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地区だより「みやの」

保健師さんだより
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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１１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)

２日（水） 秋の遠足
保育参観日（親子で遊ぼう・くるくる観劇）

４日（金） ４年車いす体験

３年社会見学

木原 幸賀様(上桜畠) ご尊父 治美様

宮野小・中

宮野地区社会福祉協議会
「宮野小キッズフェスタ」
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２２日（火） 福祉講座

１年生との交流
２４日（木） 6年修学旅行(～２５日)

干支の置物づくり教室
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大殿小

誕生会
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令和４年１１月１日号

三の宮保

１３日（日） 大殿ふるさとまつり

１７日（木）

１０月１日(土)に開催いたしました『宮野小キッズフェ
スタ』では、皆様から多くの遊休品や手作り品をご提供
いただきまして誠にありがとうございました。バザーの
収益は児童のための物品購入などに充てさせていただき
ます。これからも宮野小学校の発展のためご協力よろし
くお願い申し上げます。

小中合同清掃活動
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大殿小

芋ほり

９日（水） 避難訓練

ＴＥＬ ９２８－０２５０

宮野小

７日（月） 小中合同あいさつ運動

１０日（木） ５年社会見学

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。

宮野幼

交流セ

市小学校合同音楽会

山口市宮野地域交流センター内

三の宮保

６日（日） 宮野地区秋季球技大会

８日（火）

香典返し

山口市宮野下３０５４（住吉）
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宮野幼
社協
宮野幼
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２５日（金） パソコン講座

交流セ

２６日（土） 大殿フェスタ

大殿小

２９日（火） ＫＹＴ火災対応避難訓練

大殿中

３０日（水） 持久走記録会

大殿小

本学では、今年度も秋の恒例行事「華月祭」を開催予
ごみ、資源等の収集日は、「山口市ごみ・資源収集カレンダー」
定です。感染症対策のため、学内者のみの公開といたし
ます。地域の皆様方には、何かとご迷惑をおかけするか をご覧ください。
とは思いますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げ
ます。
【日時】
１１月の活動は中止いたします。
１１月５日（土）１２時３０分～１７時００分（予定）
１１月６日（日）１２時００分～１６時００分（予定） ご理解の程、よろしくお願いいたします。

１０月１６日（日）、雨が心配されましたが、好天に恵まれ、無事に宮野まつりが開催されました。今年も新型コ
ロナウイルス感染症対策を講じた上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、地区消防団や自衛隊による車両展示等が行われました。また、今年は宮野中学校の生徒の皆さん
に前日準備や運営、後片付けに参加していただきました。笑顔溢れる楽しい１日となりました！

【場所】北キャンパス

程】１２月４日（日）（※雨天中止）
受 付：９時～９時２０分（山口市スポーツの森・西京スタジアム玄関前）
開会式：９時３０分～
競 技：１０時～
【コース】スポーツの森周回コース
【種 目】１．小学生の部 １～３年生（男女）
・・・・・ ２㎞ １０：３０スタート
４～６年生（男女）・・・・・ ３㎞ １０：００スタート
２．女子の部
中学生以上・・・・・・・・・ ３㎞ １０：００スタート
３．男子の部
中学生・・・・・・・・・・・ ５㎞ １０：３０スタート
高校生以上４５歳未満・・・・ ５㎞ １０：３０スタート
４５歳以上６０歳未満・・・・ ３㎞ １０：００スタート
６０歳以上・・・・・・・・・ ３㎞ １０：００スタート
【参加資格】特にありません。健康と体力に自信のある方は、上のランクの参加も OK です。
途中で気分の悪くなった方は、無理せず早めのリタイアを！
【参加費】無 料
【申し込み】１１月４日（金）までに、住所・氏名・年齢・連絡先・出場種目を明確にして、
宮野地域交流センター（℡083-928-0250・FAX083-928-0302）へお申し込みください。
【日

令和５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２０日（日） ９時３０分～
【提出期間】１１月２１日（月）～１２月２８日（水）
※９時より受付開始
平日：１４時～１８時
【説明会会場】すずみ学級
※期限厳守・保護者持参
【対 象 者】新入級希望者対象（新１年生他）
【提出場所】放課後児童クラブ
【定
員】１１０名（定員を超えた場合は低学年優先）
「すずみ学級」「すずみ第２学級」
【申請書配布】１１月１８日以降のすずみ学級開級時間
（平日 １４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・託児はありませんのでご了承ください。

Ｒ４.1０.1 現在 世帯数：6,476 人口：13,668 （男：6,432 女：7,236）
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【日 時】令和５年１月８日（日）１３時３０分～受付、１４時３０分～記念式典
【場 所】山口市民会館（中央二丁目５－１）
【対 象】平成１４年４月２日～平成１５年４月１日までの間に生まれた方
【案内状】
１、令和４年１１月１日時点で山口市に住民登録をされている方
令和４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４年１１月１日時点で山口市に住民登録をされていない方
次のいずれかの方法でお手続きをお願いいたします。
(１)入力フォームから手続きをする場合
二次元コードの読み取りまたはＵＲＬよりアクセスをし、
住所等の御入力をお願いいたします。
https://logoform.jp/form/XCim/113407

(２)メール連絡で手続きをする場合
下記連絡事項を添えて、令和４年１１月１８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５年山口市二十歳のつどい案内状送付希望」
＊メール本文
（１）氏名（２）ふりがな（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。
・参加される式典の変更を希望される方は、別途お手続きが必要となりますので、案内状を御確認ください。
【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)
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―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１４日（月）

時】８月
２５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

（３）

毎年恒例の大好評講座です。可愛らしい兎の置物を作っ
て、新年を明るく迎えませんか？
【日 時】１１月２４日（木）９時～１２時
【場 所】宮野地域交流センター２階 多目的室１
【定 員】１０名（定員になり次第〆切）
【参加費】１，０００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)

／

３羽作ります♪ ＼

スペイン・マドリードのクリスマスマーケットを現地から生中継します！
ガイドのマリアさんと一緒に散策しませんか？
【クリスマスカードプレゼント】
【日
時】１２月１０日（土）19 時～20 時
希望者（先着 50 名）に対し、スペインからクリスマス
【内
容】スペインのクリスマスのお祝いについて
カードを送ります。
／クリスマスイルミネーション
(対象)申込期限 11 月 17 日（木）までにツアー申込と
クリスマスマーケットのオンライン中継
住所等の登録を済まされた方。
【ガ イ ド】マリア ルビオ カロ
【お問い合わせ】市交流創造部国際交流課
スペイン・マドリード近郊在住。
(℡083-934-2725
令和 4 年 6 月まで山口市の国際交流員。
E-mail kokusai@city.yamaguchi.lg.jp)
現在スペインへ里帰り中。
詳細については、市国際交流課
Web サイトを御確認く
【定
員】250 名（申込先着順）
ださい。
【参加方法】Zoom を使用
【参 加 費】無料
【申込期限】12 月 2 日（金）
【申込方法】
右の二次元コードから①氏名②E-mail アドレスを登録してください。
URL https://logoform.jp/f/8mCA6

な行政サービスを受けることができるようになるＩＣカードです。
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要
となり、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。他にも、マイナンバーカード
の利活用の範囲はどんどん広がっています。
このたび、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】１２月１日（木）１４時～１６時

【場

所】宮野地域交流センター１階

【対

象】

【持参品】

大会議室

①

通知カード（緑色）または個人番号通知書

②

本人確認書類（A またはＢ）

・本市に住民票登録がある方

Ａ

１点（運転免許証・パスポート等）

・市外へ転出予定のない方

Ｂ

２点（健康保険証・介護保険証・診察券等）

・申請者本人（１５歳未満の方は法定代理人とともに）が

※法定代理人（親）は「Ａ２点」または「Ａ

会場にくることができる方
【問い合わせ】市民課(℡083-934-2927)

１点＋Ｂ１点」
③

住民基本台帳カード（お持ちの方）

【日
時】１２月１０日（土）１０時～１５時３０分
【場
所】小郡地域交流センター(山口市小郡下郷 609 番地１)
【主な内容】
式典・講演(定員 120 名 参加費無料)
「ＬＧＢＴを理解する～日本社会の中でマイノリティであること～」
講師 東 小雪氏(ＬＧＢＴアクティビスト、元タカラジェンヌ)
ワークショップ(定員各回 8～２0 名 要材料費等あり)
レザークラフト体験、フラワーアレンジメント体験、ラッピング無料体験、
海外の生活と文化を学んで体験
【申込方法】二次元コード、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・参加するイベントを記載してお申
し込みください。
【申込締切】１１月２8 日(月)１７時必着
※申込先着順で定員になり次第締切
【託児】無料(要申込)２歳～未就学児まで
【その他】式典・講演は手話通訳・要約筆記あり
【問い合わせ】市人権推進課(℡083-934-2767 FAX083-934-2867
Email jinken@city.yamaguchi.lg.jp)

―

いくつになっても 行きたい所へ
行ける 身体づくり教室 －
【日 時】１１月２２日（火）
１３時３０分～１５時３０分
【会 場】宮野地域交流センター１階
大会議室
【内 容】簡単な自己体力チェックと筋
力や反射神経を刺激する体操
【講 師】コーディネーション講師
中田 徹 氏
北東第２地域包括支援センター職員
【定 員】１５名
【締切り】１１月１５日(火)
定員になり次第締め切り
【申し込み】宮野地区社会福祉協議会
事務局(℡083-928-0255)

