
 

（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６月１日号 

通巻４１１号 

保健師さんだより 

6 月からがん検診がはじまります 

 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。がん検診を継続して受診しましょう。 

 

 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。受診には、5 月下旬に対象の

方にお送りした「令和３年度がん検診等受診券」が必要で

す。 

 健診には、定められた日時に検診車を利用して受診する

「集団検診」と、医療機関で個人が受診する「個別検診」

があります。検診の種類や受ける場所によっては予約が必

要となります。 

 詳しくは、5 月 15 日号の市報と一緒に配布している

「2021 年度健康づくりガイド」をご確認いただくか、市

保健センターへお問い合わせください。（健康づくりガイ

ドは市ホームページ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） 

 

―  ６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。 

 

 

６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。 

 

香典返し 

 

小田村 均様（七 房） ご尊父 脩様 

水野 スゞ子様（上恋路）ご夫君 時秋様 

長冨 昇様（住 吉）ご母堂 ツチ子様  
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 

宮野自治連合会女性部だより 

宮野自治連合会女性部は、令和３年度は以下の行事を予

定しています。 

状況によって予定が変更する場合がございます。 

ご了承ください。 

月 行事内容 

７月 祇園裸坊まつり（20 日 火曜日） 

１０月 宮野まつり 前日準備（16 日 土曜日） 

宮野まつり     （17 日 日曜日）  

木戸山・清水寺清掃 

１１月 宮野地域住民と県大生との交流会 

１２月 交流センター大掃除 

２月 山口県立大学入試接待・荷物預かり（前期） 

３月 山口県立大学入試接待・荷物預かり（後期） 

翌４月 観桜会 

   

例年開催の「やまぐち車座トーク２１（移動市長室）」

は、地域住民が地域課題や市政について市長と語り合える

機会ですが、昨年度は新型コロナウイルス感染防止から地

域づくり協議会役員との懇談形式となりました。 

地域づくり協議会では可能な限り地域の皆さんの声を

伝えたいと考えておりますことから、今年度開催の準備と

して、下記の要領でご意見を募集します（様式は問いませ

ん）。 

≪意見提出について≫ 

■文書で提出 

■町内会名・氏名を記入 

■締切日：６月２１日（月） 

■提出先：宮野地域交流センター団体事務室前「投書箱」 

■問い合わせ：みやの地域づくり協議会 

（☎083-934-5005） 

 

９月２５日（土）に予定しておりました宮野地区敬老会

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせ

ていただき、９月中に記念品をお届けします。 

 

宮野地区社会福祉協議会 

 

一人ひとりができる新型コロナウイルス対策を徹底し

ましょう！健康管理や咳エチケットにも気を付けて！ 

 

他の人と十分な距離を取りましょう！ 

 

こまめに換気をしましょう！ 

 

外出時はマスクをつけましょう！ 

 

こまめに手洗いをしましょう！ 

 

2021 年本屋大賞の本が図書室にはいりました。ぜひご

一読ください。 

【2021 年本屋大賞受賞作】 

町田そのこ『５２ヘルツのクジラたち』（中央公論新社） 

R３.５.１現在 世帯数：6,420 人口：13,848 （男：6,486 女：7,362） 

１日（火） 全校集会 宮野中

４日（金） ４年社会見学 大殿小

８日（火） 誕生会 宮野幼

１０日（木） 避難訓練 三の宮保

小中合同あいさつ運動 宮野小・中

パソコン講座 交流セ

１５日（火） プール掃除 宮野幼

１６日（水） プール開始 宮野幼

教育相談（～２１日） 大殿中

２年社会見学 宮野小

２０日（日） 宮野地区夏季球技大会

２３日（水） 大殿小中合同引き渡し訓練 大殿小・中

ぴょんたくらぶ 宮野幼

パソコン講座 交流セ

２９日（火） 牛革でサコッシュ作り教室 交流セ

１４日（月）

１８日（金）

２５日（金）

5 月 4 日（火）山口市民会館にて、延期されていた令和３年山口市成人式が、新型コロナウイルス感染

防止対策を講じた上で無事開催されました。新成人の皆さまのご活躍を祈念するとともに、心よりお祝い

申し上げます。 
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地区だより「みやの」                （３） 

―オリジナルな名刺を作りましょう－ 
 ワードで名刺を作成します。 

 イラストや写真も使ってオリジナルな名刺を作ってみませんか？簡単にできます。 

 皆さまのご参加を心よりお待ちしています。 

 

【日 時】６月１４日（月） 

【日 時】２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） 

 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

※十分な換気等、感染症対策を講じた上で開催します。 

 

宮野地区人権学習講演会（山口市人権学習講座）を下記のとおり開催します。 

どうぞお気軽にご参加ください。 

 

【日 時】８月１９日（木）１３時半～１５時半 

【会 場】宮野地域交流センター１階 大会議室※マスクの着用をお願いします。 

【演 題】「子どもを取り巻くネット社会」 

【講 師】やまぐち総合教育支援センター ネットアドバイザー 片山昭治 氏 

【定 員】先着３０名（ZOOM によるオンライン受講に定員はございません） 

【申込・問い合わせ】 

８月１１日（水）までに、市人権推進課（℡083-934-2767）にご連絡ください。 

 

 ■オンライン受講も可能です。希望される場合は、次のＡ・Ｂいずれかの方法でお申込みください。 

 

 Ａ 山口市ホームページから申込 

 ①トップ画面の検索コーナーで「人権推進課」と検索して、同課のページを開いてください。 

 ②ページ内の連絡先にある「メールでのお問い合わせはこちら」をクリック。 

 ③表示されたお問い合わせフォームに、住所・氏名など必要事項を入力して送信ボタンを押してください 

  （件名には「人権学習講座８のオンライン受講申込」と入力してください）。 

  

 Ｂ 市人権推進課にメールで申し込み 

 ①題名は「人権学習講座８のオンライン受講申込」とされ、本文には「住所・氏名」を忘れずに入力してください。 

 ②課の代表メールアドレス jinken@city.yamaguchi.lg.jp （lg はエルジーです）あてに申込メールを送付してく

ださい。 

  

どちらも後日メールにて参加に必要なＩＤ・パスワードが送信されます。 

 

注）お手元のパソコンなどの設定や通信環境が受信の状況に大きく影響しますので、事前の確認をお勧めします。 

  なお、閲覧に関わるインターネット通信費用は参加者様のご負担となります。 

  ZOOM テストはこちらから→https://zoom.us/test 

前回大好評だったレザークラフト体験教室の第２弾です。 

牛革でサコッシュ作りを体験してみませんか？革のカット、磨き、縫いが体験できます。 

生地の色は６種類、ヒモは３種類からお好きなものを選べます。本格的で素敵な作品が作れます♪ 

 

【日 時】６月２９日（火） １３時～１６時  

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【講 師】中岡 佑輔 氏（南部地域おこし協力隊） 

【定 員】１０名 

※申込数が５名を満たない場合は中止となります。 

【参加費】２，０００円 

【申し込み】 

宮野地域交流センター（℡083-928-0250） 

 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

※十分な換気等、感染症対策を講じた上で開催します。 

～ホタルの写真・映像大募集！！～ 
 宮野ホタルまつり協賛会では令和４年度の開催に向けて、展示ブースに展示するホタルの写真＆映像を募集します。

ぜひ、あなたのお力をお貸しください！ 

 

 【作品募集要項】 

   募集内容：宮野地域内においてホタルが飛翔する様子を撮影した写真または映像 

        （昨年以前に撮影したもの可） 

   応募締切：令和３年７月３０日（金） 

   提出先・問合せ：宮野自治連合会事務局（宮野地域交流センター内） 

           （℡083-934-5005） 

           ※ご来所時に事務所にて応募用紙のご記入をお願いいたします。 

            （応募者氏名・住所・連絡先・撮影場所） 

   その他：写真・映像共に人物が映っていても構いませんが、ご応募いただいた作品はホタルまつりにおいて展

示および上映することに承諾されたものとみなします。 

       なお、ご応募いただいた作品は返却できませんのでご了承ください。 

   ［写真］カラーまたは白黒。 

       四つ切、ワイド四つ切程度の大きさのもの。（縦横いずれも可） 

       ※ご提出いただくもの…プリント、データいずれかまたは両方 

   ［映像］※ご提出いただくもの…データ（事務局で編集させていただく場合がありますのでご了承ください） 

 

宮野ホタルまつり協賛会 

親子で楽しく体を動かして、心と体をほぐしましょう！ 

 

【日 時】６月１１日（金） １０時～１１時  

【場 所】宮野地域交流センター１階 大会議室 

【対 象】宮野地区にお住まいの未就園児 

（※しっかりおすわりができるお子さん）と 

その保護者１０組（先着順） 

【講 師】山田 綾香 氏 

【参加費】無料 

【持参品】バスタオル、汗拭き用のタオル、水分補給用 

の飲み物（ご自身のヨガマットがある方は、 

持参していただいても構いません。） 

 

※来館前に検温の実施、マスクの着用をお願いします。 

※十分な換気等、感染症対策を講じた上で開催します。 

 

【服装】動きやすく、裸足になれる服装でお越しください。 

【申込期間】６月８日（火）まで 

【申し込み】宮野地域交流センター（℡083-928-0250） 

※申し込みの際に次のことをお知らせください。 

 ①お子さんと保護者氏名 

②お子さんの年齢又は月齢 

③連絡先 

【主 催】山口市母子保健推進協議会宮野地区 

 

サイズは約縦１６センチ、横２１セ

ンチです！ 

スマホ、財布が入るサイズです♪ 

実物が窓口にありますので、気にな

る方はぜひ見に来られてください！ 

＼身に着けるとこんな感じ／ 

【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） 

mailto:jinken@city.yamaguchi.lg.jp

