
 

（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４年７月１日号 

通巻４２４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】７月８日（金） 

【受付時間】１０時～１１時 

【場  所】宮野地域交流センター２階 多目的室１ 

【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。 

 

―７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。 

 

７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６０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】７月２１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。 

香典返し 

 
匿       名 

 

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 

 当日、申請に必要な顔写真の無料撮影や申請手続きのお手伝いを行います。申請の仕方がわからない方や遠方など

の理由で各総合支所に行けない方の支援を目的として実施するものです。 

カードは後日、自宅に郵送いたします。（予約不要） 

 

【日 時】７月２５日（月）１４時～１６時 

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【対 象】 

・本市に住民票登録がある方 

・市外へ転出予定のない方 

・申請者本人（１５歳未満の方は法定代理人とともに）が 

会場にくることができる方 

【問い合わせ】市民課(℡083-934-2927) 

８月８日（月）に開催を予定しておりました宮野商

工振興会の「花火大会」は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、中止することとしました。何とぞご

理解と次回の大会へのご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

宮野商工振興会会長 片岡 貞継 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、７月２０日（水）、

２７日（水）に予定しておりました御神幸行列（おみこし）

及び御還幸行列は中止いたします。 

なお、神事は通常通り行い、お神輿は車両にて御旅所及び

八坂神社に運搬いたします。 

八坂神社社務所 祇園祭振興会 

Ｒ４.６.１現在 世帯数：6,450 人口：13,668（男：6,427 女：7,241） 

山口市宮野財産区定例会（１０時～） 財産区

教育相談 宮野中

４日（月） 不審者対応避難訓練 宮野中

七夕会 三の宮保・宮野幼

小中合同クリーン作戦 大殿小・中

８日（金） 母子相談 交流セ

小中合同あいさつ運動 宮野小・中

パソコン講座 交流セ

１２日（火） 乳幼児ふれあい体験① 宮野中

１３日（水） 夏祭り 宮野幼

ぴょんたクラブ 宮野幼

個人懇談(～１９日) 宮野幼・小

個人懇談会（～１９日） 大殿小・中

保護者懇談会（～１９日） 宮野中

乳幼児ふれあい体験② 宮野中

１６日（土） 子ども会夏季球技大会 交流セ

祇園御神幸（※裸坊は中止）

宮野幼・小・中

大殿小・中

夏祭り 三の宮保

肺がん検診 交流セ

２２日（金） パソコン講座 交流セ

２５日（月） マイナンバーカード出張申請臨時窓口 交流セ

避難訓練 三の宮保

祇園御還幸（※神事のみ）

自習の日 交流セ

３０日（土） 夏休み工作教室 交流セ

２１日（木）

２７日（水）

２０日（水）
終業式

１日（金）

７日（木）

１１日（月）

１４日（木）

【持参品】 

① 通知カード（緑色）の原本 

② 本人確認書類（A またはＢ） 

Ａ １点（運転免許証・パスポート等） 

Ｂ ２点（健康保険証・介護保険証・ 

診察券等） 

※法定代理人（親）は「Ａ２点」または

「Ａ１点＋Ｂ１点」 

③ 住民基本台帳カード（お持ちの方） 

 

令和４年６月４日（土） 天候にも恵まれ、３年振りとなる「宮野ホタルまつり」を開催しました。今回は、会場

を「山口ふれあい館」から「宮野地域交流センター」に移して初めての開催であり、また、時節柄、感染防止策を

講じての開催となりましたが皆様のご協力で無事開催することができました。 

ステージでは、恒例の宮野中学校吹奏楽部の演奏、宮野小学校ホタル委員会の表彰等に加え、今年は他地区から

もイベントに出演していただき（吉敷鳳翩太鼓ジュニア部）他地区交流の場とすることもできました。また、館内

の展示もこれまでの宮野小学校児童の皆さんによるホタルの絵・作文・ホタル委員会の活動紹介の展示に加えて、

ホタルに関するパネルの展示や、本会の“ホタルの作品募集”にご応募いただいた方々の作品を展示し、懐かしい

第１回・第２回ホタルまつりの映像等、ご覧いただいた方にご好評いただきました。 

今回のまつりを開催するにあたり、大変多くの方にご協力いただきましたこと感謝いたします。宮野ホタルまつ

りが宮野地域の発展に寄与するよう今後なお一層努力してまいります。今後とも、ご理解ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

宮野ホタルまつり協賛会 会長 金子隆文 
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地区だより「みやの」                （３） 

がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定期的な検診の受診が必要

です。40 歳以上で、職場等で検診・人間ドッグ等を受ける機会のない方は、ぜひ受診しましょう。受診の際は必ず、がん検

診等受診券（5月下旬発送）をご持参ください。 

肺がん(結核)検診 
【場 所】宮野地域交流センター １階大会議室 

【日 時】７月２１日（木）９時～１５時（１２時～１３時は除く） 

     ※例年９時～１０時頃までは大変混雑するため、１０時以降または午後からの受診がお勧めです。 

     ※３つの密を避けるため、受付時間の分散にご協力をお願いします。 

【負担金】なし 

【予 約】不要 

喀痰
かくたん

検査（肺がん検診と同時に受診できます。） 
【対 象】肺がん検診受診者のうち、５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が６００以上の方 

【負担金】６００円（７０歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示された６５～６９歳の方、７０歳未満で

市民税非課税世帯の方（要事前申請）は自己負担金が５００円です。） 

 

感染症対策として、以下のことにご協力をお願いします。 

①37.5℃以上の発熱や咳等の風邪症状がみられるときは、受診を控えましょう。 

②検診当日は、マスクの着用をお願いします。 

③受診者同士の接触時間を短縮するため、がん検診等受診券の 5 ページ「肺がん（結核）検診問診票」をご記入の 

上、持参してください。 

※今後の感染拡大状況等により、延期または中止となる場合があります。 

【問い合わせ】市保健センター（℡083-921-2666） 

今まで、年３回発行していた「宮野図書室だより」が廃止となり、今後地区だよりの紙面で図書室についてお知ら

せすることとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

１ 希望図書について 

 図書室だよりの下部に希望図書を記入する欄がありましたが、廃止となったため、代わりに図書

室に用紙と回収ＢＯＸ(右側写真)を設置しました。「こんな本を入れてほしい！」というご希望の

ある方は、ぜひご活用ください(全ての希望を叶えることはできませんので、ご了承ください)。 

２ 新着本が７月１日（金）～貸出開始となります！ 

 『ボタニカ』朝井 まかて(祥伝社)、『変な家』雨 穴(飛鳥新社)、『夜は猫といっしょ』キュルＺ(KADOKAWA)

『きみのことがだいすき』いぬいさえこ(バイインターナショナル)など… 

 他にどんな本が入ったかは、図書室に掲示してありますので、ご確認ください。 

 ※新着本には帯がついています。なるべく多くの方に手にとっていただくため、新着本はお一人１冊まででお願

いいたします。 

３ 第６８回青少年全国読書感想文コンクールの課題図書(小学生対象分のみ)が７月までに入る予定です！ 
ぜひご活用ください。 

地域に作ろう、こどもの居場所 

 こども食堂を始めたい方、応援したい方、地域で仲間を探したい方のためのセミナーです。こども食堂をはじめと

した子どもの居場所づくりに興味・関心のある方は、どなたでもご参加ください。 

【日 時】７月２９日（金）１４時～１６時 

【会 場】山口県庁 

【内 容】山口県の事業説明、こども食堂の現状、地域の 

実践事例発表(佐山こども食堂、笑顔のれすとらん)、 

フリートークなど 

【定 員】２０名 

参加無料・要申込 

 

※参加をご希望の方は、ＱＲコードか、右記実施主体までお申し込みください。 

※感染症の状況等により、中止、延期、オンライン開催などの可能性があります。 

 コロナ禍で中止となっていた宮野地域恒例の夏休み工作教室を再開します！お友達同士、ご家族などお誘いあわせ

の上ご参加ください。お一人でも参加可能です。感染症対策の為、受付で検温、氏名、連絡先の記入をお願いします。

また、お部屋が密にならないように待ち時間が生じる可能性があります。ご了承ください。 

【日 時】７月３０日（土）９時～１５時 

     (受付１４時３０分まで)の都合の良い時間 

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【講 師】中村 裕美子 氏 

【対 象】どなたでも 

【参加費】１作品につき５０円～３００円程度 

【申 込】不要(都合の良い時間にお越しください) 

【問い合わせ】宮野地域交流センター（℡083-928-0250） 

 市では「農業用ため池の管理及び保全に関する法

律」の施行に伴い、県が指定した防災重点農業用ため

池ハザードマップ作成を進めており、市ウェブサイト

及び該当する総合支所・地域交流センターで閲覧でき

ます。日頃から、浸水想定区域や避難場所を確認する

など、迅速な避難行動や災害応急対応を行えるよう心

がけましょう。 

 

【市ウェブサイト】 

https://www.city.yamaguchi.lg.j

p/soshiki/65/102315.html 

【問い合わせ】市農林整備課(℡083-934-2825) 

６月８日（水） 宮野小学校ホタル委員会の児童および保
護者、教員の皆さんによる、ゲンジボタルの成虫採取が行わ
れました。地域からも数名参加し成虫採取に協力しました。  
今年は、例年より採取日を遅くしたため、目標数の採取が

できるかどうか担当の先生も少し心配しておられましたが
…結果オーライ！オスは例年通り５０匹、そして、メスは、
なんと昨年の２７匹をはるかに上回る４２匹！！目標の５
０匹に近づく嬉しい好結果となりました。 
これから、ホタル委員会の皆さんの毎日のお世話が始まり

ます。ホタル委員会の皆さんの活動を経て、来年も椹野川で
たくさんのホタルが観られることを楽しみにしています。 

 

夏休み期間中の午後、宮野地区青少年健全育成連絡協議

会の協力のもと、宮野地域交流センターの一室を開放しま

す。気分転換に勉強場所をかえてみて、夏休みの宿題や１

学期の復習をしませんか？ 

 

日程 場所 時間 

7 月 2７日、8 月 2４日 研修室２ １３時～ 

１６時 8 月３、1０、1７、３１日 多目的室１ 

【対 象】静かに自習できる小・中学生 

【申 込】不要 

【持参物】勉強道具・水筒 

【問い合わせ】宮野地域交流センター 

（℡083-928-0250） 

夏の風物詩―風鈴―を描きましょう 
 ワードの図形機能を使って風鈴を描きます。 

 描き上げた風鈴は暑中見舞いのイラストとして使用し

ましょう。完成した暑中見舞状は印刷してお持ち帰りいた

だく予定です。 

皆さまのご参加を心よりお待ちしています。 

【日 時】７月１１日（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 

【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 込】宮野地域交流センター 

              （℡083-928-0250） 

【日 時】７月１６日（土）１３時～ 

【場 所】宮野小学校体育館 

【種 目】ソフトドッジボール 

※警報等が発令された場合は、中止になります。 

 

【主 催】山口県 

【実施主体】山口県こども食堂支援センター 

(認定ＮＰＯ法人山口せわやきネットワーク 

こども明日花プロジェクト) 

【後 援】山口市、山口市社会福祉協議会 

【お問い合わせ】℡080-6338-1187 

Email：yama.syokudou@asuhana.org 

色々な作品を作ることが出来ます♪

お気軽にお越しください。 


