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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」

〒７５３－００１１

―

２月の行事予定

―

山口市宮野下３０５４（住吉）
山口市宮野地域交流センター内

宮野高齢者生きがいセンター「宮野やすらぎの里」でサ
ークル活動をしませんか？
令和３年度に定期利用を希望される団体の申請を受け
付けています。申請条件など詳しいことは、宮野やすらぎ
の里までお問い合わせください。
【申請場所】
宮野やすらぎの里（℡ ０８３－９２８－８２５３）
※申請書は、宮野やすらぎの里に
備え付けてあります。
【締め切り】３月６日（土）

１日（月）

市・県民税申告相談

交流セ

全校集会

宮野中

仮入学

大殿小

教育相談（～４日）

大殿中

２日（火） 豆まき（節分）

宮野幼

４日（木） 仮入学

宮野小

６年進学説明会

宮野小

進学説明会

宮野中

８日（月） 小中合同あいさつ運動

宮野小・中

雛飾り作り教室

香典返し

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。

１７日（水）

１８日（木）

宮野地区社会福祉協議会
１９日（金）

宮野自治連合会女性部だより
大寒の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。例年２月に
県立大学入試で手荷物預かりをしておりましたが、今年は
新型コロナウイルス感染症感染拡大の関係で中止となり、
参加がかないませんでした。来年は事態が落ち着き、活動
が再開されることを祈っています。
【女性部３月の行事予定】
３月の行事予定はございません。

２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。

大殿小

センター定期利用団体代表者会議

交流セ

走ろう会

宮野幼

学校体育施設定期利用団体代表者会議

交流セ

教育相談（～２２日）

宮野中

パソコン講座

交流セ
三の宮保

パソコン講座

交流セ

お茶会

宮野幼

２７日（土） プログラミング教室

交流セ

２５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。

以下の日程で、宮野地区の市・県民税の申告相談を受
け付けます。詳しくは、１月合併号の市報と合わせて配
布しました、「令和３年版 わたしたちの市税」をご覧
ください。
【日 時】２月１日（月）９時３０分～１６時
【場

所】宮野地域交流センター１階

大会議室

様に、お正月らしい素敵なお花を生け
ていただきました。
『池の坊教室』の皆
様、ありがとうございました。

成人式は延期となってしまいましたが、記念品をお渡しし
ますので、ご希望の方は宮野地域交流センター事務室まで
お越しください。※ご家族・代理の方でも結構です。
【期間】２月１日（月）～３月３１日（水）
平日の８時３０分～１７時１５分
【料金】無料（宮野財産区からの寄贈）
【品目】革製の小銭入れ
【場所】宮野地域交流センター
（℡ ０８３－９２８－０２５０）

去る１月１０日（日）
、午前９時半より宮野地区消防団表彰状授与式を行いました。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、山口市消防出初式は中止となり、本会も恒例の消防団による放水
式及び激励会は中止といたしました。
消防出初式で受賞する予定であった３名と本会の会長表彰受賞者４名の表彰状授与式を、全消防団員参加のもとで執
り行いました。
表彰
◇山口県消防協会長表彰
功績章
勝谷
健
勤続章
４０年 金子 隆文

部長

◇山口市長表彰
功労章

部長

吉本

光夫

団員

◇宮野地区消防後援会長表彰
波多野 等 副分団長
波多野 薫 副班長
長沼 博之 団員
木村 和代 団員

表彰された皆様、おめでとうございます。
今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

昨年末に、宮野地域交流センター定
期利用団体である『池の坊教室』の皆

通巻４０７号

三の宮保

６年進学説明会

発表会（３歳）

令和３年２月１日号

交流セ

１０日（水） ミニ発表会（２歳児）

末永 幸子 様（住吉） ご夫君 保夫 様

ＦＡＸ ９２８－０３０２

三の宮保

３日（水） 節分

５日（金）

ＴＥＬ ９２８－０２５０

「宮野つどいの広場 あのね」は、社会の宝である赤
ちゃんとお母さんが楽しく過ごせる場です。
現在、運営のボランティアスタッフを募集しておりま
す。特に、人生経験豊かな方・子育て中の方を募集して
おります。
なお、募集要項等の詳細につきましては、活動日（月・
水・金）の１０時～１５時に、下記問い合わせ先までご
連絡ください。
よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】
宮野つどいの広場運営協議会
（℡

０８３－９２０－９２２３）

宮野地区消防後援会

会長

弘瀬

伸夫

１月１７日（日）に開催予定だった第１６回山口市駅伝競走大会は、新型コロナウイルス感
染症感染拡大の影響により中止となってしまいました。宮野地区から出場予定だった２チーム
の選手は、連覇を狙い調整を続け、万全の準備を行ってきました。精一杯努力して下さった選
手の皆様には心から感謝いたします。来年こそは宮野の勇姿が見られるよう、感染拡大の収束
を願っております。
Ｒ３.１.１現在 世帯数：6,398 人口：13,888 （男：6,501 女：7,387）

（２）

地区だより「みやの」

和紙で出来た可愛い雛飾りを作ってみませんか？季節
中岡祐輔氏を講師にお迎えし、レザークラフト子ども体
の置物にぴったりです♪
験教室が行われました。
命の大切さについて学んだり、本格的な革細工を親子で 【日 時】２月１０日（水） ９時～１２時
作成することができたりと、充実した一日になりました！ 【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１
【講 師】中村 裕美子 先生
素敵な作品が出来ました♪ 【定 員】１０名
【参加費】７００円

地区だより「みやの」

（３）

―医療明細書の作り方－
確定申告で使用できる「医療費控除明細書」をパソコンでつくる講座です。
【日 時】２月１９日（金）
【参加費】２，０００円
【日 時】２月２５日（木）
（全２回）
【持参物】ノートパソコンをお持ちの方はご持参ください。
いずれも１３時～１５時
お持ちでない方はご相談ください。
【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１
【申し込み】宮野地域交流センター
【定 員】１２名（定員になり次第〆切）
（℡ 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。

【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。

中岡祐輔氏を講師にお迎えし、レザークラフトアコーデ
ィオンポーチ作り教室が行われました。
皆さんとても器用に作成され、素敵なアコーディオンポ
ーチが完成しました♪

今年度から小学校においてプログラミング教育の取組
が始まっています。今回はビジュアルプログラミングソフ
ト「Scratch（スクラッチ）」を用いてプログラミング体
験を行います。
【日 時】２月２７日（土） １０時～１１時３０分
【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１
【定 員】小学生１２名
※マウスやキーボードの基本的操作ができること
【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。

素敵な作品が出来ました♪

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に、宮野地域交流センター・学校施設の定期利用を希望される
団体は、下記のとおり申請書を宮野地域交流センターへ提出してください。
申請書一式は、宮野地域交流センターに備え付けてあります。その中で、条件等もご案内しておりますので、ご確
認のうえ、ご申請ください。
※申請書の郵送は行っておりません。ご注意ください。
【締 切】２月１０日（水）必着
【問い合わせ】宮野地域交流センター（℡

時】宮野地域交流センター定期利用団体代表者会議

２月１７日（水）１８時～、又は１９時～
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、２部に分けて開催します。
申請があった代表者様宛に、２月１０日以降振り分けを通知します。

宮野小・中学校体育施設定期利用団体代表者会議

２月１８日（木）１９時～
【場

宮野合気道教室
地域に根差した寺子屋風の武道教室として、合気道を通じて体力・
気力・生命力を養います。老若男女・親子が一緒に稽古できます。自
身の心身を磨いて、素直な心と忍耐力、立居振舞いの美しさを身に着
けてみませんか？
内容：合気道の稽古
日時：毎週日曜日 ９時～１０時３０分
毎月第１、３，５木曜日 １９時～２０時３０分
場所：大会議室

Ｊｏｙ Ｍ．Ｃ ジョイミュージカルカンパニー
今、話題の作品などを発声や音取り、台詞、振り付けとローズ芸術
アカデミーの村上先生の魔法によって完成させていきます。２０代か
ら６０代まで幅広い年齢層で楽しく活動しています。心も体も開放し
新しい自分を発見しませんか？
内容：オペラ、ミュージカル作品の公演にむけての練習
日時：毎週金曜日 １９時３０分～２２時
場所：大会議室

自彊術（じきょうじゅつ）
日本人向けに考案した呼吸法から、全身運動と心と体の健康を保っ
ていくことを目的としています。運動が苦手な方でもできる簡単な体
操です。和気あいあいとしたグループです。何時でも見学においでく
ださい。

０８３－９２８－０２５０）

なお、下記のとおり代表者会議を行いますので、申請書を提出された団体の代表者は必ず出席してください。代表
者が出席できない場合は、代表者の代理として責任を負える方が出席してください。（日時・部屋等が他の団体と重
複した場合、調整を行っていただきます。）
【日

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、今回は第三弾です♪

所】いずれも宮野地域交流センター１階

大会議室

内容：自彊術による健康体操
日時：毎月第１、２、３、４水曜日
場所：大会議室

宮野卓球サークル

始めにフォアやサーブなど３０分程練習し、その後は
対戦相手を入れ替えながらダブルスで試合を楽しんでい
ます。休憩タイムのおしゃべりも楽しみの一つ。メンバ
ーがもっと増えるといいなと思っています。関心のある
方はいつでも見学にいらしてくださいね。お待ちしてい
ます。
内容：卓球
日時：毎月第１、３、４、５水曜日 １９時～２１時
第２木曜日
１９時～２１時
場所：大会議室

９時２０分～１１時

西京華伝隊（さいきょうかでんたい）
私達西京華伝隊はよさこいが大好きなメンバーをは
じめ楽しくいつまでも元気で今を楽しむ事を目的とし
ています。踊りに興味をお持ちの方はいつでも体験お
待ちしております。音に合わせて良い汗を一緒に流し
ませんか？
内容：よさこい
日時：毎週火曜日 ２０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。

