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宮 野 地 域 交 流 センター活 動 推 進 委 員 会

地区だより「みやの」

宮野自治連合会女性部だより
今年は新型コロナウイルス感染症のため、様々な行事
が中止となってしまいました。来年は皆様と交流できる
色んな機会に恵まれることを願っております。これから
もご協力よろしくお願いします。
来る春が皆様方にとって良い年でありますように！
【１２月の行事予定】
○地域交流センター大掃除
【日 時】１２月１１日（金）９時～
【場 所】宮野地域交流センター
【１月の行事予定】１月の行事予定はありません。

〒７５３－００１１

―１２月の行事予定―

山口市宮野下３０５４（住吉）

１日（火） 教育相談⑤
２日（水）

入園願書受付期間（～７日）

宮野幼

３年三者懇談会（～４日）

大殿中

３年生三者進路懇談（～７日）

宮野中

３日（木） 持久走大会

八尋 道子 様（西恋路） ご夫君 武夫 様

持久走記録会

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

１２月の活動は中止いたします。

三の宮保

発表会（年中）

宮野幼
交流セ
すずみ学級

１４日（月） 小中合同あいさつ運動

宮野小・中

発表会（４歳）

財産区

１７日（木） 干支の置物づくり教室

交流セ

発表会（５歳）

今年は、静かなクリスマス会を企画しています。
児童福祉部会のおじさんやおばさんと楽しみませんか。
時】１２月２０日（日）
１３時～１５時（受付は１２時３０分～）
【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室
【対 象】宮野地区在住の中学生以下のお子様
【定 員】２０名（申し込み多数の場合は抽選）
【内 容】ピアノ演奏・ビデオ鑑賞・クイズ・ケーキ等
のお土産
【参加費】お子様は無料（付き添いの大人は５００円）

宮野幼
宮野中

１・２年生三者懇談会（～２２日）

地区社協

個人懇談会（～２３日）

宮野幼

個人懇談会（～２３日）

宮野小

個人懇談会（～２３日）

大殿小

１・２年個人懇談会（～２３日）

大殿中

２２日（火） クッキング（クリスマスケーキづくり）

三の宮保

２３日（水） 避難訓練

三の宮保
宮野幼

【日

【申し込み】宮野地域交流センター
℡

０８３－９２８－０２５０

【締め切り】１２月４日（金）まで
【抽選結果】後日、担当者から当落どちらでも電話で連
絡します。
【その他】託児はありませんので、小さいお子様のみ参
加の場合は付き添いが必要です。
風邪症状等の体調不良の方は参加を
ご遠慮いただきます。

２４日（木） 終業式

宮野小・中

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。

案内役に藤井均氏をお迎えし、宮野
の里めぐりが行われました。天候にも
恵まれ、秋晴れの中楽しくウォーキン
グが出来ました。見晴台からの眺めは
最高でした♪
宮野観光会

大殿小・中
２９日（火） 地域交流センター利用禁止（～１月３日）

交流セ

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。

渡邉桂子氏を講師にお迎えし、健康体操教室が開
かれました。椅子に座った体操で、肩こり等に効く
体操やストレッチを行いました。
元気で明るい先生と体操をしたことで、寒さで凝
り固まっていた身体もほぐれ、心もぽかぽかにな
り、笑顔の溢れる教室になりました！

～眠っているツリーはありませんか？～
今年もクリスマスシーズンがやってきました。
子どもの皆さん、サンタさんにお願いするプレゼントは
もう決まりましたか？
宮野自治連合会では、地域の皆様にクリスマス気分を味
わっていただきたいと思い、宮野地域交流センターにクリ
スマスツリーの飾り付けを企画しています。
そこで、クリスマスツリー（既製品、高：１５０㎝以上
のもの）を寄付してくださる方を募集します。譲って下さ
る方がおられましたらご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染状況等によ
り開催を見合わせる場合があります。

石川和朋氏を講師にお迎えし、宮野歴史講
座が開かれました。講演のテーマは『長州フ
ァイブから鉄道の父へ 井上 勝』。資料に
は載っていない、大変興味深いお話で、
９０分があっという間に感じられました。

三の宮保

２０日（日） クリスマス会

２１日（月）

天候不良の影響で一度 延期となりました
が、無事実施することができました。
清掃に参加していただいた皆さん、お疲れ
様でした。ありがとうございました。
宮野観光会

三の宮保

山口市宮野財産区定例会（１０時～）

１８日（金） クリスマス会

例年開催されている大好評企画「そば打ち
講座」ですが、今年は新型コロナウイルス感
染症感染防止のため、中止といたします。ご
理解の程よろしくお願いいたします。

通巻４０５号

宮野幼

ミニミニ発表会（１歳）

１３日（日） すずみ学級入級説明会

ご理解の程、よろしくお願いいたします。

令和２年１２月１日号

交流セ

１１日（金） 地域交流センター大掃除

１６日（月）

ＦＡＸ ９２８－０３０２

大殿小

７日（月） クリスマスカードづくり教室

１０日（木）

ＴＥＬ ９２８－０２５０

宮野小

９日（水） 発表会（年少・年長）

香典返し

山口市宮野地域交流センター内

宮野中

【締切】１２月１０日（木）
【問い合わせ】宮野自治連合会
℡ ０８３－９３４－５００５

忘れ物について

定期利用について

年末年始の利用について

１２月２９日（火）～１月３日（日）の
忘れ物をセンターで保管してい
期間は、センターが利用できません。
ます。心当たりのある方は事務室へ
お越しください。なお、センター大
センター大掃除について
掃除までに持ち主が不明なものに
１２
月
１１日（金）９時～１０時３０分
ついては、処分します。
（予定）に実施します。

新年度センター定期利用団体を
募集します。１月中旬から申請用
紙を窓口に設置する予定です。

Ｒ２.１１.１現在 世帯数：6,372 人口：13,845 （男：6,488 女：7,357）

（２）

地区だより「みやの」

地区だより「みやの」

飛び出す仕掛けのある、素敵なクリスマスカードを作
ってみませんか？作り方の基本から習えます♪

毎年恒例の好評企画です。かわいい丑の置物を作って、
わくわくした気持ちで新年を迎えませんか？

時】１２月７日（月）
１３時～１５時
【場 所】宮野地域交流センター２階 研修室２
【講 師】望月 英子 先生
【定 員】８名（定員になり次第〆切）
【参加費】無料
【申し込み】宮野地域交流センター

【日

【日

℡

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。

紙面で宮野地域交流センター定期利用団体を紹介するコーナー、今回は第二弾です♪

ステップ２１

時】１２月１７日（木）
１３時～１５時３０分
【場 所】宮野地域交流センター２階 研修室１
【講 師】中村 裕美子 先生
【定 員】１０名（定員になり次第〆切）
【参加費】５００円
【申し込み】宮野地域交流センター
℡

０８３－９２８－０２５０

（３）

健康寿命を延ばす為には、全身をバランスよく動かす軽い運動を続け
る事が一番だと言われています。まさにぴったりの体操です。健康で充
実した人生を送っていただく為に、あなたもいかがですか？
内容：健康体操
日時：毎週月曜日
毎週水曜日
場所：大会議室

０８３－９２８－０２５０

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。

１９時～２０時３０分
１３時３０分～１５時

宮野読書会
来年１月初旬に予定しておりました恒例の消防
団宮野分団による「放水式」及び観覧者への「粗
品等の配布」は新型コロナウィルス感染症の拡
大防止のため、今回は中止いたします。
毎回、開催を楽しみにされている皆様、
大変申し訳ございません。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
宮野地区消防後援会

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」を開
催しています。ぜひご参加ください。
【日 時】１月１５日（金）
１０時～１２時、１４時～１６時
【場 所】宮野地域交流センター１階 和室
【対 象】令和２年６月１日から令和２年９月３０日まで
の間に生まれた乳児とその保護者
※受付は随時行います。
・所要時間は１５分程度です。
・対象者にはハガキでご案内します。
【問い合わせ】山口市立中央図書館
℡

宮野読書会は、毎月一度会員の選んだ本を読み批評や
感想を出し合うグループです。福田百合子先生を中心に
した和気藹々と自由闊達な雰囲気に時間が過ぎるのも忘
れてしまいます。読書の楽しさや醍醐味も感じています。
内容：会員の選本による本を批評し感想を述べ合う
日時：毎月第２火曜日 １２時～１７時
場所：研修室２

図書ボランティア

１１月新着本が入りました！

０８３－９０１－１０４０

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。

令和３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などにより、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。
【説明会日時】１２月１３日（日） ９時３０分～
【提出期間】１２月１５日（火）～１月１５日（金）
※９時より受付開始
平日：１３時～１８時
【説明会会場】すずみ学級
休日：９時～１３時（午前中のみ）
【対 象 者】宮野地区内の小学生児童
※期限厳守・保護者持参
【定
員】１１０名（定員を超えた場合は低学年優先） 【提出場所】放課後児童クラブ
【申請書配布】説明会当日及び
「すずみ学級」「すずみ第２学級」
１２月１５日以降のすずみ学級開級時間内
（宮野小学校敷地内 校舎東側）
【問い合わせ】すずみ学級運営協議会（℡ ０８３－９２３－７９２５）
※毎年、定員を上回る申し込みがありますので、ご留意ください（通年申し込みが優先）。夏休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。また、説明会当日、駐車場はありませんのでご了承
ください。

―令和３年 山口市成人式―
【日 時】１月１０日（日）１５時～受付、１６時～記念式典
【場
【対

所】市民会館（中央二丁目５－１）
象】平成１２年４月２日～
平成１３年４月１日に生まれた方

【お問い合わせ】社会教育課

℡０８３－９３４－２８６５

－宮野地区 記念写真撮影について―
新型コロナウイルス感染症感染防止のため、記念
写真撮影は行いません。代わりに、記念品を計
画しています。詳しくは地区だより１月号に掲載
いたします。

皆さんに愛される図書室作りのお手
伝いが私達の活動の中心です。具体的に
は、購入図書の選定、登録作業、図書だ
よりの発行、書架の整理、掲示等です。
宮野まつりでの古本交流市の収益金も
図書購入に充てています。

内容：図書室の整理
日時：毎月第２水曜日 ９時３０分～１２時３０分
場所：研修室２、図書室

宮野囲碁同好会
頭の体操にザル碁良し！
話し相手を見つけるのにザル碁良し！
囲碁を楽しんで仲間になろう！
老いも若きも大歓迎！！
認知症予防にも効果大！！
内容：囲碁を楽しむ
日時：毎週日曜日 ９時～１５時
場所：研修室２

山口マンドリンアンサンブル
サークル発足から３０余年。ポピュラーな曲を中心に
合奏を楽しんでいます。演奏会を目標に練習を重ねてき
ましたが、今年はそれが叶わず残念です。マンドリンの
美しい音色を聴いていただける日を楽しみに頑張ってい
ます。
内容：マンドリン合奏
日時：毎週土曜日 １４時～１６時
場所：研修室１

宮野わんぱく山卓球教室
人気のあるスポーツとして楽しまれているのが卓球で
す。小学生を対象に毎月１回交流センターで活動をして
います。１５名の定員で、１年生から６年生まで今年も
多くの申込があり、男８人女７人指導者４名で楽しく汗
を流しています。みんな元気にラケットを振っています。
内容：卓球の指導等
日時：毎月第４土曜日 ９時３０分～１２時
場所：大会議室

※詳しい内容を知りたい場合や、入会を希望されたい場合は、各サークルの活動日に見学をされ、代表者にご相談ください。

