YMFG�ZONE�
プラニング
☎083（223）4202

県労働政策課
☎083（933）3254

11月21日（土）　10時～16時
11月22日（日）　10時～17時
ゆめタウン防府2階（防府市）

11月28日（土）　10時～17時
おのだサンパーク1階（山陽小野田市）

11月29日（日）　10時～17時
シーモール2階（下関市）

催　し

広告

島根県からの
お知らせ

2020年冬ダイヤ決定！
　萩・石見空港のご利用がますます便利になります！！

2020年10月25日（日）～2021年3月27日（土）

お問い合わせ先
萩・石見空港利用拡大促進協議会　0856（23）0990 検 索萩・石見空港

○ �空港駐車場の利用時間は24時間、
しかも無料

○ �萩市、阿武町内にお住まいの方に
は、各種運賃助成もあり
※�詳しくは、萩・石見空港利用拡大促進
協議会事務局へお問い合わせ下さい。

萩・石見 東京（羽田） 萩・石見
便名 出発 到着 便名 出発 到着

726 10：25 11：55 725 8：05 9：45
728 18：15 19：55 727 15：50 17：25
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山口県公式ウェブサイト

【県人口・世帯数】（令和2年9月1日現在）　人口/1,342,354人（対前月比801人減）　男/637,754人・女/704,600人　世帯数/601,599世帯

広告

　やまぐちのシクラメンは、さまざまな気象条件
を生かして県内で広く栽培されています。品質
を保つためハウスの中で育てられ、手間をかけ
熟練の技で美しい姿に整えられたシクラメンは
県外の市場にも出荷されています。
　赤やピンクの花が寒い時季の暮らしに彩りを
与えてくれるシクラメン。よく日の当たる窓辺で
レースのカーテン越し
に光を当て、受け皿の
水を切らさないように
すると、4月頃まで花
を楽しめます。

今回の特集1で紹介した「山口○○案内所」。
○○に入るのは、次のうちどれでしょう。

ア まなべる
イ つながる
ウ もうかる

クリスマスにピッタリな可憐な花！

「やまぐちのシクラメン」

プレゼント

・〈雪舟600年〉展、香月泰男－“私の”シベリアⅡ� ペアチケット　5組
・精華女子高等学校吹奏学部コンサート� ペアチケット　5組
・やまぐちブランド「やまぐちのシクラメン」� 5人

クイズ『発見やまぐち』ぶちきれい「やまぐちブランド」
を飾っちゃろう！

クイズの答え、希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号、本誌の感想を
記入し、ご応募ください。� 【締め切り11月25日（水）必着】

【宛先】山口県広報広聴課
　「ふれあい山口11月号」係

▶はがき�〒753-8501（住所不要）
▶FAX� 083（933）2598
▶メール�kohoshi@pref.yamaguchi.lg.jp
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。 8月号の正解「㋑５．０」

本誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。クイズ応募者およびご意見
をお寄せいただいた方の個人情報は、山口県が責任を持って管理し、プレ
ゼントの発送およびアンケートの集計以外には使用しません。

こちらからも▶
応募できます
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