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宮野地域交流センター活動推進委員会 

〒７５３－００１１ 

山口市宮野下３０５４（住吉） 

山口市宮野地域交流センター内 

   ＴＥＬ ９２８－０２５０ 

   ＦＡＸ ９２８－０３０２ 

令和２年１月号 

通巻４０６号 

保健師さんだより 

●母子相談 
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】１月８日（金）１０時～１１時 

【会 場】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【持参品】母子健康手帳 

【問い合わせ】 

  子育て保健課（℡ ０８３－９２１―７０８５） 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

１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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮野自治連合会女性部だより 
 

 

新たな年を迎え 

皆様にとってご多幸がありますように 

お祈り申し上げます 

今年も様々な取り組みに 

ご協力いただきますようお願いします。 

令和３年度大学入学共通テスト（昨年度まで大学入学

センター試験）が下記の通り本学を含め、全国一斉に実

施されます。試験期間中、近隣住民の皆様には、車の混

雑等で大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

【日 時】１月１６日（土）９時３０分～１８時１０分 

１月１７日（日）９時３０分～１７時５０分 

【場 所】山口県立大学 北キャンパス 

(国道９号線山口バイパス北側新キャンパス) 

※本学グラウンドを受験者送迎用駐車場と

して開放しております。 

一般寄付 

小川 尚德 様（東折本） 地域福祉推進費  

香典返し 

中村 愛江 様（西桜畠） ご夫君 泰昌 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 

 宮野地区体協で２チーム出場します。 

今回の大会は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防

止のため、会場での応援は制限されていますが、宮野地

区の代表として出場されますので、皆さん心の中でエー

ルを送っていただければと思います！ 

【日 時】１月１７日（日） 

１０時～（体協の部・一般１部） 

【場 所】山口きらら博記念公園特設コース 

本地域での市・県民税の申告相談について、下記の日

程で実施いたします。 

なお、ご都合の悪い方は、「わたしたちの市税（市報１

月合併号と同時配布）」に記載している他の会場の申告相

談日程をご覧ください。 

【日  時】２月１日（月） 

【受付時間】９時３０分～１６時００分 

【会  場】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【お問い合わせ】市民税課 市民税担当 

        （℡ ０８３－９３４－２７３５） 

※申告期間中は、電話が繋がりにくい状況となる可能性

がございます。お手数ですが時間をおいておかけ直しい

ただきますよう、ご理解ご協力をお願いします。 

 

 

 地区だより「みやの」１２月号にお

いて、クリスマスツリーの寄付をお願

いしたところ、一件のご寄付があり、

いただいたツリーは地域交流センター

のロビーに飾って皆さんに楽しんでい

ただきました。ツリーは毎年飾る予定

です。お楽しみに！ 

宮野自治連合会 

 

 

１月の活動は中止いたします。 
ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

Ｒ２.１２.１現在 世帯数：6,390 人口：13,878 （男：6,498 女：7,380） 

大掃除実施 
 去る１２月１１日（金）に、セン

ターの大掃除を実施しました。参加

いただいた皆様のおかげで、一年分

の汚れが綺麗に落とせました。寒い

中大掃除にご協力いただき、ありが

とうございました。 

回収容器を設置しました 
 小型充電式電池、ボタン電池と電

子たばこ等の拠点回収を１２月１５
日（火）から開始しました。センタ

ーロビー内に各回収容器を設置して

います。ご利用ください。 

★申告時のお願い～事前の準備にご協力ください～ 

営業・農業・不動産等の「収支内訳書」を提出される方や

医療費控除の申告をされる方については、事前に集計をされ

ている方から優先的に受付をしますのでご了承ください。 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

謹賀新年 
 
 

≪審査委員長 倉田研治氏講評≫ 

 コロナ禍での写真コンテストでしたが、宮野らしさを感じ

させる趣向をこらした作品がたくさん応募されました。最優

秀賞の「おいでませ宮野」は、人物の表情を捉えたタイミン

グが秀逸であり、宮野のにぎわう様子や楽しさが伝わってく

る。生活様式は変化しても、宮野地域の魅力が写真作品にな

り共有され、日々豊かな気持ちで暮らせることを望んでいる。 

１２月１４日（月）、第１１回「みやの歴史・文化・自

然写真コンテスト」の審査会（委員長倉田研治氏他３名）

を開催しました。最優秀作品は、応募者２６名・応募総数

５４点の中から、樋口琢哉氏（小郡地域）の「おいでませ

宮野」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。入賞作品は、以下のとおりです。 

優秀賞   

「林業の宮野」       早川 善章 氏 

「大山路のにぎわい」   来栖 旬男 氏 

「田神に見守られて」   来栖 淑子 氏 

入 選  

「コロナにまけないぞ」  宮野明朗会  

「秋風にゆれて～」    長井 英子 氏 

「ライトアップ」       齋藤  暁 氏 

「繭の毛羽取り」     吉井 陽子 氏 

【出展作品の展示会＆投票審査会】               

１月６日（水）～１月２１日（木） 

宮野地域交流センターロビー 

１月２２日（金）～２月５日（金） 

山口ふれあい館ロビー 

主 催：みやの地域づくり協議会 

最優秀賞 「おいでませ宮野」 樋口 琢哉 氏 

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」場として各種行事や

教室等を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。 

  

宮野地域交流センター 

職員一同 

この置物は 

「干支の置物づくり講座」 

で作った丑の置物です。 
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地区だより「みやの」                （３） 

 

望月英子先生を講師にお迎えし、飛び出す仕掛けのある

クリスマスカード作り教室が開かれました。 

 

クリスマスにふさわ

しい、素敵なカードが

完成しました。飛び出

すカードの作り方の基

本を教わったり、色の

組み合わせについて学

んだり、今後に活かせ

る学びがありました♪ 

中村裕美子先生を講師にお迎えし、干支の置物づくり教

室が開かれました。 

今月の地区だより

「みやの」の表紙を飾

っている丑のちりめん

の置物を、皆さん器用

に制作されていまし

た。牛達が草原を駆け

巡っているような、と

てもかわいらしい丑の

置物ができました！ 

 

自分のイニシャルを入れた三角コインケー

スとゾウのキーホルダー作成してみませんか？革に凹凸

を入れるエンボス加工や革を染める体験でき、楽しく本格

的な作品が作れます。ジビエについても学べます！ 

【日 時】１月１６日（土） ９時～１２時     

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【講 師】中岡 佑輔 先生（南部地域おこし協力隊） 

【定 員】小学生以上のお子

様１２名（付き添い可） 

【参加費】無料  

【申し込み】 

宮野地域交流センター 

℡ 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。 

 

アコーディオンポーチ作りを体験してみませ

んか？ステッチを入れることもできます。本格的で素敵な

作品が作れます♪ 

【日 時】１月２１日（木） １３時～１６時  

【場 所】宮野地域交流センター２階 研修室１ 

【講 師】中岡 佑輔 先生（南部地域おこし協力隊） 

【定 員】８名 

【参加費】８００円（材料によ

っては追加料金有） 

【申し込み】 

宮野地域交流センター 

℡ 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。 

 新成人の皆様には例年、成人式での集合写真をお渡ししていましたが、令和３年山口市成人式の延期等、諸般の事

情により、この度は代わりとなるお祝いの品を準備しました。 

 

～記念品として、手作りのコインケースを作成しました。～ 
春財布は縁起が良いものとされており、新成人の皆様の二十歳の門出に

ぴったりではないかと思います。 

 記念品の作成は、宮野地域交流センターで活動されている「ふしぎの花

クラブ」をはじめ、有志の方々の手で、心を込めて作りました。コインケ

ースはヌメ革でできており、とても素敵な仕上がりになっていますので、

新成人の皆様はぜひ受け取りに来られてください♪ 

 【受け取り期間】２月１日（月）～ 

※ご家族の方でも代理で受け取り可能です 

 

 
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。 
 
【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） 

 

 
【対 象】新１年生から新４年生の男女 
     ※学年によって募集人数が異なります。 
【練習日】月曜日･水曜日:１６時～１９時 
        （保護者の送迎が必要） 

日曜日:１２時４０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。 
【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２０日（水）以降の練習日に、 
随時宮野小学校体育館までお越しください。 
※見学を希望される方は、阿部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】 
阿部（℡ 0７０-２３５０-３２９０） 

 
【入団説明会】 
日 時：２月７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４年生～新６年生 

【経 費】 
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７日（日）１０時～１２時 
場 所：宮野地域交流センター１階 大会議室 

【受 付】 
随時練習時間に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日曜は除く） 
【連 絡 先】 
石川（℡ 0９０-９０６３-０７７３） 

 
【入団手続き】 
日 時：２月１４日（日）９時～１２時 
場 所：宮野地域交流センター２階 研修室１ 

 ※印鑑を持参してください。 
 ※当日、野球用品の注文も受け付けます。 
【入 団 費】 

2,150円（スポーツ傷害保険・スポーツ少年団登録料） 
※入団受付時に持参ください。 

【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」が活動の基本です。野球を通じて、子供だけでなく、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。 
※なお、入団手続きについては、２月１４日（日）に限らず、常時受け付けております。スポーツの森第二多目
的広場で、上記練習日の１２時３０分から練習していますので、お気軽にお声かけください。 

【入団対象者】 
宮野地区在住の小学校児童 
新１年生～新６年生（R３.4.1） 

【団 費】 
月額：1,250円 
２人目から月額：750円 ※４ヶ月毎徴収 

【経 費】 
２0,000円程度 ※スパイク、ユニフォーム等 

【連 絡 先】 
中島（℡ 090-7999-0669） 
 

～ ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。 ～ ※来場前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 


