
（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１０月１日号 

通巻４１５号 

宮野自治連合会女性部だより 

 暑さも和らぎ、少しだけ過ごしやすくなって

きました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

１０月１７日（日）開催予定の宮野まつりについて、

女性部役員の方のお手伝いは不要となります。 

 次回開催時には、ご協力をよろしくお願いします。 

 

１０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。 

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、行事予

定が変更する場合がございます。ご了承ください。 

香典返し 

 

井上 和義様（上桜畠） ご母堂 芳枝様 

小田村 哲様（七 房）  ご母堂 峰子様 
 

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

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 

令和３年度山口市花いっぱい運動花壇コンクールに応募するため、地区内の花壇を宮野地区子ども会育成連絡協議会

会長とセンター職員がエントリーしている花壇を審査し、４団体を選出しました。 

どの花壇も花がいきいきと綺麗に咲いていました。暑い夏休み期間中の管理は大変だったと思います。 

後日、山口市からコンクール審査結果が発表されます。 

保健師さんだより 
高齢者のみなさんへ 

～インフルエンザの予防接種を受けましょう～ 

高齢者等のインフルエンザ予防接種は、発病予防だけで

なく、重篤な合併症や死亡を抑制する効果があることか

ら、公費助成制度があります。予防接種の効果は、接種し

て２週間後から約５カ月間です。インフルエンザの流行時

期に間に合うように、１２月中旬までに接種を済ませまし

ょう。 

【期  間】令和３年１０月１日（金）から 

令和４年２月２８日（月）まで 

【回  数】１回 

【対  象】いずれかに該当する方 

・６５歳以上の方 

・満６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能

に日常生活活動が極度に制限される程度の障がいのあ

る方 

・ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）により免疫機能に日常

生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方 

（身体障害者手帳<1 級>の写しまたは診断書が必要） 

【料  金】1,4９0 円（「医療依頼証兼生活保護費受給証」

を提示された生活保護世帯の方、「中国残留

邦人等支援給付等の支援決定がされている

者であることを証明する本人確認証」を提示

された中国残留邦人の方は無料） 

【接種場所】各実施医療機関 

（山口市内の実施医療機関は、市ウェブサイトに掲載） 

【問い合わせ】市保健センター 

（℡083-921-2666）  

今年度は、宮野の地を離れ、山口市徳地森林セラピーロードを散策します。 

森の癒し効果で心身のリフレッシュをしてみませんか。 

【開  催  日】１１月３日（水・祝） 

【ウォーキングコース】山口市徳地森林セラピー基地（愛鳥林エリア 歩行距離３，５㎞） 

【集 合 場 所】宮野地域交流センター 

【受 付 時 間】宮野地域交流センターロビー ８時半より受付開始 ９時出発 

【参 加 費】８００円（一律） 

【定  員】２０名（小学校４年生以上） 

【申込受付期間】１０月１日（金）～１０月２５日（月）定員になり次第受付終了 

【申込・問合せ】宮野観光会（℡083-934-5005） 

＊宮野地域交流センター⇔森林セラピー間の送迎は貸切バスでいたします。 

＊昼食は「癒しの森弁当」を用意します。おやつ・飲み物は各自でご用意ください。 

＊マスクを持参してください。発熱がある方・咳や喉の痛みがあるなど体調不良の方はご遠慮ください。 

＊新型コロナウイルス感染症感染拡大等の理由により、中止となる場合があります。ご了承ください。 

＊詳細は１０月１日付け回覧にてお知らせしています。 

 

１０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。 

Ｒ３.９.１現在 世帯数：6,420 人口：13,824 （男：6,474 女：7,350） 

石丸子ども会 

 

中恋路子ども会 

 

１年社会科見学 宮野小

１年社会科見学 大殿小

全校集会 宮野中

４日（月） 運動会リハーサル（４歳・５歳） 三の宮保

宮野まつり最終実行委員会 交流セ

パソコン講座 交流セ

オンライン工場見学（５年） 宮野小

就学時健診 大殿小

運動会（５歳） 三の宮保

３年社会科見学 宮野小

２年社会見学 大殿小

１１日（月） 小中合同あいさつ運動 宮野小・中

１２日（火） 運動会 宮野幼

運動会（０～３歳児） 三の宮保

誕生会 宮野幼

就学時健診 宮野小

人権参観日 大殿小

１４日（木） 中間テスト（～１５日） 宮野中

運動会（４歳児） 三の宮保

４年社会見学 宮野小

１７日（日） 宮野まつり 交流セ

５年社会見学 宮野小

文化祭特別日程（～２２日） 交流セ

２０日（水） ５年宿泊（～２１日） 三の宮保

芋ほり（４・５歳児・ＪＡ宮野壮連） 三の宮保

幼小交流 宮野幼

パソコン講座 交流セ

２６日（火） ぴょんたくらぶ 宮野幼

２７日（水） ２年社会見学 宮野小

２９日（金） 校内音楽会 大殿小

１５日（金）

１８日（月）

２２日（金）

１日（金）

５日（火）

７日（木）

１３日（水）

８日（木）

上恋路子ども会 

 

下恋路町内会 

 



（２）                  地区だより「みやの」 

 
 

来
館
前
に
検
温
の
実
施
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。 

  
 

 

講
座
は
十
分
な
換
気
等
、
感
染
症
対
策
を
講
じ
た
上
で
開
催
し
ま
す
。 

  

地区だより「みやの」                （３） 

                   ―ワードで旅行のお知らせを作成しましょう－ 
 ワードで表やイラストを挿入して旅行のお知らせを作成します。皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

【日 時】１０月 ５日（火） 

【日 時】２月 ２２日（金）（全２回） 

     いずれも１３時～１５時 

【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１ 

昨年は、新型コロナウイルス感染防止対策から中止しましたが、今年は対策を講じて下記の日程で開催いたします

ので、お友達等お誘い合わせのうえ、県大生との交流の場に是非お越しください。 

時節柄、マスクの着用及び会場での検温・消毒等にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 
Hola！（こんにちは！）国際交流課です！ 

コロナ禍で海外への渡航ができない今だから、オンラインを活用したツアーを開催します！ 

現地とオンラインでつなぎ、個人の旅行では知ることのできない、現地で暮らすひとだから知っている魅力など情報満

載でお届けしますご搭乗お待ちしています！ 

 

オンラインツアーご案内 

～スペインバレンシア行き～ 

Ｒ３．１１．１４（日）１４：３０～（４５分）  
「世界で活躍するプロテニスプレーヤーに聞こう！」      応募はこちら↑ 

 

バレンシアを拠点に世界で活躍するプロテニスプレーヤー松葉海奈さんにスペインの魅力、夢を実現する秘訣をお話い

ただきます 

～オランダ行き～ 

Ｒ３.１１.５（金）１９：００～（５０分）  

「アスナさんに聞こう！魅力あるオランダの日常」        

 

オランダ在住ヨガインストラクターの末永あすなさんにオランダでの生活や文化をお伝えいただきます 

 

いずれもツアー代金は無料！ Zoom で参加いただきます！（IDをおくります） 

応募フォーム （QR コードを読み取ってください） または下記 E-mail アドレスにメール（名前、メールアドレス、参加ツ

アーの名前）で応募ください 

 

令和４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】１１月１４日（日） ９時３０分～   【提出期間】１１月１５日（月）～１２月２８日（火） 

      ※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 

【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」 

１１月１５日以降のすずみ学級開級時間        （宮野小学校敷地内 校舎東側） 

（すずみ学級開放時間 １３時～１８時） 

【問い合わせ】すずみ学級運営協議会（℡083-923-7925） 

【注意事項】※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。 

※長期休暇（春・夏・冬休み）のみ利用希望者より通年利用希望者が優先となります。 

    夏休みのみや年度途中（育休明けなど）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。 

※説明会当日、駐車場はありませんのでご了承ください。 

今回、宮野高齢者生きがいセンターでは「宮野やすらぎの里フェスタ」と題して、定期利用団体さんによる作品の

展示と、歴史講演会を行います。 

高齢者に限らず、宮野地域住民の方々のご来場をお待ちしております。 

【会  場】宮野やすらぎの里 入場無料 

【行事内容】①利用団体の作品展示 １１月５日（金）～１１月６日（土）１０時～１６時 

      ②歴史講演会「毛利敬親」：講師 石川 和朋氏 １１月６日（土）１３時半～１５時 

      ②のみ 

     ・定員２５名（申込受付１０月１１日（月）～）定員になり次第〆切 

     ・申込先「宮野やすらぎの里」（℡083-928-8253） 

※詳細は１０月１日付け回覧にてお知らせしています。 

※来場の際はマスク着用の上、検温にご協力ください。入場制限をする場合があります。 

 新型コロナウイルス感染拡大のため中止となる場合もあります。ご了承ください。 

「法定外公共物等整備事業」とは、公共性のある道路、里道や水路の機能維持のため、地域で工事を行う場合に事

業費の一部を補助する制度です。 

令和３年度の２次募集を下記により受け付けます。ご相談・様式のお受け取りは地域交流センターまでお越しくだ

さい。 

①申請書等ご提出の〆切は、１１月２６日（金）までとします。 

②予算９５万円（補助金ベース）の範囲で選定します。補助金見込額がこれを超える事業は対象外となります。 

③交付決定（１２月中の予定）の後に工事着手、令和４年３月初めまでに工事完了でき、同３月中に完了報告書類

提出（必須）可能な事業を対象とします。 

④申請多数の場合は、審査により予算の範囲で総合的に判断し決定します。 

【問い合わせ】宮野地域交流センター（℡083-928-0250） 

 

【定 員】１２名（定員になり次第〆切） 

【参加費】２，０００円 

【持参物】ノートパソコンをお持ちの方はご持参ください。 

お持ちでない方はご相談ください。 

【申し込み】宮野地域交流センター（℡083-928-0250） 

◆宮野の宰相、寺内正毅ゆかりの地を巡る徒歩ツアー 

～学生によるガイドで、宮野のまちなどを散策～ 

【日 時】１０月３１日（日）・１１月２１日（日） 

共に 13 時集合 

【集合場所】10/31 JR 宮野駅・11/21 JR 山口駅 

【定 員】各日 20 名程度（予約不要、参加無料） 

【コ ー ス】10/31 宮野駅・旧桜圃寺内文庫・県大図書

館・寺内正毅墓所・旧陸軍墓地・石風呂観音 

 11/21 山口駅・永福寺・万福寺・龍福寺・八坂神社・

一の坂川・法界寺・赤レンガ 

【そ の 他】歩きやすい靴、服装でお越しください 

 飲み物は各自で準備願います  ～雨天決行～ 

       山口市交流創造部 国際交流課  

International Relations Division, Yamaguchi City   

〒753-8650 山口市亀山町２番１号 (2-1,Kameyama-cho,Yamaguchi city) 

TEL 083-934-2725 FAX 083-922-2198 

E-mail kokusai@city.yamaguchi.lg.jp 

◆着物姿の学生＆お茶＆お菓子でゆったり交流！！ 

～学生が着物姿でおもてなし～ 

【日 時】１０月３１日（日）・１１月２７日（土） 

10 時～16 時 

【場 所】地域交流ステーション宮野（JR 宮野駅舎） 

      予約不要 100 円でお茶＆お菓子 

【そ の 他】イベントは中止といたします 

≪問い合わせ≫ 

みやの地域づくり協議会 

               ☎083-934-5005 

               Ｄ５１も走る！！ 

 

応募はこちら↑ 

 


