（４）

宮 野 地 域 交 流 センター活 動 推 進 委 員 会
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保健師さんだより

―

母子相談のお知らせ

８月の行事予定

―

３日（月） 自習の日

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。お気軽に
ご利用ください。
【日
時】９月１１日（金）
【受付時間】１０時～１１時
【場
所】宮野地域交流センター １階大会議室
【持 参 物】母子健康手帳
～新型コロナウイルス感染予防のためのお願い～
・ご利用の際は、マスク着用をお願いします
・発熱または風邪症状のある方はご利用をお控えください
・相談後、速やかな退出をお願いします
・おもちゃや絵本は撤去しています

４日（火） 夏祭りウィーク（～７日）

山口市宮野地域交流センター内

交流セ
三の宮保

ＴＥＬ ９２８－０２５０

５日（水） 自習の日

交流セ

ＦＡＸ ９２８－０３０２

１２日（水） 自習の日

交流セ

令和２年８月号

宮野小

通巻４０１号

宮野中

１７日（月） 始業式

大殿小
大殿中

１９日（水） １学期末テスト（～２０日）
２０日（木）

宮野中

肺がん検診

交流セ

教育相談（～２６日）

宮野中

２２日（土） 常任委員会

【問い合わせ】
山口市子育て保健課（℡０８３－９２１－７０８５）

２６日（水） 避難訓練※日程変更あり

香典返し

２９日（土） 防災マップ研修会

古屋 サチ子様（岩 杖） ご夫君 正行様

山口市宮野下３０５４（住吉）

２７日（木） 保護者会（～３１日）

交流セ
三の宮保
宮野中
地区社協

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。

矢次 弘文様（宮野中央） ご母堂 シズコ様
山口 和子様（河 原） ご夫君 保正様
古屋 久世様（熊 坂） ご令室 久子様
五島 浩行様（上恋路） ご令室 絹子様
匿

名

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。

宮野地区社会福祉協議会

８月の「いきいきサロン宮野こいこいクラブ」は、宮野
地域交流センターでサロンを開きます。住吉町内会（近隣
可）の７０歳以上の方ならどなたでもご参加いただけま
す。ぜひご参加ください。
【場 所】宮野地域交流センター
【日 時】８月２０日（木）１０時～１１時半
【参加費】２００円
【問い合わせ】宮野地区社会福祉協議会
（℡083-９２８－０２５５）
※マスク・飲み物を持参してください。
※体調がすぐれない方は参加をご遠慮く
ださい。

開催予定 １１月１９日（木）
市政や地域課題等について市長を交えて年に１回の「語
り合う」機会ですが、今年度は新型コロナウイルス感染防
止のため、出席者を地域づくり協議会の役員とし、人数・
時間等を限定した「３密」を避ける形式で開催されること
となりました。このような形となり残念ではございます
が、可能な限り地域の皆さんの声をお伝えしたいと思いま
すので、下記要領でご意見の提出をお願いいたします（様
式は問いません）
。
≪意見提出について≫
■文書で提出

６５０年間続く山口を代表する伝統の祭り「山口祇園祭」は、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、７月１９日前夜祭・２０日本殿祭・２４日中日祭・２７日御旅所祭という一連の神事は行い、御神
輿を担ぐ裸坊の夏祭りは中止となりました。本来なら初日の御神幸神輿には宮野地区から精鋭の有志が参加
し、御神輿を八坂神社から御旅所まで運ぶ予定でしたが、今年は叶いませんでした。
御神幸（お渡り）、御還幸（お帰り）の御神輿は神社と御旅所の間を移動する必要があるため、宮野地区か
ら両日各４名の有志が参加いたしました。お疲れ様でした。
来年は、より多くの皆さんが参加され、“宮野魂”を市民にアピールしましょう。
宮野自治連合会 会長 金子 隆文

■町内会名・氏名を記入
■締切日：８月２５日（火）
■提出先：宮野地域交流センター団体事務室前「投書箱」
に投函
■問い合わせ：みやの地域づくり協議会
☎０８３－９３４－５００５

９月１３日（日）

令和２年度市民体育大会
１１月１日（日）

令和２年度宮野地区秋季球技大会

宮野自治連合会女性部だより
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
６月２９日（月）に宮野駅の交流ステーションにおいて、
七夕飾りの飾り付けが行われ、粟屋女性部会長が参加され
ました。紫陽花と七夕飾りが、とても素敵な光景でした。
【女性部８月の行事予定】
８月の行事予定はありません。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、上記
のイベントが中止となりました。
開催を楽しみにされていた方々、大変申し訳ございませ
ん。来年度の開催に向けて精一杯取り組んでまいりますと
ともに、一刻も早い事態の終息を祈っています。
※現在は展示を終了しています。

例年子ども会対抗の夏季球技大会（ソフトドッジボー
ル）を開催していますが、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、今年の
「子ども会夏季球技大会」
は延期
（秋
宮野自治連合会
会長 金子
隆文
以降）といたします。
出場者・関係者の皆さん、楽しみにされておられた方々
にお詫び申し上げます。秋に開催する予定としていますの
で、ぜひご参加ください。

宮野地区子ども会育成連絡協議会

Ｒ２.７.１現在 世帯数：6,370 人口：13,865 （男：6,511 女：7,354）
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第１６３回芥川賞・直木賞の本が８月上旬にはいります。ぜひご一読ください。
山口県立大学では、大学生が受けている授業科目の一部を、広く地域のみなさんにも公開してい
ます。学生と一緒に受講してみませんか。
■授業科目（後期：３科目）
①【民法Ｉ】財産法など民法の基本的な知識を学びます
②【宗教学】世界の諸宗教の解説を通じて異文化理解を
深めます
③【歴史学】多様な史料から適切な事実を読み解く方法
を学びます
※詳細はお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって
は、後期公開授業をお断りさせていただく場合があり
ます。何卒ご理解をいただきますよう、よろしくお願
いいたします。

■時期 １０月～令和３年１月（全１５回）
＊授業により曜日・時間帯が異なります。
■申し込み期間 ８月１７日（月）９時～
９月１７日（木）１７時必着
※応募多数の場合、期間内でも募集を締め切るこ
とがあります。
■受講料 5,000 円
＊各授業の第 1 回目、受付時にお支払い下さい。
■問い合わせ 山口県立大学 地域共生センター
℡ 083-928-3495
■詳細はウェブサイト
https://www.yamaguchi-pu.ac.jp/

【第１６３回芥川賞受賞作】高山 羽根子『首里の馬』（新潮社刊）
【第１６３回芥川賞受賞作】遠野 遥『破局』（河出書房新社刊）
【第１６３回直木賞受賞作】駿 星周『少年と犬』（文藝春秋刊）

宮野地域交流センターをご利用される際は、以下の項目にご留意ください。引き続き、感染拡大防止へのご理解と
ご協力をお願いいたします。併せて、夏本番に向けて、こまめに水分補給するなど、熱中症予防行動をしましょう。
基本的な感染症対策として、
「新しい生活様式」に基づく行動と「３つの密（密閉・密集・密接）」を回避する行動
をお願いします。

～感染症防止対策のための１０のポイント～
利用前に、せっけん
によ る手 洗い や 手
指の消毒をする

マス クを 着用 する

近距離での会話、大
きな 声を 出す こと
を避ける

利用 者の 人数 を極
力少なくし、入退場
に時 間差 を設 ける
など、工夫する

熱中症等の対策が
必要な場合を除く

お互 いの 距離 を２
ｍ程度空ける

密閉 空間 にな らな
いよ う 窓 や扉 を あ
け、十分に換気をす
る

利用 した 備品 等に
ついては、できる範
囲で適切に洗浄、消
毒を行う

発熱 や風 邪等 の 症
状が ある 方は 参加
を控える

新たな感染が継続的に

利用者の代表者は、感

認められた地域に出か

染症が発生した場合

けた方、出かけた方と

に、連絡が取れるよう

接触があった方は、２

利用者の連絡先を把

週間は参加を控える

握しておく

目指すゴールは『自
分達らしく無理のな
い片づけ方』です。

学習机やプリントをテーマに、わが家に合った整理整頓の方法を親子で話し
ながら探っていきましょう。
■お申込み方法（①または②の方法で、お申込みください）
■日時 ８月２９日（土）１０時～１２時
■場所 吉敷地域交流センター
①市ウェブサイトのお申込み用メールフォーム
（山口市吉敷佐畑１丁目４－１）
②電話（083-934-2866）
■対象 小学生とその保護者
※お申込み多数の場合は抽選で受講者を決定します。
■持ち物 ・紙袋（１人１枚、サイズ自由）
抽選結果は当落どちらでもご連絡いたします。
・はさみ
期間内に結果が届かなければ、お問い合わせください。
・筆記用具
■料金 無料
【お問い合わせ先】山口市教育委員会
■託児 無し
社会教育課
■受付期間 受付中～8 月１４日（金）
☎083-934-2866
■抽選のお知らせ ８月１７日（月）～８月２１日（金）
詳しくはこちら

山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とそ
の保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通して
親子の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」
あなたのワンショットで宮野のいいところを紹介しませ
を開催しています。ぜひご参加ください。
んか？
【募集期間】８月３日（月）～１２月１日（火）
１、日時 ９月４日（金）
【応募資格】山口県内在住・在勤・在学の方
１０時～１２時
【応募規定概要】
１４時～１６時
・白黒又はカラープリント、
２、場所 宮野地域交流センター
四つ切又はワイド四つ切の大きさで縦横自由
３、対象 令和２年２月１日から令和２年５月３１日
・デジタルカメラによる撮影可（加工は不可）
の間に生まれた乳児とその保護者
・応募作品は、宮野地域であること。
※受付は随時行います。
・応募点数は、おひとり１０点まで。
・所要時間は１５分程度です。
・入賞者には、賞状と副賞を贈呈します。
・対象者にはハガキでご案内いたします。
【応募先】みやの地域づくり協議会
４、問い合わせ 山口市立図書館
（℡ ０８３－９３４－５００５）
（電話 083-901-1040）
【その他】詳細な応募要領は、
なお、新型コロナウイルス感染状況等により、開催を見
地域づくり協議会に用意しています。
合わせる場合があります。
ＨＰにも掲載しています。
※体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。

（参考）２０２０年７月８日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡

提灯ツリー飾っています
今年は残念ながら、「山口七夕ちょうちんまつり」が中止になってしまいましたが、
地域の皆様に少しでも「山口の夏」を感じていただけるよう、宮野自治連合会の有
志の皆様が宮野地域交流センターに提灯ツリーを飾り付けられました。
短冊も用意してあります。願い事を短冊にこめてみませんか？
設置期間：短冊は８月１４日（金）まで、提灯ツリーは８月１６日（日）まで
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