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宮野自治連合会女性部だより 

 
残暑が厳しい毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしでし

ょうか。 

暑かったり急に涼しくなったりと、体調を崩しやすい季節

になっています。体調管理には気を付けてお過ごしください。 

 

【１０月の行事予定】 

１０月の行事予定はありません。 

１０月の行事予定  

 

 
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。 

 令和２年度山口市花いっぱい運動花壇コンクールの審査結果発表がありました。応募団体子ども会３０団体、地域

団体５団体、学校４団体の中から、宮野地区からは３団体が選出されました。 

 

香典返し 

石丸 治夫様（上恋路） ご令室 清子様 
 
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 

１０月は、上恋路公会堂でサロンを開きます。 

上恋路町内会（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。 

【日 時】１０月１５日（木）１０時～１１時半 

【場 所】上恋路公会堂 
【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 

 ミニミニ運動会や、幼稚園を見学に来られませんか？ご

希望の方は、宮野幼稚園までお電話ください！ 

【日 時】１０月６日（火）９時半～１０時半 

【場 所】宮野幼稚園 

【対 象】未就園の２歳児、３歳児 

【問い合わせ】宮野幼稚園 

（℡083-９２８－０１０５） 

 山口市は、簡単に必要な情報を得るためのサービス「山口市ＬＩＮＥ公式アカウント」を開設しました。友達登録

と簡単な受信情報を設定することで、必要とする市政情報をすぐにお手元にお届けすることができます。 

 

暮らしに便利な３つの機能 
～「災害に備える機能」「行政手続き案内機能」「ごみの分別機能」～ 

避難所や避難に必要なものはなんだろう？行政窓口での申請に必要な書類は？等、

皆様の疑問にお答えすることができます。上記以外にも便利な機能があります。 

 

まずはお友達登録から！ 
右記のＱＲコードから、まずはお友達登録をしましょう。友達登録をして、自分に役立つ情報

を手に入れてみませんか？ 

 

【お問い合わせ先】山口市広報広聴課 ℡083-934-2７５３ 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、１２月６日（日）に予定しておりましたロードレース大会は中止す

ることといたしました。今年度の体育行事が連続して中止となってしまい、大変残念な思いです。楽しみにされて

おられた方々、大変申し訳ございません。 

来年度は開催できるよう、事態の終息を願うとともに、開催に向け関係者一同準備を進めていきます。 

Ｒ２.９.１現在 世帯数：6,378 人口：13,863 （男：6,501 女：7,362） 

運動会 宮野幼

２年社会科見学 大殿小

全校集会 宮野中

修学旅行 宮野小

１年社会科見学 大殿小

４年社会科見学 宮野小

ミニミニ運動会 宮野幼

７日（水） 日帰り研修 大殿中

８日（木） 就学時健診 大殿小

９日（金） ２年社会科見学 宮野小

１２日（月） 小中合同あいさつ運動 宮野小・中

１３日（火） 運動会（０～３歳児） 三の宮保

１４日（水） 人権参観日（講演会） 大殿小

運動会（４歳児） 三の宮保

３年社会科見学 宮野小

こいこいクラブ 福祉員

１６日（金） 運動会（５歳児） 三の宮保

木戸山・清水寺清掃 宮野観光会

工作講座 交流セ

パソコン講座 交流セ

５年自然体験学習 大殿小

２１日（水） 就学時健診 宮野小

２２日（木） ３年社会科見学 大殿小

６年遠足（予定変更の可能性有） 大殿小

合唱コンクール等 宮野中

２４日（土） 文化祭 宮野中

３０日（金） パソコン講座 交流セ

３１日（土） 宮野小キッズフェスタ 宮野小

２０日（火）

２３日（金）

１日（木）

２日（金）

１５日（木）

１７日（土）

６日（火）

努力賞 

 

上恋路子ども会 

 

奨励賞 

 

石丸子ども会 

 

中恋路子ども会 

 

どちらの地区の花壇も素敵で、お花がとても綺麗に

咲いていました。 

日頃から花壇の管理や植物のお世話をありがとう

ございます。受賞された子ども会の皆様、おめでと

うございます！ 

河原子ども会 

 



返却時はポストへ！ 

 

本の返却は、窓口か返

却ポストへ。 

蓋をあけずに、そのま

ま投函口へ本をいれて

ください。 
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地区だより「みやの」                （３） 

        ―パソコンの整理・整頓― 
 皆さん、パソコン内のファイル、フォルダーの整理整頓は出来ていますか？デスクトップ画面や

ドキュメント、ピクチャーフォルダー内は、種々のアイコンやファイル、フォルダーでいっぱいに

なっていませんか？ 

 １０月はこれらを整理整頓してパソコン内をすっきりさせましょう。パソコンスキル向上請け合いです、奮ってお

申込みください！ 

【日 時】１０月２０日（火）１３時～１５時 

     １０月３０日（金）１３時～１５時 

【場 所】２０日 宮野地域交流センター２階 研修室１ 

     ３０日             多目的室 1 

【定 員】先着１２名 

【申し込み・お問い合わせ】 

１０月１６日（金）までに、宮野地域交流センター 

（℡０８３－９２８－０２５０）へお申し込みください。 

 

人権図書コーナーができました 
～「知ること」「気づき」からはじめよう人権意識～ 
  

宮野地区人権学習推進協議会では、啓発事業の一環として人権関係の

図書コーナーを交流センター図書室に設置しました。コーナーの図書は

交流センター窓口で貸し出しもできます。読書の秋に人権と多様性を考

える１冊はいかがでしょうか。 

 図書選考には図書ボランティアの方々にもご協力いただきました。皆

様大変ありがとうございました。 

 

幸運が訪れる縁起物といわれるカエルをモチーフにしたちりめんと萩焼を使った小物を親子で作成してみません

か？持って帰って自宅でもまた作れるように、作り方のレシピも配布予定です！ 

 

【日 時】１０月１７日（土）９時～１１時 

【場 所】宮野地域交流センター２階 研修室２ 

【講 師】中村 裕美子先生 

【定 員】先着ペア４組 

【対 象】幼稚園～小学生のお子様とその保護者 

【参加費】４００円 

【持参物】なし 

【申し込み・お問い合わせ】 

１０月１４日（水）までに、宮野地域交流センター 
（℡０８３－９２８－０２５０）へお申し込みください。 
※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

「イクメン」になりたいという思いはあれど、家庭の中で父親として何をすればよいのか、頭を悩ませているお父

さん、いらっしゃいませんか。「父親だからこそできること」「父親の役割は何か」について、講師の先生を交え、お

父さん同士の語り合いを通して我が家の子育てスタイルを考えていきます。 

 

■日時 １０月３１日（土）１０時～１２時 

■場所 宮野地域交流センター１階 大会議室 

■対象 子育て中の保護者（０～中学３年生） 

２０名程度 

■講師 木原 浩一氏（山口市立陶小学校校長） 

■参加費 無料  

■持参物 筆記用具 

■受付期間 受付中～１０月１４日（水） 

■抽選のお知らせ １０月１５日（木）～１０月２３日（金） 
 

 

 

【お問い合わせ先】山口市教育委員会 社会教育課 ☎083-934-2866 

 

【参加費】2,000 円 

【持参物】 

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。 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

 

■お申込み方法（①または②の方法で、お申込みください） 
 
①山口市ＨＰ 
②電話（083-934-2866） 
※お申込み多数の場合は抽選で受講者を決定します。 
 抽選結果は当落どちらでもご連絡いたします。 
 期間内に結果が届かなければ、お問い合わせください。 
 
 
 

 

人権図書コーナー　一覧

No. 題名 著者 出版

1 マララのまほうのえんぴつ
マララ・ユスフザイ　作/キャラスクエット
絵/木坂涼　訳

ポプラ社

2 リーかあさまのはなし　ハンセン病の人たちと生きた草津のコンウォール・リー 中村茂　文/小林豊　絵 ポプラ社

3 いじめを本気でなくすには 阿部泰尚　著 KADOKAWA

4 ぼくだけのこと 森絵都　作/スギヤマカナヨ　絵 偕成社

5 もしものせかい ヨシタケシンスケ　著 赤ちゃんとママ社

6 塀の中の事情 清田浩司　著 平凡社

7 それでも、素敵な一日 ク作家　著/生田美保　訳 ワニブックス

8 ひきこもりのライフストーリー 保坂渉　著 彩流社

9 心の傷を癒すということ 安克昌　著 KADOKAWA

10 はじめて学ぶLGBT　基礎からトレンドまで（スッキリわかる！） 石田仁　著 ナツメ社

11 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治　著 新潮社

12 本当の貧困の話をしよう 石井光太　著 文藝春秋

13 子どもの脳を傷つける親たち 友田明美　著 NHK出版

14 あなたの隣の発達障害 本田秀夫　著 小学館

15 日本の異国～在日外国人の知られざる日常～ 室橋裕和　著 晶文社

16 芝園団地に住んでいます～住民の半分が外国人になったとき何が起こるか～ 大島隆　著 明石書店

17 まんがでわかる発達障害の人のためのお仕事スキル～楽しく働くためのヒント＆セルフアドボカシー～ 鈴木慶太/Kaien　著 合同出版

18 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた～あなたがあなたらしくいられるための29問～
一橋大学社会学部 佐藤文香ゼミ生一同
著

明石書店

19 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川裕　著 集英社

新着図書が入りました！ 

瀬尾まいこ『戸村飯店 青春 100連発』文春文庫 

読書の秋にぜひご一読ください！ 

図書カードがあれば、どなたでも図書室の利用がで

きます。カードは交流センター窓口で作成可能です。

お気軽にお声掛けください。 

 

てのひらに乗るサイズで、

とっても可愛いです♪ 

作品サンプルは交流セン

ター窓口に飾ってありま

すのでご覧ください！ 


