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保健師さんだより

〒７５３－００１１

１１月の行事予定

●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。歯科衛生士による歯科相談もあります。
お気軽にご利用ください。
【日 時】１１月１２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】市子育て保健課(℡083-921-7085)
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地区だより「みやの」

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

一般寄付
株式会社ファット 西田大輔様 ７万８９６０円
宮野地区社会福祉協議会

１１月は上恋路公会堂でサロンを開きます。上恋路町
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】１１月１８日（木）１０時～１１時半
【場 所】上恋路公会堂
【参加費】２００円
【問い合わせ】宮野地区社会福祉協議会
（℡083-928-0255）
※新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、中止や延
期になる可能性があります。ご了承ください。

山口市宮野地域交流センター内

１日（月） 教育相談（～８日）

大殿中

４日（木） ２・３年校外学習

大殿小

ＴＥＬ ９２８－０２５０

５日（金） ３年社会見学

大殿小

ＦＡＸ ９２８－０３０２

やすらぎの里

令和３年１１月１日号

６日（土） 宮野やすらぎの里フェスタ
７日（日） 宮野地区秋季球技大会
８日（月）
１０日（水）

名

山口市宮野下３０５４（住吉）

小中合同あいさつ運動

交流セ

パソコン講座

交流セ

保育参観日（親子で遊ぼう・くるくる観劇）

宮野幼

１２日（金） 引渡訓練（不審者）

宮野小

１４日（日） おおどのふるさとまつり

大殿中

１６日（火）

ぴょんたくらぶ

宮野幼

健康相談会

交流セ

１７日（水） ２年生しごとフェスタ

大殿中

１８日（木） ２年「やまぐち未来の仕事フェスタ」

宮野中

国交省除雪車体験

宮野幼

６年修学旅行（～２０日）

宮野小

教育相談①

宮野中

パソコン講座

交流セ

１９日（金）

２０日（土） 人権教育講演会

大殿中

２１日（日） 開設２０周年記念”もちまき”

宮野駅

２２日（月） 教育相談②、全体学活

宮野中

幼小交流（生活科）

宮野幼

干支の置物づくり教室

交流セ

２５日（木） 全校清掃、教育相談③

宮野中

２４日（水）

２６日（金）

避難訓練（火災）

宮野小

２年「中高生の職業理解・企業体験フェア」参加

宮野小

修学旅行（～２７日）

大殿小

２９日（月） 教育相談⑤

通巻４１６号

宮野小・中

宮野中

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。

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
土曜日：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）
（すずみ学級開級時間 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。

１０月１７日（日）、２年ぶりに宮野まつりが開催されました。新型コロナウイルス感染症対策を講じた新しい形
でのまつりの開催となりましたが、ステージトラックでの発表、センター内・屋外テントでの展示、地区消防団によ
るポンプ車展示等が行われました。また、夜には宮野商工振興会企画の「宮野を元気にする花火」も打ち上げられ、
楽しい１日となりました。

宮野小学校ホタル委員会の児童が、例年恒例となってい
中村裕美子先生を講師に迎え、革で作るハロウィン飾り
るホタルの幼虫の放流を、椹野川で行いました。大切に育 作り教室が開催されました。和気あいあいとした楽しい雰
てたホタルの幼虫たちが、来年の夏にはきれいな光ととも 囲気で、先生の分かりやすいご指導のもと、可愛い魔女の
に、椹野川を彩ってくれることを願っています。
置物が完成しました！
Ｒ３.1０.1 現在 世帯数：6,421 人口：13,842 （男：6,485 女：7,357）
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地区だより「みやの」

―ワードで年賀状作成―
一緒に年賀状を作りませんか？１日目は簡単なイラス
トを描き、２日目にそのイラストを使って年賀状を作成
します。皆さまのご参加をお待ちしています。
【日

時】１１月

８日（月）

時】８月
１９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 研修室１
【定 員】１２名（定員になり次第〆切）
【参加費】２，０００円
【持参品】お持ちのパソコンをご持参ください。
パソコンの貸与についてはご相談ください。
【申し込み】
宮野地域交流センター(℡083-928-0250)
【日

地区だより「みやの」

毎年恒例の大好評講座です。素敵な寅の置物を作って、
新年を明るく迎えませんか？
【日 時】１１月２４日（水）９時～１１時
【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１
【定 員】１２名（定員になり次第〆切）
【参加費】８００円
【持参品】ものさし、めうち、はさみ
【申し込み】宮野地域交流センター(℡083-928-0250)
文庫本と
比べて
大きさは
これくらい♪

令和４年山口市成人式についてのお知らせです。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。
【日 時】令和４年１月９日（日）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１３年４月２日～平成１４年４月１日までの間に生まれた方
【案内状】
１、令和３年１１月１日時点で山口市に住民登録されている方
令和３年１１月下旬頃に案内状を発送いたしますので、届きましたら案内状の記載に従って事前参加申込の手続
きをお願いいたします。
２、令和３年１１月１日時点で山口市に住民登録されていない方
下記連絡事項を添えて、令和３年１１月１９日（金）までにＥメールにて社会教育課まで案内状の送付先を御連
絡ください。
１１月下旬以降、順次案内状を発送いたします。
＊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４年山口市成人式案内状送付希望」
＊メール本文
（１）氏名（２）フリガナ（３）案内状送付先郵便番号・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）※宮野は第２部です。
【事前申し込み】案内状が届きましたら、改めて式典への事前参加申し込みが必要です。
式典への事前申込の方法については、案内状を御参照ください。
【その他】介助等の配慮が必要な方はご相談ください。
当日は、送迎バスを運行する予定です。詳細は案内状を御覧ください。
【お問い合わせ】市社会教育課(℡083-934-2865)

山口市保健センターから健康チェック・健康相談会のお知らせ

【日 時】１１月１６日（火）受付：１３時３０分～１４時３０分
【場
所】宮野地域交流センター１階 大会議室
【対
象】健康づくりに関心のある方、健康診査結果についてご相談がある方など
【内
容】血管年齢測定、体組成測定、保健師・管理栄養士との健康相談、動脈硬化についての展示
【参 加 費】不要
【申 込 み】不要。受付時間内に会場にお越しください。
【持参品等】各種健康診査結果（お持ちの方）
【ご利用にあたっての注意点】
・マスク着用での参加をお願いいたします。
・体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
・体組成測定のご希望のある方は裸足になれる服装でお越しください。
【お問い合わせ】市保健センター 健康増進課(℡083-921-2666)
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全校生徒が一斉に行う「地域全校清掃」に皆さんも参加しませんか？

下記日程で実施されますので、賛同いただける地域の皆さんを募集します。
【日

時】１１月２５日（木）

13：40 集合

【集合場所】国道 9 号線班～宮野中学校正面玄関前（運動場を駐車場解放）
国道 262 号線班～防長バス車庫入口交差点新県道側（下恋路）
＊駐車場は無いので「徒歩又は自転車」でお願いいたします
【持 参 品】「火ばさみ」ご持参ください

≪マスク着用・水分各自用意≫

【活動区間】国道 9 号線班～住吉地下道・県大北キャンパス間の歩道
国道 262 号線班～防長バス車庫入口交差点から大内方面への歩道
【活動内容】生徒の皆さんと一緒に作業をします（ごみ拾い・枯葉集め）
【終了時間】15：00 予定
【募集人数】40 名～申込時に住所により振分けますが、希望もお聞きします
【申込期限】11 月 19 日（金）
【申し込み先】みやの地域づくり協議会事務局(℡083-934-5005)

地域住民と県立大学生及び駅利用者の交流の場として、平成 13 年（2001）に開設された『地域交流ステーショ
ン宮野』は、今年で満 20 年を迎えました。地域の皆さんにもっと施設を知っていただきたく、
“もちまき”を企画い
たします。ご近所お誘いあわせのうえお越しください。
【日

時】１１月２１日（日）10 時より

【場

所】JR 宮野駅

＊時節柄、マスク着用でお願いいたします
＊体調のすぐれない方はご遠慮ください
＊雨天の場合は、来場者にお配りします（先着順）
【問合せ】宮野自治連合会（℡083-934-5005）

【日 時】１２月１１日（土）１０時～１５時 3０分
【場 所】山口南総合センター（山口市名田島１２１８番地１）
【内 容】
🔶オープニングアトラクション：周防千鳥太鼓保存会
🔶講演「一緒に生きて行こう ～あなたの愛を求めています～」
講師 家田 荘子氏（作家・僧侶）
時間 １４時～１５時３０分
定員 １８０名（無料、要申し込み）
※手話通訳・要約筆記有
🔶オープニングイベント
ワークショップ：「海外の文化を体験・学んでみませんか！」
海外で活動していた JICA 海外協力隊の人たちの話を聞いて、
クイズやクリスマスカード作りに挑戦しよう！
担当 小川 真奈氏（山口県 JICA デスク）ほか
時間 １回目 １０時１５分～１１時４５分
２回目 １３時１５分～１４時４５分
定員 各回３０名（無料、要申し込み）
※対象参加者は、小学生・中学生の方に限ります。親子参加可。

講師：家田 荘子氏
【申し込み方法】
QR コード・メール・FAX・はがき・電話
のいずれかで、参加される方の氏名・住所・
電話番号・他必要事項を記載して申し込み
※定員を超えた場合は抽選
【申込締切】
１１月２６日（金）必着
※締切後に入場整理券を送付。
QR コード、メールでのお申込の場合は、
メールで入場整理券を送信。
【申し込み・問い合わせ】
市人権推進課
TEL：083-934-2767
申込み QR
FAX：083-934-2867
E メール：jinken@city.yamaguchi.lg.jp
※託児有（無料、要申し込み）

