
ひなまつり会 三の宮保

ひな祭り会・誕生会 宮野幼

４日（木） ６年生を送る会 大殿小

６年生を送る会 宮野小

６年大殿中との交流授業 大殿小

８日（月） 小中合同あいさつ運動 宮野小・中

９日（火） お別れ遠足 宮野幼

１０日（水） 仮入園 三の宮保

１１日（木） 卒業証書授与式 宮野中

１２日（金） お別れ会 宮野幼

１３日（土） プログラミング体験教室 交流セ

１６日（火） 財産区定例会 財産区

お別れ会 三の宮保

卒園式 宮野幼

１８日（木） お別れ式 大殿小

こいのぼり作り教室 交流セ

卒業証書授与式 宮野小

卒業式 大殿小

２２日（月） 仮入学 大殿中

年中クラス懇談 宮野幼

仮入学（予定） 宮野小

仮入学 宮野中

２４日（水） 年少クラス懇談 宮野幼

卒園式 三の宮保

１・２年三者懇談 宮野中

修了式・離任式 宮野幼

宮野小

大殿小

１・２年三者懇談

宮野小

大殿小

宮野中

修了式

宮野中

離任式

１９日（金）

２３日（火）

２５日（木）

２６日（金）

３０日（火）

３日（水）

１７日（水）

５日（金）

（４）                  地区だより「みやの」   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３年３月１日号 

通巻４０８号 

保健師さんだより 

母子相談のお知らせ 
 
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】３月１２日（金）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 

【問い合わせ】 

市子育て保健課（℡ ０８３－９２１－７０８５） 

― ３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 

桜前線の待ち遠しい今日この頃、皆様いかがお過ごし

でしょうか。 

さて、２・３月に例年行っている地域交流ステーショ

ン宮野（宮野駅敷地内）における受験生の手荷物預かり・

お茶接待の“おもてなし”ボランティアは新型コロナウ

イルス感染症感染防止のため中止となりました。

来年は女性部としてお手伝いすることが叶い

ますよう、願っています。 

３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。 

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】受付中～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） 

 

 中村裕美子先生を講師にお迎えし、雛飾り作り教室が開催されました。先生の丁寧なご指導の元、とてもかわいら

しい雛飾りが出来上がりました。 

 ４月４日（日）に予定していました「足王神社例大祭」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、神事のみ執

り行い「もちまき」「福くじ」等の行事は中止とします。

来年こそは、通常通りの「まつり」が開催できることを祈

っています。 

足王会奉賛会 

例年４月に開催しております「宮野地区観桜会」を諸般

の事情により「中止」とします。 

 木戸山公園の桜の見頃は３月末と思われますので、ぜひ

ご観覧ください。 

 

宮野観光会 

山口市こころの健康情報サイトのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】山口市保健センター 健康増進課 

  （℡ ０８３－９２１－２６６６） 

地区だより「みやの」２月１日号で募集いたしました、

令和３年度の宮野地域交流センター定期利用団体が決ま

りました。 

詳しくは、次号（４月１日号）にて、一覧表を掲載し

ますので、そちらをご覧ください。 

また、現在でも、健康体操・スポーツ・音楽・手芸等

様々なジャンルの団体があります。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。 

 

【日 時】４月３日（土）１９時～  

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面表決

になる可能性があります。書面表決になった場合、別

途通知いたします。 

 

【日 時】３月２１日（日）１３時～ 

【場 所】宮野小学校体育館 

【種 目】ソフトドッジボール 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とな

る可能性があります。 

Ｒ３.２.１現在 世帯数：6,387 人口：13,857 （男：6,493 女：7,364） 



※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。 

（２）                  地区だより「みやの」 

   

地区だより「みやの」                （３） 

 椹野川に設置された可動堰（せき）が正常に作動する

よう取水期に備えて点検を実施します。 

増水等による事故防止のため、堰の点検中に危険区域内

に立ち入らないよう、注意をお願いいたします。 

 

【実施日】３月１１日（木） 

【各堰の転倒・起立時間】 

１．今井出  転倒開始 １３時 

        起立開始 １４時 

２．一の井出 転倒開始 １３時 

        起立開始 １３時３０分 

【問い合わせ】 

防府土木建築事務所 山口支所 

維持管理第二課 管理班 

（℡ ０８３－９２２－２７９７） 

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】３月１３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。 

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、今回で最終回です♪ 

和紙の折り紙で出来た可愛いこいのぼりを作ってみませんか？折り方の基礎から学べます。 

季節の置物にぴったりです♪ 

【日 時】３月１９日（金）  

１３時３０分～１５時３０分     

【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１ 

【講 師】望月 英子 先生 

【定 員】８名 

※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年山口市成人式の延期後の開催についてお知らせです。市ウェブサイトにおいて、式典の詳細を発表してお

りますので、ご確認ください。式典が午前・午後と分けて開催されますが、宮野は第２部（午後）に該当しています。 

 

【日 時】令和３年５月４日（火・祝）１４時～受付、１５時～記念式典 

【場 所】市民会館（中央二丁目５－１） 

【対 象】平成１２年４月２日～平成１３年４月１日に生まれた方 

【案内状】 

新成人の皆さんには、３月初旬に案内状をお送りします。 

本市に住民登録のない方は、下記情報を添えて市社会教育課までメールをお送りください。 

延期前の式典参加として既に案内状の送付希望された方には延期後の式典についても案内状をお送りします。 

  ＊申込先 社会教育課（Ｅメール）s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp 

    ＊メールタイトル「令和３年山口市成人式案内状送付希望」 

  ＊連絡事項 

  （１）氏名（２）フリガナ（３）案内状の送付を希望する住所（４）連絡先となる電話番号 

  （５）世帯主氏名（山口市内の実家に送付を希望される場合のみ） 

  （６）参加を希望する式典（第１部もしくは第２部） 

【事前申し込み】 

案内状が届きましたら、必ず式典への事前申し込みの手続きをお願いいたします。延期前にお申込みいただいた方

も、改めてお手続きが必要です。式典への事前申込の方法については、案内状をご参照ください。 

【送迎バス】 

 ４月９日（金）までに社会教育課まで電話にてお申込みください（片道での利用可）。 

 宮野：往路 １３時５５分 

    復路 １６時 

    出発・到着場所 宮野地域交流センター 

【その他】 

介助等の配慮が必要な方はご相談ください。 

【お問い合わせ】 社会教育課 ℡０８３－９３４－２８６５ 

 

宮野地区福祉員協議会 
 宮野地区４４名の福祉員は民生委員・児童委員と連携し、様々な福祉活動を行っています。見守り訪問、いきい

きサロン、災害時の避難支援などを通じて、高齢者や地域の方々との交流を深め、大切にしていきたいと思ってい

ます。各町内におります福祉員に気軽に声をかけていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 

 内容：福祉活動 

 

 こんにちは。寶心流吟道寶水会です。私たちは、木原寶水先生の指

導のもと、詩吟を月２回、歌謡吟詠を月１回練習しています。腹の底

から声を出すことは健康にも良いと思います。みなさん、ぜひ一緒に

やりましょう。 

 

 内容：詩吟・歌謡吟詠 

日時：毎月第１、３火曜 １０時～１２時 

毎月第１、２、３水曜 １８時３０分～２０時３０分 

 場所：研修室２、大会議室（いずれか） 

わんぱく山 生花教室 
 小学生のお子さんを対象に、毎月第２土曜日にお花を

生けています。初めて生け花に触れるお子さんがほとん

どですが「楽しんで生ける」ことをモットーにして、皆

で和気あいあいと活動をしています。 

 
 内容：生け花 

日時：毎月第２土曜日 １０時～１２時 

 場所：研修室２  

みやの歌声サロン 
 昨年結成１０周年を迎えました。「上手・下手は抜きに！腹の底か

ら歌いましょう‼」の合言葉のもと、アコーディオン伴奏で歌う楽し

い歌声サークルです。歌と笑い、健康促進に効果大！あなたも一緒に

歌いましょう‼ 

 

 内容：童謡・唱歌・歌謡曲・世界の歌 等 

日時：毎月第１、３金曜 １３時～１６時 

 場所：大会議室  

寶心流吟道寶水会（ぎんどうほうすいかい） 

【参加費】８００円  

【申し込み】 

宮野地域交流センター 

（℡ ０８３－９２８－０２５０） 

 

小原流いけばな 
  お花を生けてみませんか。初歩から上級まで頑張っています。一緒に楽しみましょう。体験してみてください。 

 内容：お花を生ける 

 日時：毎月第１、３月曜 １８時～ 毎月第２、４月曜 １３時～ 

 場所：研修室２ 

 

 日本の伝統文化の一つ、能につながる謡曲の練習をしています。古典の世界、時を超えて人間模様を垣間見るの

も面白いですよ。おまけに腹からの発声も健康づくりと信じて楽しくやっています。さあ！おいでませ謡の会へ。 

 内容：謡の練習 

日時：毎週月曜 １０時～１２時 

 場所：和室 

 

謡の会（喜多流）（うたいのかい） 

リフレッシュ３Ｂ 
 ３つの用具（ボール、ベル、ベルター）を使用して、運動が苦手な方でも年齢に関係なく気軽に楽しめる体操で

す。仲間と一緒に心と体を動かして週に一度楽しく活動しませんか？ 

 内容：３Ｂ体操 

日時：毎週木曜 １３時１５分～１４時４５分 １５時～１６時３０分 

 場所：大会議室 

 

mailto:s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp

