
 

昨年の様子 

鋳銭司・名田島・二島・佐山 ～４地区対抗ラジオ体操対決！！～ 

主催：鋳銭司・名田島・二島・佐山チャレンジデー実行委員会  （名田島コミュニティクラブ） 

★参加者には、粗品を準備しています★ 

★名田島自治会連合会にてお茶を準備します★ 

今年も名田島コミュニティクラブが中心とな

り、8 月２４日（土）に地域版チャレンジ Day と

して、鋳銭司、名田島、二島の３地区に佐山を加

えた４地区対抗のラジオ体操対決へ参戦するこ

とが決定しました！ 

 

このイベントを通じて、年齢・性別を問わず日

常的なスポーツの習慣や健康づくりと共に、地域

の活性化のきっかけになればとの想いで開催さ

れる取り組みです。 

 

また、今年はグラウンド芝生化５周年の節目

の年であることから、名田島小学校グラウンドを

会場として行います。みどり豊かな芝生のグラウ

ンドで思いっきり体を動かし、名田島地区の元気

や魅力を発信したいと思いますので、多くの方の

ご参加をお待ちしております！！ 

実施日：令和元年 8 月２４日（土） 

時間 ：午前 7 時 45 分から２０分程度 

場所 ：名田島小学校グラウンド 

   （雨天時は体育館） 

参加資格：名田島の方ならどなたでも！ 

     ※申し込みは不要です。 

鋳銭司 

二島 名田島 

佐山 

１ ラジオ体操を各地域内１か所で行う。 

２ それぞれの参加者数を報告する。 

３ 参加人数のもっとも多い地区の勝利！！ 

ルール説明 

写真： 4 地区の代表者による 

調印式・エール交換の様子 

名田島コミュニティクラブ

代表：山下宏さん 



 

名田島地域交流センター  
〒７５４‐０８９２ 山口市名田島１２１８番地１ 

Tel  ：０８３‐９７２‐６７２０  

Fax ：０８３‐９７２‐６７３１ 

※講座のお申し込みや、その他お問い合わせはこちらにお願いします。 

 交流センターエントランスに新しく設置された「名

田島ふれあいサロン」。その一角にある「みんなの部屋」

コーナーにはみなさんお気づきでしょうか？ 

 現在はセンターで働く職員の作品や好きなものなど

を展示していますが、今後は名田島のみなさんの作品

や自分を紹介するものも展示していきたいと思いま

す。 

 興味のある方はまずは交流センターまでお問合せく

ださい。お待ちしています！ 

Library News 
らいぶらりー にゅーす 

Topic ① 新刊到着情報★ 

「小説 天気の子」 

  新海 誠 

「希望の糸」 

  東野 圭吾 

Topic ② 8 月は「懐かしの名作ドラマ原作」特集！ 

1 階の事務室に特集

コーナーを設置して

います。当時読みそ

びれた本や、改めて

もう一度読んでみた

い本など、ぜひぜひ

お手にとってみてく

ださい。 

世界の中心で愛を叫ぶ / チーム・バチスタの栄

光 / 野ブタ。をプロデュース ./ 僕の生きる道 

                  etc…… 

 名田島の夏の風物詩、「名田島ちょうちんちょこっとまつり」

の開催がいよいよ近づいてきました！ 

 例年は 7 月に開催されるこのお祭りですが、今年は日程の関

係で 8 月 17 日（土）の開催となります。 

 現在、名田島の若い世代の方々が集まった名田島ちょうちん

ちょこっとまつり実行委員会の方々を中心に絶賛準備中ですの

で、お楽しみに！ 

 詳しい出店内容などは、センターだよりとは別にお配りする

パンフレットをご覧くださいね。 

 たくさんの方のご来場、お待ちしております！ 

みどころその①！ 

鎌田煙火さんによる 

花火打上げ！ 

とっても近くて、なんとも

贅沢な距離から花火を見

ることができます。 

みどころその②！ 
たくさんの出店！ 

カキ氷・やきとり・タピオカ・

ラムネ・ソフトクリーム・輪投

げ・ヨーヨー釣りなどなど色々

なお店が立ち並ぶ予定です！ 

みどころその③！ 
毎年大好評のおばけやしき！！ 

今年も名田島にこわいこわいおば

けたちがやってきます・・。 

あなたは無事ゴールまでたどりつ 

けるでしょうか・・？ 

カラオケコーナー 

もあるよ♪ 



優勝   末岡 光廣  さん 

準優勝  杉山 正枝  さん 

３位   藤山 寿裕  さん 

 ７月９日（火）に宇部カントリークラブで名田島ゴルフ親睦会主催の名

田島オープンゴルフ大会が行われました。結果は下記のとおりです。 

 入賞された皆さん、おめでとうございます！ 

 次回は 

9/15(日） 

第７１回名田島オープンゴルフ大会開催！ 
○ 日時   令和元年９月１５日（日） 

○ 場所   アイランド宇部 

○ 集合   ７：５０ 

○ スタート ８：２６ 

○ 参加料  １０，０００円程度 

○ 申し込み 名田島地域交流センター 

○ 締め切り 令和元年８月３０日（金）まで 

山口市南部地域で活動する地域おこし協力隊のこの１年間の活動報告と新たに着任した協力隊員の紹介、

６月に退任した元隊員の３年間の取組と成果を発表するフォーラムを下記のとおり開催します。 

■日 時 ８月２８日（水）13:30 ～ 15:45（13:00 開場） 

■場 所 山口市阿知須地域交流センター２階大会議室 

■内 容 ・地域おこし協力隊員の活動報告 

      藤岡臣隊員、田中愛生隊員、平塚海渡隊員、中岡佑輔隊員 

     ・元地域おこし協力隊員の取組と成果報告 

      山口美穂隊員 

     ・パネルディスカッション 

     ～南部地域に地域おこし協力隊として着任して～ 南部地域の現在とこれから 

■参加料 無料     ■申込み 不要   ■問合せ 市定住促進課（083-934-2942） 

      

 

 ７月７日（日）山口県消防学校で、令和元年度山口市消

防団消防操法大会が開催されました。今大会は市内３３分

団が出場し、小型ポンプ操法の技術を競いました。 

 川東方面隊名田島分団より下記の５名の方が選手とし

て出場し、見事 6 位に入賞されました！！ 

 選手のみなさん、お疲れ様でした！！ 

７月７日出場選手 

（指揮者）脇                                                                                 靖敬   さん【西上】  

（1 番員）伊藤  宗之   さん【新沖】 

（2 番員）長廣  達也 さん【向山上】 

（3 番員）岡野  孝弘   さん【島下】 

（補   員）武田                                                        佳宏 さん【向山下】 

 名田島分団成績 

  

 ６位  

      33 分団中 

 
   優勝は 

  末岡さん！！ 

おめでとうございます！ 

 



山口市南部８地区地域交流センター共催事業 

○ 内 容  エクセルの基本操作、計算機能を使った簡単な表作成 

○ 内 容  １回２時間・全３回コースです。 

○ 対 象  パソコン初心者で向上心のある方       

○ 定 員  ２０人（先着順） 

○ 受講料  ２，０００円（全３回分、テキスト代込み） 

○ 持参物  ノートパソコン 

       ※申込時に、パソコンの OS をお知らせください。（例： Windows ８ など） 

       ※パソコンの貸出は限定２台です。使用料は１講座（全３回）２００円です。 

       （１回のみの貸出でも２００円かかります。） 

○ 日時・会場  ９月１３日（金）、２０日（金）、２７日（金） 

        10:00 ～ 12:00 佐山地域交流センター 

９月のパソコン講座では、エクセル（表計算ソフト）の基本操作について学びます。 

 エクセルを使うと、表の作成や面倒な計算を簡単に行うことができます。 

 ＰＴＡや自治会などの役員になって、「会計事務等をパソコンで効率的に作業したい」とお考えの方

やご家庭で家計の管理等にパソコンを活用したい方、講師・アシスタントが親切丁寧に教えてくれます

ので、この機会にぜひご参加ください。 

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、定期的な検診受診が必要で

す。４０歳以上で、職場等で検診人間ドック等を受ける機会の

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

診券をご持参ください。 

○肺がん（結核）検診 
■場所 ： 山口南総合センター 

■日時 ： 令和元年８月２７日（火）   

      ９：００～１５：００ 

      （１２：００～１３：００は除く） 

■負担金 なし   ■予約不要 

※喀痰検査  

（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。） 

今後の予定

内　　容

オリジナル
年賀状を作ろう

11月15日、22日、29日
10:00～12:00

二島地域交流センター
（083-987-2059）

10月25日(金)

日　時 会場・申し込み先 申し込み締め切り

○とき  9 月 1 日（日）【雨天決行】 

○ところ ココランド（宇部市上宇部 75） 

○持ち物 水着、タオル、着替え、水筒 

     参加費 

○参加費 大人    ３，０００円 

     中学生   ２，５００円 

     小学生   ２，０００円 

     幼児（3 歳以上）  ５００円 

   ※子ども会未加入の方は参加費と 

    別に５００円いただきます。 

 

○時間  ９時２０分 ＪＡ新倉庫に集合 

    １０時００分 プール 

    １２時３０分 ＢＢＱ 

    １５時３０分 ＪＡ倉庫着、解散 

○しめきり ８月１６日（金） 

 ※申込用紙を子ども会役員または交流 

  センターまで提出ください。 

○問合せ 名田島子ども会 渡辺まで 

※定員にまだ若干の余裕があるので 

 募集期間を延長しました。 


