宮 野 地 域 交 流 センター活 動 推 進 委 員 会
（４）

地区だより「みやの」

保健師さんだより

〒７５３－００１１

― ５月の行事予定

母子相談のお知らせ

山口市宮野下３０５４（住吉）

―

山口市宮野地域交流センター内

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】５月１４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）
※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。

宮野小

ＴＥＬ ９２８－０２５０

１０日（月） 小中合同あいさつ運動

宮野小・中

ＦＡＸ ９２８－０３０２

１２日（水） 親子交通安全移動教室

宮野幼

１３日（木） 一年生を迎える会

宮野小

６日（木） 個人懇談会（～７日）

１４日（金）

ＰＴＡ総会（書面）

宮野小

参観日・ＰＴＡ総会

大殿小

１６日（日） ニュースポーツ体験会
１８日（火） 春の遠足

三の宮保

１９日（水） ６年生修学旅行（～２０日）

大殿小

２１日（金） ３年遠足

大殿小

２４日（月） 中間テスト

大殿中

２５日（火） 中間テスト（～２６日）

宮野中

２６日（水） 誕生会

宮野幼

※マスク・飲み物を持参してください

２７日（木）

１年遠足

大殿小

２年生萩１日研修

大殿中

誕生会
２８日（金） ２年遠足

竹内 勝身様（西恋路） ご令嬢 悦子様
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

１年萩１日研修

三の宮保
大殿小
大殿中

６月５日（土）「第３７回宮野ホタルまつり」の開催は中止いたします。楽しみにしていただいていた皆様にお詫び

宮野地区社会福祉協議会

申し上げます。２年連続で中止となりますが、宮野小学校の児童の皆さんによるホタルに関する作品等の展示会を開催
しますので、どうぞ足をお運びいただき児童の皆さんのホタルへの思いをご覧ください。

宮野自治連合会女性部だより
去る４月１７日（土）に令和３年度総会を開催し今年度の事業と役員体制を決定し、新たなスタートを切りました。
靖子
弘子
厚子
由起子
裕子
大変お世話になりました。

望月英子先生を講師にお迎えし、こいのぼり作り教室が開催されました。先生の丁寧なご指導の元、かわいらしいこ
いのぼりが出来上がりました。

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。

お祈りいたしますとともに、厚くお礼申し上げます。

令和２年度役員
会 長 粟屋
副会長 長瀬
白石
繁澤
会 計 岡本

通巻４１０号

交流セ

５月は、熊坂公会堂でサロンを開きます。
熊坂町内会（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】５月２０日（木）１０時～１１時半
【場 所】熊坂公会堂
【参加費】２００円
【問い合わせ】宮野地区社会福祉協議会
（℡083-928-0255）

香典返し

令和３年５月１日号

令和３年度役員
会 長 粟屋
副会長 長瀬
白石
繁澤
会 計 弘中

靖子
弘子
厚子
由起子
智代美
よろしくお願いいたします。

令和３年度役員一同、自治連合会女性部の活動を継承していきたいと思います。町内役員をはじめ、地区の皆様のご
協力が頼りです。これからもよろしくお願い申し上げます。

―

宮野小学校児童によるホタルに関する作品展

－

【場 所】宮野地域交流センター１階（ロビー、廊下等）
【内 容】
・ホタルの絵…１～３年生児童（全員）
・ホタルに関する作文…４～６年生児童（数名） 【期 間】令和３年６月１日（火）～２１日（月）
・ホタル委員会の活動パネル

５月１６日（日）「第７０回宮野地区大運動会」の開催は中止いたします。３年連続の中止となり、楽しみにしてく
ださっていた皆様にお詫びを申し上げます。次年度は盛大に開催できるよう、準備を進めてまいります。

また、今後の諸行事のお手伝い等の詳細につきましては、各グループ担当役員が連絡いたします。

成人式の延期に合わせ、記念品のお渡し期間も延期します。
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。
【料金】無料（宮野財産区からの寄贈）
【期間】５月３１日（月）まで
【品目】革製の小銭入れ
平日の８時３０分～１７時１５分
【場所】宮野地域交流センター（℡083-928-0250）

※写真は第 67 回宮野地区大運動会の様子
Ｒ３.４.１現在 世帯数：6,382 人口：13,817 （男：6,483 女：7,334）

（２）

地区だより「みやの」

「ニュースポーツ」をご存知ですか？クッブやペタンク、カローリング等、人との接触が少なく、コロナ禍でも安
心して楽しめるスポーツです。ぜひ一緒にニュースポーツを体験してみませんか？
お友達とお誘いあわせの上ご参加ください！
【日 時】５月１６日（日）１０時～１２時（予定）
※申込数によって時間が前後する可能性があります
【場 所】宮野小学校体育館（現地集合）
【講 師】宮野地区体育常任委員、明朗会
【定 員】１０チーム（３人１組）
※３人１組のグループを作ってお申込みください。
【対 象】小学生
※低学年の方は出来れば付き添いをお願いします。

地区だより「みやの」

（３）

３月２１日（日）に子ども会春季球技大会が開催されました。感染対策に気を付けながら、みんなでドッジボール
を元気いっぱい楽しみました！

【参加費】無料
【持参物】室内用シューズ

【 大 会 結 果 】
優 勝 ○青葉台Ｂチーム
準優勝
青葉台Ａチーム
第３位 ○恋路秋葉町

【申し込み・お問い合わせ】
５月１０日（月）までに、参加申込書（センター窓口に準備してあります）を窓口に提出、もしくは宮野地域交流
センター（℡083-928-0250）へお電話で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。

歩数アップサポート（新規参加者限定）
日ごろの運動不足に心当たりはありませんか？歩数アップサポートでは、生活の中で無理なく歩数アップできるよ
う支援します。グループでの申し込みも受け付けています。
「忙しくて運動ができない」と思っている職場仲間やご友
人、ご家族のみなさんでお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！
３か月間、連続で運動に取り組み、記録表を提出した方に、図書カード（５００円分）を進呈します！
【対象者】市内に在住・在勤・通学している方のうち、定期的な運動習慣がない（週 2 回３０分以上の運動を継続し
ていない）１８歳以上の方であり、新規参加者に限定する。
【内 容】①目標の歩数や時間を決め、歩数アップにチャレンジする②毎月、歩数または歩いた時間を記入した記録
表を提出する③応援メッセージ付きの記録表が返信される
【実施期間】６月１日（火）～８月３１日（火）の３か月間
【参加費】無料（ただし、記録表の郵送料は実費負担） ※歩数計はご自身でご用意ください。
【申込方法】５月３１日（月）までに、申込書に必要事項を記入し、窓口持参又は、郵送・FAX・メール・電話で申し
込み
【受付場所】各保健センターまたは各地域交流センター及び分館
※チラシ・申込書は申込場所にあります。市ウェブサイト【
「歩数アップサポート」で検索】からもダウ
ンロードできます。
【問い合わせ】市保健センター（℡083-921-2666／E-mail kenko@city.yamaguchi.lg.jp）

「法定外公共物等整備事業」とは、日常生活道路として公
共性のある道路や里道、水路などを地域の皆さんで維持管理
するための工事に要する経費の一部を補助する事業です。
令和２年度には７件の道路や水路工事に対して補助しまし
た。
令和３年度（２０２１年度）の申請締め切りは、

宮野幼稚園の「ぴょんたくらぶ」がはじまります！
幼稚園に遊びに来られませんか？未就園の 2 歳児・3
歳児のお友達が対象の会で、年間 7 回の予定を組んで
います。詳しい内容は「幼稚園だより」に載っていま
す。また宮野地域交流センターと宮野幼稚園に「ご案
内」も置いています。

６月３０日（水）です。
要望箇所のご相談を受け付けておりますので、お早めに地
域交流センターにご相談ください。
【問い合わせ】
宮野地域交流センター（℡083-928-0250）

ご希望の方は、５月６日（木）から受け付けます。
【問い合わせ】
宮野幼稚園（℡083-928-0105）

品質には問題がないのに使われない食品を集め、食べ物を必要としている人に配布していく活動のことを、フードバ
ンク（食料銀行）活動といいます。
宮野地区の２つのフードバンク活動について紹介します！興味が沸いた方はぜひ活動にご協力ください。

宮野郵便局にフードバンクポストあります！

子どもたちが未来に夢や希望、自分を信じる力を持てるよう、子どもの自立心・向上心を伸ばすための親子の関わり
方をコーチングの視点から学びましょう。
【託 児】有
【日 時】５月２５日（火）１０時～１２時
【申込受付】受付中～５月７日（金）
【場 所】吉敷地域交流センター
【抽選結果のお知らせ】５月１０日（月）～５月１４日（金）
【講 師】河村 大輔 氏
【お申込み方法】
（①または②の方法で、お申込みください）
①山口市ウェブサイト
【対 象】小中学生の保護者 ３０人程度（抽選）
②電話（☎083-934-2866）
【持参物】筆記用具
※お申込み多数の場合は抽選で受講者を決定します。
【問い合わせ】
抽選結果は当落どちらでもご連絡いたします。
市社会教育課（℡083-934-2866）
期間内に結果が届かなければ、お問い合わせください。

山口宮野郵便局内には、フードバングポストが設置されています。ＮＰＯ法人フードバンク山口を経由して、食べ
物を必要とする方々へ寄付します。まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品をお持ちください。
～寄贈していただける食品～
お米、缶詰やお菓子、野菜、果物、乾物、麺類、インスタント、レトルト食品、調味料、食用油、飲料等
※未開封、賞味期限の明記があるもの、傷んでいないもの、常温保存ができるものが条件

みやのフードバンクにご支援ください！
宮野地区の民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会では、地域での支え合い活動を主な目的としたフードバン
ク事業を行っています。寄贈された食糧は緊急に必要とする世帯（人）にお届けします。ご連絡をいただければ取り
にうかがいます。宮野地区社会福祉協議会（℡083-928-0255）までご連絡ください。
～支援をお願いする食品～
お米（玄米）
、野菜
※お米は常識の範囲内で古くないものをお願いします。

