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花の息吹がきこえてきます。
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８月２日（月）、今年度の移動市長室が山口南総合センターで行われました。
市長からの市政報告（令和３年度予算の名田島地域関連事業と昨年度の意見等の対応状況）の後、佐分

利会長から名田島地域の懸案事項等の総括説明があり、各部会長等から、①市道東開作昭和西線の道路改
良・補修、②交流人口増加を目的としたフットパス事業の促進、③新開作南蛮樋保存整備事業関連（展望
施設兼防災タワーの設置）、④河川への監視カメラ設置、⑤名田島幼稚園の施設利用、⑥市道と県道の丁
字路交差点にある横断歩道（白線）の補修、について具体的な内容を述べ意見交換を行いました。

令和３年度移動市長室（やまぐち車座トーク21）令和３年度移動市長室（やまぐち車座トーク21）
　今年１月に開催される予定だった成人式が新型コロナウイルスの感染拡大のため、延期になり５月４日
（火）に市民会館で開催されました。式典は、２部に分かれての開催でした。皆さん久しぶりに会えて楽
しい時間がもてたのではないでしょうか。
＜山口市　2,087人（２／１現在）内名田島地区８名＞　

おめでとう～祝成人～　おめでとう～祝成人～　

　６月25日（金）に山口・名田島田園マラソン大会実行委員会より名田島自治会連
合会に焼き鳥焼き器の寄贈がありました。今は新型コロナウイルス感染症感染拡大
によりイベント等を開催することができませんが、大切に使っていきたいと思いま
す。コロナが収束したら地区の皆様に焼き鳥を楽しんでいただけたらと思います。

焼き鳥焼き器寄贈される！！焼き鳥焼き器寄贈される！！

　夏休みならではのラジオ体操。皆さん２密(密接・密集)にならないよう十分に注意を払いながら取り組ま
れました。身体を動かすだけでなく「朝の挨拶で元気が出ました！」と地区の方からのお声もありました。

頭も身体もスッキリ！頭も身体もスッキリ！

　平成24年度から、名田島地区の社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、自治会連合会が協働して
進めてきた「名田島地区災害時等地域支え合いマップ」の作成・更新事業は、今年で10年目を迎えました。
　今年は８月４日（水）に、名田島地域交流センター及び山口南総合センターに、民生委員・児童委員、
13集落の自治会長、社協理事、福祉員、防災委員、地区社協関連団体の会長が集まり、山口市社会福祉協
議会担当者と川東包括センター職員の指導助言を受けて、13集落別に地域支え合いマップの更新作業を行
いました。
　「名田島地区災害時等地域支え合いマップ」は、災害時の避難に当たって一人も取り残しを出さないた
めに、日頃の地域見守り活動の段階から活用されることになっています。

令和３年度名田島地区災害時等地域支え合いマップ作成（更新）事業令和３年度名田島地区災害時等地域支え合いマップ作成（更新）事業
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名 田 島 小 の 活 動
　今年度最初の名田島みまもり隊との対面式が開催されました。
昨年は、新型コロナウイルス感染症のため２学期まで延期になり
ましたが、今年は、４月に出来てよかったですね。

田植え体験6
23水

　５年生９名が、学校近くの圃場で田植え体験をしました。生涯学習部会が学校
支援として協力し、地域のボランティアや地域交流センターの方と声を掛け合い
ながら、苗を植えていきました。秋の収穫が待ち遠しいですね。

バスの乗り方教室6
29火

　山口市交通政策課のご指導により、１～３年生と地域の方がバスの乗
り方を勉強しました。バスにまつわるクイズや車椅子による乗車体験を
しました。最後にみんな一緒にバスに乗り、整理券を実際に取ったり、

降車の際に注意することを学んだりしました。日頃出来ない貴重な体験が出来たのではないでしょうか。

サマースタディ8
2月

　地域交流センター主催の工芸教室が、中岡地域おこし協力隊員を講師にお
招きし開催されました。１～３年生はキーホルダー・コインケース作り、４
～６年生はアコーディオンポーチ作りをしました。参加者は、１～３年生が
３名、４～６年生が６名でした。皆さん、良い作品が出来てよかったですね。

秋季大運動会9
19日

　９月18日（土）に予定されていた秋季大運動会が台風予報もあり、９月
19日（日）に順延となりました。今年も昨年同様新型コロナウイルス感染症
感染防止に十分注意して開催されました。今年のスローガン「全力で　笑顔
いっぱい　がんばるぞ」のもと、午前中のみのプログラムでしたが、１～６

年生48名全員青空の下で元気よく頑張りました。中学生ボランティアも16名来てくれました。恒例の「名田
島ソーラン2021」は、１～６年生全員参加による演技でした。団体競技「ナイスシュート」には、お馴染み
の「チコちゃん」（︖）らしき子も踊りで応援に来てくれました。最後に応援に来れない地域の人たちに
「ありがとうございました。」と大きな声で言い、全て終了しました。

芝刈り体験7
15木

　名田島しばもり隊の指導により、５・６年生が芝刈り体験をしました。最初は、真っ
直ぐに刈れなかった芝が、だんだん真っ直ぐに刈れるようになりました。この体
験をとおして、将来の手入れに協力したいという気持ちが芽ばえるとよいですね。

みまもり隊との対面式4
22木

～これから１年間よろしく～
～レザークラフト工芸教室～
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名
島
田の四季
県内有数の麦の産地でもあり、二毛作で知られ

る名田島。実りの秋。そして食欲の秋。おいしい
お米が待ち遠しいですね。

二毛作　麦からお米へ二毛作　麦からお米へ

西開作下の方から提供していただきました。８月10日（火）夕方、西開作圃場にて撮影さ
れたものです。躍動感の溢れる写真は迫力満点です。ご提供ありがとうございました。

江戸時代までは各地で吉兆の鳥として大切にされていたコウノトリ。
「コウノトリが赤ちゃんを運んでくる」というのは古くから伝わるドイツ・

ヨーロッパの逸話だそうです。ちなみに漢字で表記すると「鸛」

ちょっと、うんちくちょっと、うんちく

おいでませ コウノトリ！おいでませ コウノトリ！

老人クラブの活動 新型コロナ感染防止策が講じられた
各種の活動に参加しました。

７月23日（金）、やまぐちリフレッシュパーク総合体育館で、60歳以上のカローリングを愛する
30チームが参加して行われ、名田島Aチームが準優勝しました。

支部長杯カローリング大会（山口市老人クラブ連合会山口支部の主催）支部長杯カローリング大会（山口市老人クラブ連合会山口支部の主催）

昭和61年より実施している、「老人の日・老人週間」（９月15日～21日）内に、地域社会に対
する感謝と地域の担い手としての活力を示そうと、今年度も次のとおり活動しました。

全国一斉「社会奉仕の日」の取り組み全国一斉「社会奉仕の日」の取り組み

寿会島東開作クラブ　
（六丁目墓地ほか清掃）　

寿会向山クラブ
（三神社境内清掃）

寿会西開作クラブ
（六神社御旅所付近清掃）
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する感謝と地域の担い手としての活力を示そうと、今年度も次のとおり活動しました。

全国一斉「社会奉仕の日」の取り組み全国一斉「社会奉仕の日」の取り組み

寿会島東開作クラブ　
（六丁目墓地ほか清掃）　

寿会向山クラブ
（三神社境内清掃）

寿会西開作クラブ
（六神社御旅所付近清掃）

76
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この印刷物は、グリーン基準に適合した印刷資材を
使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷
した環境配慮製品です。

　「いきいきやかた」は、家に閉じこもりがち
な高齢者の健康保持や親睦、交流を図り、楽し
く過ごしていただくところです。
いきいき健康サロン、いきいき百歳体操をは

じめ、趣味の手芸、ハーモニカ、フラワーアレ
ンジメント、ちぎり絵、囲碁クラブ、詩吟、エ
イジレス講座、また、駐車場ではペタンクを
行っています。

＜しばもり隊＞
　今年度は、一般会員・名田島小学校OB等
総勢51名で毎週日曜日毎にグラウンドの芝
の管理をしています。天気に左右されるので
とても大変ですが、刈った後を見ると充実感
があります。皆さんも充実感を味わってみま
せんか。

名田島地区高齢者生きがいセンター
「いきいきやかた」

しばもり隊・ボランティアクラブの活動報告
（随時隊員を募集しています。）

団体活動の紹介

名田島地区高齢者生きがいセンター
団体活動の紹介

「私たちの活動」の今

名田島地区は70歳以上が約40％を占めてい
ますが、他地区から「名田島は元気な年寄りが
多い」と聞きます。生涯現役の精神で農業やお
勤めで頑張っておられるからだと思います。
　「いきいきやかた」をフルに活用していただ
き、ますます「元気な名田島」にしていきま
しょう。

名田島高齢者生きがいセンター
　　　　　　 管理人　田中　澄子

＜ボランティアクラブ＞
　ボランティア29名と潟上中学校の保護者
で年３回椹野川沿いと南若川沿いの通学路
の草刈りを実施しています。子ども達が安
全に通学出来るよう頑張っています。

エイジレス講座

Facebook 自治会連合会名田島

検索フェイスブック

「名田島」の情報を
発信しています。昨年１月16日に、国内で初の新型コロナ感染者の確認が発表されました。

４月11日をピークとする新規陽性者の「第１波」が到来し、今年の８月20日を
ピークとする「第５波」の新規陽性者は減少し、10月１日から各種の制限は緩和さ
れたところです。
しかし、全国知事会において新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた政府への緊
急提言の中で、「第６波」が「必ず到来する」と指摘されています。
このためには、引き続き感染防止対策の徹底を行う必要があります。
また、国内外で開発が進められている治療薬の確立が望まれるところです。

編 集 後 記


