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宮野まつりで恒例の『古本市』を開催します。 

ご家庭で不要になった本がありましたら、 

１０月１８日（金）までに宮野地域交流センター事務室

までご持参ください。（全集・辞典・専門書は除く。また、

汚れや傷みのひどい本はご遠慮ください。） 

また、当日は、図書ボランティア出店ブースでも受け付

けます。古本を集め、再度誰かに読んでいただき、またそ

の収益金で一冊でも多くの新しい本を図書室に入れたい

と思っています。 

皆様のご協力、ご来場をお待ちしています。 

― １０月の行事予定 ― 

 

全校集会 宮野中

運動会最終リハーサル 三の宮保

宮野まつり最終実行委員会 宮野まつり実行委員会

ホタルの放流 川をきれいにする会

運動会・ぴょんたくらぶ 宮野幼

運動会 三の宮保

６日（日） やまぐち逃走中・プチ☆県公ウォーキング大会

７日（月） 人権教育参観日（講演会） 大殿小

９日（水） 就学時健診 宮野小

西京スタジアムで遊ぼう 宮野幼

３校園交流会 大殿小・三の宮保

１１日（金） 市陸上記録会 宮野小・大殿小

１２日（土） 木戸山・清水寺清掃 宮野観光会

１５日（火） 野田学園幼稚園交流会（５歳児） 三の宮保

こいこいクラブ 福祉員

就学時健診 大殿小

１８日（金） 宮野幼稚園との交流会（１年生） 宮野小・宮野幼

宮野まつり前日準備 交流セ

文化祭（～２０日） 大殿小

２０日（日） 宮野まつり 交流セ

宮野中・小

大殿中・小

内科検診 三の宮保

高齢者男性料理教室 地区社協

県立大宮野幼稚園交流 三の宮保

着物喫茶 地域づくり

文化祭 宮野中

宮野小キッズフェスタ 宮野小

宮野地区秋季球技大会 交流セ

まちあるき 地域づくり

住民座談会 地区社協

２８日（月） ぴょんたくらぶ 宮野幼

第２回学校運営協議会 宮野中・宮野小

教育相談（～１１月８日） 大殿中

３０日（水） 宮野幼稚園との交流会（１年生） 宮野小・宮野幼

学力定着状況確認テスト

２６日（土）

２７日（日）

２９日（火）

２５日（金）

１９日（土）

２３日（水）

１７日（木）

１日（火）

２日（水）

５日（土）

１０日（木）

 
ごみ・資源等の収集日は、「山口市ごみ・資源収集カレンダー」

をご覧ください。 

 

宮野自治連合会女性部だより 
日増しに秋も深まり、朝夕は肌寒く感じられるようになっ

てきました。宮野まつりの開催日も近づき、天候にも恵まれ

盛大に開催されるよう祈りつつ、女性部の皆様にはお忙しい

時期とは思いますが、ご協力をお願い申し上げます。 
 
【１０月の行事予定】 

 宮野まつり 

 （準備）日時 １０月１９日（土）９時から 

     集合場所 宮野地域交流センター 調理室 

 （当日）日時 １０月２０日（日）８時３０分から 

     集合場所 宮野地域交流センター 調理室 
 
※女性部ではおいしい焼きそばをご用意し、皆様をお待ち

しております。なお、今年も当日券のみの販売となります。

ご近所お誘い合わせのうえご来場ください。 

『宮野まつり』のお知らせ 
いよいよ今年の「宮野まつり」の期日が迫ってまいりま

した。 

今年も、宮野地域交流センター及び宮野ふれあい市前広

場を会場に開催します。なお、まつり当日は会場周辺を交

通規制しますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いし

ます。詳細は、地区だよりとあわせて配布するパンフレッ

トをご覧ください。 
 
【問い合わせ】 

宮野まつり実行委員会事務局（℡ ９２８―０２５０） 

 

 

 

高齢者等のインフルエンザ予防接種は、発病予防だけでなく、重篤な合併症や死亡を抑制する効果があることから、

助成制度があります。予防接種の効果は、接種して 2 週間後から約 5 か月間です。インフルエンザの流行時期に間に

合うように、１２月中旬までに接種を済ませましょう。 

【接種期間】１０月１日から令和２年２月２９日まで  【接種場所】各実施医療機関  【接種回数】１回 

【接種対象者】次のいずれかに該当する方 

・６５歳以上の方 

・満６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障が

いのある方、または HIV（ヒト免疫不全ウイルス）により免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障 

がいのある方（身体障害者手帳＜1 級＞の写しまたは診断書が必要） 

【自己負担金】１,４９０円（「医療依頼証兼生活保護費受給証」を提示された生活保護世帯の方、「中国残留邦人等

支給給付等の支援決定がされている者であることを証明する本人確認証」を提示された中国残留邦人

の方は無料） 

       ＊本制度に非該当で接種される場合、医療機関により金額が異なります。 

【問い合わせ】市保健センター（℡ ９２１－２６６６） Ｒ１.９.１現在 世帯数：６,３６４ 人口：１３,９９７ （男：６，５９８ 女：７,４０８） 

バレーボール ロープジャンピング１０ 

グラウンドゴルフ 

卓球 

ソフトボール 迷走リレー 
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地区だより「みやの」                （３） 

「令和元年度山口市民体育大会」出場 
去る９月８日（日）、維新みらいふスタジアムをメイン会場として「令和元年度山口市民体育大会」が開催されま

した。今年も天候に恵まれ、すべての競技が実施され、宮野地域からも多くの選手が出場しました。 

出場選手、参加役員の皆さん大変お疲れ様でした。結果については次のとおりです。 

★陸上競技・レクスポーツ競技 Ａブロック【６位】 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

【日 時】１０月２７日（日）８時３０分～（受付８時～） 

※サッカーのみ１３時～（受付１２時３０分～） 

【種目・会場】 

★スローピッチソフトボール スポーツの森（多目的広場・第２多目的広場） 

★ソフトバレーボール    宮野中学校体育館 

★スリッパ卓球       宮野小学校体育館 

★サッカー（ＰＫ）     スポーツの森（多目的広場） 

子そだてマナビィ 受講生募集！ 

 

 

 

 

 体を動かす楽しさや心地よさを味わい、運動好きな子

どもを育てるからだつくり運動を、親子で一緒に体験し

ましょう。 

 

【日 時】１１月１６日（土）１０時～１２時 

【場 所】やまぐちリフレッシュパーク 

【講 師】大内小学校教諭 栁井 沢郎 氏 

【対象・定員】年長～小学３年生の子どもと 

その保護者（２０組） 

       ※応募多数の場合は抽選。 

【参加費】無料 

【持参物】動きやすい服装、とびなわ、 

体育館シューズ、 

飲み物、タオル 

【〆 切】１０月３０日（水） 

【申し込み・問い合わせ】 

  市教育委員会社会教育課（℡ ９３４－２８６６） 

 

 

 

スポーツや会食を通して県立大学生と交流しません

か？お気軽にお申し込みください。 

♪「山口マンドリンアンサンブル」によるマンドリン演奏

や県大生による余興もあります！お楽しみに♪ 

 

【日 時】１１月１７日（日）１０時～１４時 

     ※受付９時４５分～ 交流センターロビー 

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

     宮野小学校グラウンド 

【内 容】グラウンドゴルフと会食による交流 

【献 立】しっちょる鍋、焼鳥、サラダ、ぜんざい等 

【参加費】４００円（当日集めます） 

【定 員】３０名（定員になり次第〆切） 

【〆 切】１１月１日（金） 

【申し込み・問い合わせ】 

 宮野地区と山口県立大学連絡協議会事務局 

（℡ ９３４－５００５） 

 

 

 

 児童に対する問題（虐待等）が年々増加の一途を辿るな

か、相談件数が少なく、潜在化しているのが実情です。 

 この度は、講師の方のお話を通じて学び、参加された皆

さんがそれぞれの立場で支援できることを考えていくき

っかけにしていただきたいと思います。 

ふるってご参加ください。 

 

【日 時】１０月１１日（金） 

１３：３０～１４：４０ 

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【内 容】児童福祉の現状と課題について 

【講 師】山口県福祉総合相談支援センター 

      児童相談部長 江籐 雄司 氏 

【申し込み・問い合わせ】 

 １０月７日（月）までに 

宮野地区社会福祉協議会（℡ ９２８－０２５５）へ 

 

 

 

【日 時】１０月１３日（日）１０時～１４時 

【場 所】宮野岩杖「森の夢」 

【内 容】裏山の遊歩道を散策してキノコを探そう 

【昼 食】みんなでピザを焼いて食べます 

【持参物】軍手・水筒 

【服 装】長袖・長ズボン 

【参加費】会員 中学生以上…４００円 

４歳～小学生…２００円 

３歳以下…無料 

     会員外 各２００円増し（３歳以下は無料） 

【申し込み・問い合わせ】 

 １０月８日（火）までに 

マロニエの森の会事務局（杉山）へ 

 （℡ ９２８－０６１４） 

 （携帯電話 ０８０－９７９６－３４０３） 
 

 

 

令和２年１月１２日（日）開催の成人式について、令和

元年１１月１日時点で山口市に住民登録されている対象

者の方には、１１月中旬頃に案内状を発送いたします。 

なお、山口市に住民票を登録されていない方で、参加を

希望される方は、次の連絡事項を添えて、E メール等にて

社会教育課までお申し込みください。 
 
【連絡事項】 

氏名（ふりがな）、性別、生年月日、案内状送付先郵便番

号・住所、送付先の世帯主氏名、写真撮影を希望される地

域、電話番号 
 
 メールタイトルに「令和２年山口市成人式参加希望」と

ご入力ください。 

申し込みをされた方には、折り返し確認のメールをお送

りします。（１週間が経過しても確認のメールが届かない

場合は、お手数ですが市社会教育課までお電話ください。） 
 
【申し込み】 

市教育委員会社会教育課（℡ ９３４－２８６５） 

（E メール s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp） 

 

 

 

スポーツの秋に親子で、ふれあい３Ｂ体操を楽しみませ

んか？ 

 

【日 時】１０月１１日（金）１０時～１１時３０分 

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【対 象】親子１０組 

※ただし、お子様に関しては、よちよち歩きの

できるお子様から３歳児までの方が対象と

なります。 

【参加費】無料 

【持参物】タオル、飲み物、運動のできる服装と靴 

【〆 切】１０月１０日（木） 

【申し込み】 

宮野地域交流センター（℡ ９２８－０２５０） 

【主 催】宮野地区母子保健推進協議会 

 

 

 

 
 

【日 時】１０月１５日（火）１０時～１３時 

【場 所】子育てサロン 宮野つどいの広場「あのね」 

     （山口市宮野上３－１） 

【講 師】石田 和子 氏 

【対 象】未就学の子どもとその保護者 

【定 員】８組 

【参加費】２００円 

【持参物】エプロン、三角巾、手拭い、マスク、飲み物 

【申し込み・問い合わせ】 

子育てサロン 宮野つどいの広場あのね 

（月・水・金 １０時～１５時） 

（℡ ９２０－９２２３） 

 

※アレルギー対応はしておりませんので、ご了承くださ

い。 

 

 

 

宮野高齢者生きがいセンター「宮野やすらぎの里」で

は、下記の演奏会を開催します。高齢者に限らず、宮野

地域の住民の方々のご来場をお待ちしています。 

 

【日 時】１１月９日（土）１４時分～１５時 

【場 所】宮野やすらぎの里 

【内 容】団体「風の音（かぜのね）」による 

オカリナ演奏 

【参加費】無料 

【定 員】３０名（定員になり次第〆切） 

【申し込み】宮野やすらぎの里 

（℡ ９２８－８２５３） 

※詳細は１０月１５日号回覧にて 

お知らせいたします。 

二人三脚リレー ６位 

玉入れ ７位 

迷走リレー １位 

ロープジャンピング１０ １位 

１００ｍ百足競走（男子） ８位 

１００ｍ百足競走（女子） ８位 

地域対抗リレー ８位 

 

★ソフトボール競技 Ａブロック 

一回戦   対 大 歳  ２対４で敗北 

残留決定戦 対 白 石 １９対０で勝利 

★バレーボール競技 Ａブロック【３位】 
一回戦 対 湯 田 ２対０で勝利 

準決勝 対 平 川 ０対２で敗北 

★卓球競技 Ａブロック 

予選リーグ 

一回戦 対 小 郡 １対４で敗北 

二回戦 対 大 歳 ３対２で勝利 

★グラウンド・ゴルフ競技【８位】 
トータルスコア ４０１打 

mailto:s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp

