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（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１２月１日号 

通巻４２９号 

保健師さんだより 

 
 期限迫る！がん検診を受けましょう 

 
今年度のがん検診は受けられましたか？ 

がんは早期発見・早期治療で治癒する可能性が高くな

ります。 

４０歳以上(子宮がん検診は２０歳以上)で、職場・施

設等で検診を受ける機会のない方は、山口市が実施する

検診を受けることができます。実施期間を確認し、忘れ

ずに検診を受けましょう。 

 

♦１２月２０日まで… 

胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、 

肺炎ウイルス検診 

♦２月２8 日まで… 

子宮がん検診、乳がん検診 

 

 受診には、５月下旬に対象の方にお送りした「令和４

年度がん検診等受診券」が必要です。詳しくは「令和４

年度健康づくりガイド」をご確認いただくか、下記へお

問い合わせください。(健康づくりガイドは市ウェブサイ

ト、二次元コードからもご覧いただけます。) 

 

 

【問い合わせ】市保健センター 

(℡083-921-2666) 

 

―１２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。 

 

 ３年ぶりに開催いたします！ 

 密をさけての応援をよろしくお願いいたします。 

 

【日 時】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 

     山口市マツダ西京きずな 

     スタジアム玄関前) 

     開会式：９時３０分～ 

競 技：１０時～(３㎞) 

         １０時３０分～(２㎞、５㎞) 
【コース】スポーツの森周回コース 

１２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。 

 

Ｒ４.１１.１現在 世帯数：6,482 人口：13,684 （男：6,443 女：7,241） 

校内持久走大会 宮野小

１，２年期末テスト(～２日)

３年三者進路懇談(～２日)

発表会(５歳) 三の宮保

校内持久走大会 宮野小

４日（日） ロードレース大会 交流セ

５日（月） ３年生三者懇談会(～７日) 大殿中

７日（水） 発表会 宮野幼

発表会(４歳) 宮野幼

センター大掃除 交流セ

１２日（月） 小中合同あいさつ運動 宮野小・中

１３日（火） 誕生会 三の宮保

１４日（水） 新入園児健康診断 宮野幼

１５日（木） くるくる人形劇観劇 宮野幼

発表会(２・３歳) 宮野幼

クリーン作戦 大殿中

山口市宮野財産区定例会（１０時～） 財産区

１８日（日） 宮野地区社会福祉協議会クリスマス会 地区社協

１９日（月） クリスマス会 宮野幼

萩焼づくり 三の宮保

個人懇談会（～２２日） 宮野幼

個人懇談会（～２２日） 宮野小

個人懇談会（～２２日） 大殿小

１・２年三者懇談(～２２日) 宮野中

１・２年生保護者会(～２２日) 大殿中

２１日（水） クリスマス会 三の宮保

宮野幼

宮野小・中

大殿小・中

２５日（日） そば打ち講座 交流セ

２９日（木） 地域交流センター利用禁止（～１月３日） 交流セ

宮野中
１日（木）

終業式

２日（金）

２３日（金）

９日（金）

１６日（金）

２０日（火）

忘れ物について 
 忘れ物をセンターで保管してい

ます。心当たりのある方は事務室

へお越しください。なお、センタ

ー大掃除までに持ち主が不明なも

のについては、処分します。 

センター大掃除について 
１２月９日（金）９時～１０時３０分 

（予定）に実施します。 

年末年始の利用について 
１２月２９日（木）～１月３日（火）

の期間は、センターが利用できません。 

定期利用について 
新年度センター定期利用団体を

募集します。１月中旬から申請用

紙を窓口に設置する予定です。 

１１月６日(日)、宮野地区秋季球技大会が開催されました。前日は雨でしたが、当日は好天にも恵まれ、笑顔溢

れる楽しい大会となりました。大会後、クッブの体験会も行いました。 

競技を通じて、地域内の交流も深まり、また日頃の運動不足も解消されたのではないでしょうか？ 

参加された皆様、本当にお疲れ様でした！優勝された町内の皆様、おめでとうございました！ 



（２）                  地区だより「みやの」 
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地区だより「みやの」                （３） 

 山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とそ

の保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通して

親子の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」

を開催しています。ぜひご参加ください。 

【日 時】令和５年１月６日（金） 

１０時～１２時、１４時～１６時 

【場 所】宮野地域交流センター１階 和室 

【対 象】令和４年６月１日から令和４年９月３０日ま

での間に生まれた乳児とその保護者 

 ※受付は随時行います。 

 ・所要時間は１５分程度です。 

 ・対象者にはハガキでご案内します。 

【問い合わせ】山口市立中央図書館 

      (℡083-901-1040) 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

令和５年度大学入学共通テストが下記のとおり本学を

含め、全国一斉に実施されます。 

試験期間中、近隣住民の皆様には、車の混雑等で大変ご

迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

【日 時】令和５年１月１４日（土） 

９時３０分～１８時１０分 

令和５年１月１５日（日） 

９時３０分～１７時５０分 

※特に、1/14(土)の 17:30～19:00 頃は、グラウンド

周辺が大変混雑します。 

【場 所】山口県立大学 北キャンパス 

(国道９号線山口バイパス北側 新キャンパス) 

 

※本学グラウンドを受験者送迎用駐車場として開放して

おります。 

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２０冊が１２月１日（木）～貸出開始となります！ 

 『江戸 500 藩全解剖』河合 敦(朝日新書)、『汝、星のごとく』凪良 ゆう(講談社)、『ハヤブサ消防団』池井戸

潤(集英社)『パンどろぼうおにぎりぼうやのたびだち』柴田 ケイコ(KADOKAWA)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年ぶりに開催します！ 
ご家庭で年越しそば打ちに挑戦してみたい方、そば打ち体験講座に参加してみませんか。 

 当日は、「宮野なの花会」のご協力により、そば打ちからゆでるまでを体験していただきますので、皆様、ふるって
ご参加ください！ 

 
 【日 時】１２月２５日（日） 

 １０時～１３時 

 【内 容】年越しそば作り及び試食 
 【場 所】宮野地域交流センター１階 調理室 
 【定 員】１０名 

児童福祉部会のおじさんやおばさんと楽しみませんか。 

【日 時】１２月１８日（日） 

１２時～１４時 

（受付は１１時３０分から） 

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【対 象】宮野地区在住の中学生以下のお子様 

【定 員】２０名（申し込み多数の場合は抽選） 

【内 容】カレーライス・ゲーム・くじ引き・ケーキ

等のお土産 

【参加費】お子様は無料 

（ただし付き添いの大人は５００円いただ        

きます） 

【申 込】クリスマス会担当 高畑(たかはた) 

      (℡090-7592-6697) 

BLAZE の第１９回定期演奏会を下記のとおり開催いたします。 

１０月に開催された宮野まつりでは、ステージのとりを飾っていただき、日頃の練習の成果が発揮されたすばらし

い演奏を披露していただきました。宮野まつりの際に聴くことができなかった方々やもう一度聴きたい！という方々

は、この機会に是非お越しください！ 

 

【日 時】１２月１８日（日） 

１４時開演（１３時開場） 

【場 所】山口県立大学講堂 桜圃会館 

          （国道９号線北側新キャンパス） 

【入場料】無料 

【曲 目】フェニックス、マードックからの最後の手紙、 

ジャパニーズ・グラフィティ XVアニメヒロイン 

メドレー、美女と野獣 等 

令和４年度「宮野地区人権学習講座」を開催します。 

『あの人 あの歌 あの戦争』と題し、歌手兼アコーディオン奏者の上田剛志さんに昭和の歌謡曲にまつわるお話

について、演奏を交えながら語っていただきます。 

どうぞお気軽にお申込みください。 

 

【日 時】令和５年１月２６日（木） 

１４時～15 時 30 分（講座１時間半程度） 

【場 所】宮野地域交流センター １階 大会議室 

【定 員】３０名 

【講 師】歌手・アコーディオン奏者 上田 剛志（うえだ つよし） 氏 

【演 題】『あの人 あの歌 あの戦争』 

【主 催】宮野地区人権学習推進協議会 

【申 込】１月１２日（木）までに同協議会事務局（宮野地域交流センター内）へ（℡083-928-0250） 

※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。体調不良の場合はご参加をお控えください。 

  

 

 

【参加費】５００円(材料費) 
【持参品】三角巾・エプロン・マスク 
【申 込】宮野地域交流センター 

(℡083-928-0250) 
 

 －宮野地区 記念写真撮影について― 
新型コロナウイルス感染症感染防止のため、記念

写真撮影は行いません。代わりに、記念品を配

布します。詳しくは地区だより１月号に掲載いた

します。 

―令和５年山口市二十歳のつどいについて― 

【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】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日に生まれた方 

【お問い合わせ】社会教育課 ℡083-934-2865 

 

【締め切り】１２月５日（月） 

【抽選結果】後日、担当者から当落どちらでも電話で連絡し

ます。 

【その他】託児はありませんので、小さいお子様のみ参加の

場合は付き添いが必要です。 

風邪症状等の体調不良の方は参加をご遠慮いた

だきます。 

※新型コロナウイルス感染状況等により開催を見合わせる

場合があります。 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

 

宮野地域の皆様の御来場を 

心よりお待ちしております！ 


