
 クリスマスより一足早く、名田島母子保健推進協議会主催で小さなお子さんのクリスマス会を開催！ 

 今年は食育講座もあります。親子でぜひご参加ください。サンタさんも来てくれるかも！？ 

■日 時 １２月１２日（木） 

     午前１０：００～ 

     ①ミニ食育講座 ②クリスマス会 

■場 所 名田島地域交流センター２階和室 

■対 象 未就園児とその保護者 

■参加費 無 料 

■申込み １２月５日（木）迄に母推又は 

     名田島地域交流センターへ 

   今年も「名田島愛サンタ」がクリスマスイブの１２月２４日（火）に登場します。 

「愛サンタ」は、クリスマスイブの夜に子ども達が待っている家に行き、プレゼントを渡して

楽しい思い出をつくります。 

 

■日時  令和元年１２月２４日（火） １７：００～１９：００の間 

■対象  未就学児までのお子さんのいるご家庭 

     ※クリスマスイブの日に名田島の実家等に来ている子ども含みます。 

     ※申込み多数の場合、抽選で１０世帯程度とさせていただきます。 

■その他 ・お子さんのお願いしたプレゼントについては受付後センターにお持ちください。 

       ・訪問時間等の詳細は申し込みされた家庭に後日お知らせします。 

     ・当日はサンタさんと写真撮影を行います。写真は後日郵送させていただきます。

■申込み １２月１７日（火）までに名田島地域交流センターへ申し込んでください。 

     名田島地域交流センター 電話： 083-972-6720 

★地域の皆様にお願い★ 
 １２月２４日のクリスマスイ

ブの夜、地域内をクリスマス

ミュージックを響かせて車が

走ります。御迷惑をお掛けし

ますが何卒御理解、御協力を

お願いいたします。 

★愛サンタボランティア募集中！★ 

 「名田島愛サンタ」では、サンタさんのお手伝いをしてく

れるボランティアを募集中！サンタさんが家に来てくれた

ときの子どもたちの満面の笑みは別格ですよ！一緒にイヴ

の名田島を巡りませんか？ 

詳しくは名田島地域交流センターまで♪ 

※詳細な内容については、ご連絡いただいた際にご説明さ

せていただきます。 

    「ミニ食育講座～乳幼児の食事とおやつについて～」 
      

     ■講師 山口市食育ボランティア（山口市立 給食研究会） 

       小郡上郷保育園 松波 めぐみ 先生 

       山口保育園   伊藤 遥香  先生 



★なたじまお知らせコーナー★ 

 名田島放課後児童クラブ「にこにこ学級」の 

令和２年度入級児童を募集します。 

希望される方は、 

令和２年１月１７日（金）までに 

入級申請書をにこにこ学級へ提出してく

ださい。 

 申請書は「にこにこ学級」にあります。 

  

■申込み・問合せ  

 「にこにこ学級」 

（携帯：０８０－３８７６－２５２３） 

 本市では、「山口市人権推進指針」に基づいた、誰もがお互いに認め合い「市民

一人ひとりが人権を尊重するまち」の実現にむけた取り組みの一つとして「山口

市人権ふれあいフェスティバル」を開催します。 

 ぜひ本フェスティバルにご参加いただき、人権について考えるきっかけにして

みませんか。 

■日時  １２月１４日（土） １３時００分～１５時３０分 

■場所    山口南総合センター（山口市名田島１２１８－１） 

■主な内容 

 

オープニングアトラクション：山口大学よさこいやっさん！！ 

講演：「違いを楽しみ、力にかえる」 
講師 社会学者／タレント／羽衣国際大学現代社会学部教授 

 にしゃんた さん 

 

■定員       ５００人程度（先着順） 

■参加費    無料 

■託児       無料（要申し込み） 

■その他    手話通訳・要約筆記あり 

■申込み･問合せ  山口市人権推進課（℡０８３－９３４－２７６７） 

 Library News 
らいぶらりー にゅーす 

言い訳  
関東芸人はなぜ M-1 で勝てないのか  

ナイツ 塙宣之による漫才の徹底

解剖！ 

Ｍ－１のこと、ナイツの漫才のこ

となどお笑い好きにはたまらない

一冊！！ 

歩道橋シネマ ／ 恩田陸 

「夜のピクニック」「蜜蜂と遠雷」 

の恩田陸最新作！ 

ある都市伝説を元に、世界の“裂け

目”を描出させた表題作ほか、小説の

粋を全て詰め込んだ珠玉の一冊。 

新刊情報 



11/14 交流センター主催講座「生き活きハーモニー」 

七宝焼きアクセサリー作りを体験！ 

 向山の武田先生を講師に七宝焼きのアクセサ

リー作りを開催。武田先生宅の車庫内アトリエで

色付け・焼き上げ！皆さんそれぞれの個性が光る

アクセサリーが完成しました。 

名田島地区青少協主催行事「子ども会議」 11/9 

11/10 
火の山の頂上で 

 絶景＆婦人会さん特製お弁当を堪能！ 

 毎年恒例の火の山登山。今年は 40 名が参加しまし

た。途中には多少険しい道のりもありましたが、その

分頂上の景色は別格！ 

 さらに名田島婦人会さん特製のお弁当も絶品。参加

者皆さんで楽しくおいしく頂きました。 

名田島地区青少協主催行事「火の山登山」 

名田島フィッシンググランプリの 

     王者に輝いたのは・・・？ 

 小学校の５・６年生が自分達で企画を考えて実施

する「子ども会議」。今年度第 2 弾はさかな釣り！  

魚は見えるのになかなか釣れずに皆さん大苦戦・・。 

 しかし最後は 6年生の太田君が見事一匹釣り上げ、 

グランプリを受賞しました！ 

名田島ふれあいサロンに 

     素敵なパネルが登場！ 

 交流センター入口のふれあいサロンに素敵な貼り絵の

パネルが設置されました。制作してくれたのは 5年生の岡

野さん！名田島の風景が素敵に表現された暖かい作品に

なっています。センターに来られた際にはぜひ注目して

みてください。 

足元にはセンター所長の作品も！？ 

名田島みまもり隊  

  交通安全への功績を称えられ表彰 

 名田島みまもり隊（隊長：中村芳男さん）が、多年

にわたる交通安全活動の推進に関しての功績を称え

られ、令和元年度交通安全功労者表彰を受賞されまし

た。みまもり隊のみなさん、おめでとうございます。

これからも子ども達の安全をよろしくお願いします。 

 

授与者： 

交通安全山口県対策協議会 

（会長 県知事） 

民生委員・児童委員 伊藤米秋さん  

 地域福祉向上の功績を称えられ表彰 

 新開作の伊藤米秋さんが、多年にわたる民生委員・

児童委員としての功績を称えられ、山口市社会福祉協

議会会長表彰と山口県民生委員児童委員協議会表彰

を受賞されました。伊藤さん、おめでとうございます。 

作者の岡野さん 



 

山口市南部９地区（陶・鋳銭司・名田島・二島・嘉川・佐山・秋穂・阿知須・小郡地区）共催の  

スキー教室を開催します。初心者の方から経験豊富な方まで、この機会にぜひご参加ください。 
 

【日  時】 令和２年１月２５日（土） ５時３０分集合～１８時３０分帰着（予定） 

       ※集合・解散場所：山口南総合センター駐車場（山口市名田島１２１８番地１） 

【当日の流れ】１０時００分～１２時００分 スキー・スノーボード教室 

       １２時００分～出発まで   自由時間 

【場  所】 やわたハイランド１９１リゾート（広島県山県郡北広島町） 

【定  員】 ４１人（先着順） 

       ※「教室に参加される方」が対象です。（同伴のみの保護者を除く） 

       ※中学生以下は、保護者同伴での参加をお願いします。 

       ※教室は５歳以上から参加可能ですが、５歳～小学１年生は、教室時に保護者の 

        付き添いが必要です。また、スノーボード教室は小学３年生以上が対象です。 

【参加料】  大人（大学生等を含む） 4,000 円 小・中・高校生 2,000 円 幼児 1,000 円 

       ※参加料には、レンタル料・リフト券料・食事代等は一切含まれません。 

【レンタル料】○スキー３点セット 大人 3,500 円 シニア 3,000 円 ジュニア 2,500 円 

       ○ボード２点セット 大人 3,500 円 シニア 3,000 円 ジュニア 3,000 円 

       ○ウェア 大人 3,500 円 シニア 3,000 円 ジュニア 2,500 円 

       ※「ｼﾆｱ」は 60 歳以上、「ｼﾞｭﾆｱ」は中学生以下、高校生は「大人」に含まれます。 

【リフト券料】１日券【大人 4,400 円、シニア 3,500 円、高校生 3,500 円、ジュニア 2,200 円】 

       ※初心者の方は、午前中の教室ではリフトには乗りません。 

       ※初心者以外の方は、リフト券が必要です。 

【申込開始日】令和元年１２月 ３日（火）から 

【申込期限】 令和元年１２月２０日（金） 

【申込方法】 キリトリ線以下の申込書を名田島地域交流センターへご提出ください。 

       ※中学生以下は、保護者の方がお申し込みください。 

       ※申込書受付時に「参加料」「レンタル料」「リフト券料」を集金します。 

       ※ 60 歳以上の方は年齢確認ができるものをご持参ください。 

        （写しを取らせていただきます。） 

【その他】  万一負傷された場合のため、当日は、必ず保険証をご持参ください。 

       参加者には、後日、「参加者のしおり」を送付します。 

【問合せ先】 名田島地域交流センター（TEL ０８３－９７２－６７２０） へ 

キリトリ線 

★「経験」により教室のクラスを分けます…①初めて ② 2 ～ 3 回 ③ハの字 ④ﾊﾟﾗﾚﾙ ⑤上級 を記入 
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