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センター定期利用事前説明会

１８日（水） 自由参観日（６年携帯教室）

誕生会・避難訓練
２０日（金） 県立大学人形劇鑑賞

12 月 12 日（月）、第７回「みやの歴史・文化・自
然写真コンテスト」の審査会（委員長栗林和彦氏外３
名）を開催しました。最優秀作品は、応募総数 35 点・
応募者９名の中から、藤森 俊多氏（青葉台）の「黄
金色の秋」を選出しました。入賞された皆様、誠に
おめでとうございます。
おめでとうございます。
入賞作品は、以下のとおりです。

最優秀賞 「黄金色の秋」 藤森 俊多 氏

パソコン講座

宮野小
大殿小

香典返し

宮野小

吉川和惠様（上折本）
ご夫君勇様

１３日（金） どんど焼き・避難訓練

全校引き渡し下校訓練

30

竹下一夫様（上折本）ご母堂恭子様

交流セ

１５日（日） 第１２回山口市駅伝競走大会

この置物は
「干支の置物づくり講座」
で作ったものです。
ったものです。
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ご逝 去 にあ たり、金 一 封 を
ご寄付いただきました。ご冥福
をお祈りいたしますとともに、
厚くお礼申し上げます。

母子相談

宮野地域交流
宮野地域交流センター
センター職員一同
職員一同

１７日（火）

30

大殿小・中
宮野幼

薬物乱用ダメゼッタイ教室
薬物乱用ダメゼッタイ

13

分

宮野小・中

宮野地区社会福祉協議会

旧年中は、センター活動に対しましてご支援、ご
協力を賜り、誠にありがとうございました。
本年も、みなさんの「つどう」・「まなぶ」・「む
すぶ」場として各種行事
として各種行事や教室等を行ってまいりま
行ってまいりま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

保健師さんだより

４日（水） 始業式
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母子相談のお知知知知らせ

１日（日） 元日

ＦＡＸ ９２８－０３０２

お子様の身体計測を行い、育児・離
乳 食 に 関 する こ と な ど、 保 健 師 や管 理
栄養士が相談をお受けします。

ＴＥＬ ９２８－０２５０

【日 時】１１１１ 月月月月 日
日日日（（（（金金金金））））
時 分～ 時

― １月の行事予定 ―
山口市宮野
宮野地域交流センター
地域交流センター内

（４）
【場 所】宮野地域交流センター
２階 研修室１

山口市宮野下３０５４（住吉）

【問い合わせ】
市健康増進課
（℡ ９２１―２６６６）

〒７５３－００１１

【 持参品】母子健康手帳

宮野地区だより

宮野地域交流センター活動推進委員
宮野地域交流センター
活動推進委員会

三の宮保

宮野幼
交流セ

２４日（火） 参観日

宮野小

誕生会

宮野幼

進路相談（３年生 ）

大殿中

２７日（金） ３年保護者会

宮野中

祖父母参観日

宮野幼

一の坂川交通交流広場

≪審査委員長 栗林和彦氏講評≫
応募は昨年より少なかったが
少なかったが、写真の内容は今までにない良い
作品が多くあったと思う。最優秀賞の「黄金色の秋」は、ＳＬ
の写真は正面からが多いが、斜め後ろからの撮影は面白いし、
手前のススキとコスモスとＳＬ
手前のススキとコスモスと
ＳＬの配置は見事である。

優秀賞
「田園の彩り」
岡本 公一 氏
「ほたるの里」
田村 和則 氏
「コスモスにかこまれて」 宮野幼稚園
入 選
「雪の国道」
来栖 旬男 氏
「秋を彩る木戸山公園」
藤井 美佐江 氏
「帰り道」
早川 善章 氏
「暁 光」
吉岡 敬介 氏
「みやの路を力走」
溝部 正美 氏
【出展作品の展示会】
１月６日～１月２０日 宮野地域交流センター
宮野地域交流センター
１月２０日～２月３日 山口ふれあい館
主 催：みやの地域
みやの地域づくり協議会
づくり協議会

宮野地域交流 センターの地域担当窓口及
宮野地域交流センターの
地域担当窓口及 び行政窓口 とも 日 時：１月８日（日）
１５時２０分～※式典は１４時からです。
に、年始は１月４日（水）から開館となります。
場
所：
山口市民会館 大ホール
１２月２９日（木）から１月３日（火）までは貸し館等の
※
は、宮野財産区からのお
記念写真
宮野財産区からのお祝いとして、無料で差し上
利用もできませんのでご理解賜
利用もできませんのでご
理解賜りますようお
りますようお願いします。
※ 地域交流センターの
地域交流 センターの 玄関に 設置しているブックポストも
設置しているブックポストも 上
記期間は利用できませんので、
できませんので、併せてお知らせいたします。

げます。地域交流センター事務室
センター事務室でお渡ししますので、２月以
降に受け取りに来てください。

H２８.１２．１現在 世帯数：６,４２７ 人口：１４,５９７ （男：６,９０８ 女：７,６８９）

３０日（月） 一日入園

宮野幼

３１日（火） 体育教室

宮野幼

9:00～19:00 (日曜 9:00～17:00)

ごみ・資源等の収集日は、「山口市ごみ・資源収集カレンダー
資源収集カレンダー」
をご覧ください。

平成２９年度のすずみ学級児童を募集します。
宮野地区には保護者の就労
宮野地区には
就労などにより
などにより、放課後留守家庭となる
放課後留守家庭となる児童の健全育成を図るために「すずみ学級」
が設置されています。
【説明会】１月２９日（日）１０時～１１時
【提出期間】１月３０日（月）～２月１０日（金）
【説明会会場】すずみ第２学級
【説明会会場
平日は１４時から１８時まで
【対象者】宮野地区内の
宮野地区内の小学生児童
土曜は ９時から１７時まで ※期限厳守
【定 員】１００名（但し定員数を超えた場合は、
【提出場所】放課後児童クラブ
放課後児童クラブ
低学年を優先します）
「すずみ学級」「すずみ第 2 学級」
【申請書の配布】説明会当日及び
山口市宮野下３０１７
山口市宮野下３０１７番地
【申請書の配布】１月３０日以降のすずみ学級開設時間内
のすずみ学級開設時間内
（宮野小学校敷地内 校舎東側）
※注意事項
毎年、定員を上回る申し込みがありますので、
みがありますので、ご留意ください。夏休みのみや年度途中
みのみや年度途中での入級を希望される
保護者の方も必ず説明会にご出席ください。
【問い合わせ】すずみ学級運営協議会（
学級運営協議会（℡ ９２３－７９２５）

:

【日 時】１月８日（日）

時～

10

:

３０分
１５時３０
分～
【場 所】宮野小学校前の初音橋付近
【内 容】消防団員による放水式
場合は
＊荒天の場合
は中止

時 会費
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【お菓子と粗品のプレゼント】
放水式を見に来てくれた、子ども達に
お菓子を（先着１００名）大人には
粗品を（先着６０名様）さしあげます。
さしあげます。

円】

:

初雪に見舞われた同日に、センターの大掃除
センターの大掃除を実施しま
した。どの部屋も大変きれいになりました。ご協力いた
だきました皆様、寒い中、ありがとうございました。
ありがとうございました。

500
【主

催】宮野地区消防後援会
（℡ ９３４－５００５）

19

歳以上の方なら、どなたでも参加

下記の日時に、宮野消防団による
宮野消防団による放水式
放水式を開催します。

日（木）です。宮野地区にお住まいの

【日 時】１月１７日（火）
１９時～（１時間程度）
【場 所】宮野地域交流センター
宮野地域交流センター１階 大会議室
【問い合わせ】宮野地域交流
】宮野地域交流センター
（℡ ９２８－０２５０）

パワーポイントは企業などでよく使われていますが、
今回は初心者にも扱える易しい内容でパワーポイント
の操作方法を実習します。文字・図・写真などに動き
をつけて楽しい画面をつくることができますので、お
友達とお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。
【日 時】１月１７日（火）
【日 時】２月２４日（火）（全２回）
いずれも１０時～１２時
【場 所】宮野地域交流センター
宮野地域交流センター２階 多目的室１
【定 員】１２名（定員になり次第〆切）
【参加費】２，０００円
【持参品】ノートパソコンをお持ちの方はご持参ください。
お持ちでない方はセンターのパソコンを
お貸しすることができます
貸しすることができます。
。
【申し込み】宮野地域交流センター
宮野地域交流センター
（℡ ９２８－０２５０）

今月の「
いきいきサロン宮野こいこいクラブ」
は１月

地域交流センターでは
地域交流
センターでは４月から活動する地域団体
する地域団体や
自主学習団体の定期利用団体を募集します。センタ
自主学習団体の
ー移転後初めての
移転後初めての募集になりますので、今回は事前
説明会を開催します。来年度利用を検討されている
検討されている
団体の皆様は、出席をお願いします。
なお、宮野小・中学校体育施設
・中学校体育施設の定期利用申請につ
いては、事前説明会は実施せず、１月１８日（水）
からセンター事務室にて申請書類を配布します。
からセンター事務室

できます。会場は階段もなく、気軽に参加できます。 【
場所 宮野地域交流センター大会議室 時間

多数のご参加ありがとうございました！
当日は雨天のため、前半（１０時スタート）のゴール後に中止と
いたしましたが、来年は好天に恵まれ、参加者全員がゴールでき
ることを願っています。
ご協⼒いただきました皆様に感謝申し上げます。

謹賀新年

時～
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新新新新たな年年年年をををを迎迎迎迎ええええ
皆様にとっ
てご多幸がありますように
おおおお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げます
今年もももも様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みに
ごごごご協力いただきますようお願願願願いします。。。。

月の行事予定】

月８日（日）

○消防団員激励会のお手伝い等

◇日時

◇場所 宮野地域交流センター（調理室）

1

1

自治連合会女性部だより

宮野地区だより

【女性部

（３）

宮野地区だより

（２）

【入団手続き】
【入団対象者】
日 時：２月１２日
１２日（日）９時～１１時
宮野地区在住の小学校児童
場 所：宮野地域交流センター
宮野地域交流センター２階 研修室１
新１年生～新６年生（H29.4.1）
※印鑑を持参してください。
費】
【団
※当日、野球用品の注文も受け付けます。
月額：1,250円
【入 団 費】
２人目から月額：750円 ※４ヶ月毎徴収
2,150円（スポーツ傷害保険
傷害保険・スポーツ
・スポーツ少年団登録料
少年団登録料） 【経
費】
※入団受付時に持参ください。
２0,000円程度 ※スパイク、ユニフォーム等
【練 習 日】
土･日（第３日曜は除く）※祝日に練習・試合の場合があります。
【Ｐ
Ｒ】
「元気なあいさつ」と「進んで行動する」が活動の基本です
です。野球を通じて、子供だけでなく、
だけでなく、保護者の方も一
緒に泣いたり笑ったりしています。諦めずに頑張りぬく心・思いやりの心・感謝の心を育んでみませんか。

【入団説明会
【
入団説明会】
日 時：２月１２日（日）１０時～１２時
場 所：宮野地域交流センター１階 大会議室
【年 会 費】
6,000円（スポーツ傷害保険等）
【練 習 日】
毎週 月･火･木･金曜日

【入団対象者】
宮野小学校 新３年生～新６年生
費】
【経
22,000円程度
（ユニフォーム・サッカーシューズ等）
【保護者会・総会】
日 時：２月１２日（日）１０時～１２時
場 所：宮野地域交流センター
宮野地域交流センター１階 大会議室

【対 象】新１年生から新６年生の男女
【練習日】月曜日･水曜日:１７時～１９時
（保護者の送迎が必要）
日曜日:１２時３０分～１６時３０分
（第３日曜は除く）
※土曜日に練習の場合があります。
※練習開始は、４月以降となります。
となります。
【団 費】12,000円
（４月:6,000 円 10 月:6,000 円）

【保険料】800 円（年間）
【受 付】１月８日（日）以降の練習日に、
随時宮野小体育館までお
随時宮野小体育館までお越しください。
※見学を希望される方は、青木までご連絡ください。
※見学時に入団の簡単な説明も行いますので、保護
者同伴で見学に来てください。（都合の悪い方は
要相談）
【連絡先】
青木（℡ 090-7131-1909）

70

礼に始まり礼に終わる剣道は礼儀作法を学び実践することで
実践することで将来の人格形成に大いに役立ちます。
日々の練習では各人それぞれの段階に応じた目標を持ち、それを達成するまでに経験
するまでに経験する努力、苦労や達成した
ときの喜びを通して、心と体の成長を得ることを目標としており、生涯続けることのできるスポーツです
生涯続けることのできるスポーツです。

【入団資格】
宮野地区在住の小学校児童（新１年生～新６年生）
【防 具 等】
①剣道防具は全員無償貸出
②「剣道衣」「はかま」「甲手」は個人負担
③「竹刀」は入団者にプレゼント
④保険料８００円（年間）
【育成費等】
年間行事（卒業生を送る会等）、
防具の修理や障害保険料として月500円（6ヶ月毎徴収）

付】
【受
随時練習時間に宮野小学校体育館までお
宮野小学校体育館までお越しくだ
さい。
【練 習 日】
（土曜）９時３０分～１２時
（日曜）９時３０分～１２時
※（第３日曜は休み）
【連 絡 先】
佐々木（℡ 090-6405-8227）

