
名田島田園芸術祭 

～   

11/24(火) ～ 28(土) 令和 2 年 

場所：名田島地域交流センター ２Ｆ会議室 

AM 9:00  17:00 時間： 

第１弾出展団体発表 
・表装同好会 

・パッチワーク同好会 

・名田島幼稚園 

・名田島小学校 

・名田島自治会連合会 

・母子保健推進協議会 

・食生活改善推進協議会 

・名田島地区社会福祉協議会 

 

 

・デイサービス 菜の花 

・山口市デイサービスセンター梅光苑 

・名田島地域交流センター 

・その他名田島地区住民作品 

【出展予定団体】 

＜ゲスト出展＞ 

・山口市南部地域おこし協力隊員 

・山口市国際交流課  

 

潟上中学校区地域教育ネット協議会では『ふるさとも 人も大好き かたが

みっ子』のスローガンのもと、「地域とのつながりを感じあう」「子どもの元気

とやる気を引き出す」ために、『あいさつ運動』『ありがとう郵便』『行事参加』

の３つを中心に地域・学校・保護者皆で子どもたちを育てようと取り組んでおり

ます。 

 

これらの取り組みの一つである『あいさつ運動』について、 

各小学校・中学校で毎月 10 日、朝校門等で立哨し行われてい

ることから、地域としましても、学校と同じ毎月１０日の登

下校時に、子ども達に「おはよう」「こんにちは」などの声

掛けをしていただければと思います。 

 

地域の宝である子どもたちを地域で育てようという趣旨で

ございますので、ご理解頂きまして、積極的な取り組みをお

願いします。 

月  １～４年 １４：３５      

   ５・６年 １５：２５         

   ※クラブ活動の時は 4 年生も 

    １５：２５下校です 

 

火  １・２年 １４：５５      

   ３～６年 １５：４５         

 

水  １～３年 １４：３５ 

   ４～６年 １５：２５ 

 

木  １年   １４：５５ 

   ２～６年 １５：４５ 

    

金  １・２年 １４：５５ 

   ３～６年 １５：４５ 

名田島小学校登校時刻 

毎月 

10 日 

下校時刻 

主催：名田島地域交流センター 

７：４０～８：００ 

名田島の皆さんの創作活動の成果や日
頃の活動について発表する場として、
下記の会期で作品展示を行います。 
ぜひ足をお運びいただき、ゆっくりと
した秋のひとときを楽しんでいただけ
ましたら幸いです。 

★新型コロナ対策を講じた上で開催いたします。 

 御来場の皆様におかれましても、マスクの着用・

手指の消毒等、ご協力をお願いいたします。 

入場 

無料 

■日時  ：令和２年１２月２２日（火）  

      １０：００～１１：３０ 

■講師  ： aYa 工房  山本 綾 先生 
■参加料   ：２，５００円（材料費） 

■定員    ：２０名         

■場所  ：名田島地域交流センター ２Ｆ創作室 

■申込締切：１１月１８日（水） 

■申込先 ：名田島地域交流センター（083-972-6720） 

■備考  ：・当日の検温及びマスク着用へのご協力をお願いします。 

        ・今後の感染拡大状況によっては急遽中止とさせていただく

こともございますので、あらかじめご了承ください。 

新型コロナウィルス感染症の影響で開催を見送っておりました、「生き

活きハーモニー」講座につきまして、今年度第１回目の講座を開催いた

します。今回は、aYa 工房の山本綾先生をお招きし、“和モダン”ミニ

門松ワークショップを開催いたします。ぜひご参加ください。 

年末朝市で 

おなじみ 

“和モダン” 

名田島 

開催 

山口市  
放送大学  山口市内 21 地域巡回講座 

高血圧は、自覚症状がなく、生活習慣の乱れとともに動脈硬化が進展し、心筋梗塞・脳卒中を発症する危険がある。

そのため正常血圧維持のための血圧管理は重要となる。また、運動を含む生活習慣の改善は血圧を低下させ、生活習

慣病の予防・改善にもつながる。運動を含めた生活習慣のあり方について考えてみましょう。 

■日 時   2020 年 12 月 12 日（土） 

       13:30 ～ 15:00 

■会 場   名田島地域交流センター 

■定   員   40 名（申込先着順） 

■講 師   塩田 正俊  
  

放送大学山口学習センター客員教授 
山口大学名誉教授 

・新型コロナウイルス感染防止のため、3 密に配慮して開催します。 

マスクを着用してご来場ください。 

・当日発熱のある方、実施日前１４日以内に直近で新規感染者が多く

確認されている地域への移動歴がある方、同居家族や身近な人に感

染が疑われる方がいる場合は参加を控えてください。 

・当日、会場での検温及び体調チェックシートのご記入にご協力をお 

願いします。 

・今後の感染拡大状況によっては急遽中止とさせていただくこともご       

ざいますので、あらかじめご了承ください。 

  

 

山口市教育委員会社会教育課 

放送大学山口学習センター 

主 催  

名田島地域交流センター 

TEL ： 083-972-6720 FAX ： 083-972-6731 

E-mail ： natajima@city.yamaguchi.lg.jp 

お申込み・お問合せ先（TEL・FAX・E-mail） 

★新型コロナウィルス感染拡大防止へのご協力のお願い★ 

受講料 

無料 



ネットやＳＮＳによる誹謗中傷が社会問題化する中、実体験に基づくお話をお伺いし、あらため

て人権について考えてみませんか。 

■日時 12 月 12 日（土）14 時 ～ 15 時 40 分 

■場所 山口県教育会館（大手町 2 番 18 号） 

■内容 オンライン講演会「言葉の責任 ネットの被害者・加害者にならないために～命の大切さ、人生の大切さ、あき

らめない心～」、展示（人権啓発ポスター児童生徒作品、人権標語コンテスト「人ＫＥＮゴーシチゴ」生徒作品） 

■講師 スマイリーキクチ氏（タレント） 

■定員 180 人（無料 要申し込み） 

■手話通訳・要約筆記・託児  会場参加のみ有。託児は要予約 

■申し込み方法  

・会場参加の方…メール・ＦＡＸ・はがき・電話のいずれかで、参加される方の氏名・住所・ 

        電話番号を記載して申し込み ※定員を超えた場合は抽選                

・ZOOM 参加の方…メールで、参加される方の氏名・住所・電話番号を記載して申し込み 

■申込締切 １１月２７日（金）必着 

      ※締切後に入場整理券を送付。ZOOM 参加の方へはメールで案内します。 

■申し込み・問い合わせ 市人権推進課 

☎： 083-934-2767 FAX ： 083-934-2867 Ｅメール： jinken@city.yamaguchi.lg.jp 

★山口市からのお知らせ★ 

人権推進課 

スマイリーキクチ氏 

主事の 

体験レポート 

令和３年１月２４日開催予定の第１５回南部地

区親睦フットサル大会ですが、新型コロナウイ

ルス感染症が終息していない現状から中止とさ

せていただきます。関係者の皆様におかれまし

ては、何卒、ご理解の程お願い申し上げます。 

★なたじまニュースコーナー★ 

稲刈りと桜 不思議な風景 今年もようこそ  

  名田島にコウノトリ 

10 月中旬頃、地域の方から「季節はずれの桜が咲い

ているよ！」との情報提供を受け、百間橋近くの川沿

いへ。行ってみると確かに季節外れの桜が！たまた

ま近くを通られた地域の方に聞いてみると、「台風で

葉が落ちたことによる影響かも」とのこと。稲刈りの

様子と桜が一緒に見られる不思議な光景でした。 

10 月下旬、「コウノトリが来てるよ！」と地域の方

から連絡があり新開作東へ。行ってみると２羽のコ

ウノトリが仲良く休憩していました。名田島では以

前も昭和地区でコウノトリの姿が見られたことも

あり、ひょっとしたらあの時のコウノトリがまた今

年も名田島に来てくれたのかもしれませんね！！ 

「つむぎラボ」さんの 

ヒンメリ講座におじゃましました 

 

大殿のふるさと伝承センターで開催された、つむぎラボさんのヒンメリ

講座に参加しました。つむぎラボさんは、名田島の麦わらを使った蛍か

ごやヒンメリ作り等を広める活動をされています。主事作のヒンメリ 

をセンターに飾っていますので機会があったらのぞいてみてください。 

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。 

■日時    令和 3 年 1 月 10 日(日) 

       第 1 部  13 時～受付 14 時～記念式典 

       対象地域：湯田、吉敷、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山、小郡、秋穂、阿知須 

       第２部   15 時～受付 16 時～記念式典 

       対象地域：大殿、白石、仁保、小鯖、大内、宮野、平川、徳地、阿東 

■場所    市民会館（中央二丁目 5-1） 

■対象    平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日に生まれた方 

■案内状   １．令和２年 11 月 1 日時点で山口市に住民登録をされている方 

         令和２年 11 月中旬ごろに案内状を発送いたしますので、届きましたら案内状の記載に従って参加申込手続きを 

         お願いいたします。 

２．上記１．以外の方 

  下記連絡事項を添えて、Ｅメールにて社会教育課まで案内状の送付先を御連絡ください。 

  11 月中旬以降、順次案内状を発送いたします。 

＊申込先 社会教育課（Ｅメール） s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp 

＊メールタイトル「令和３年山口市成人式案内状送付希望」 

＊メール本文 

（１）氏名 (２）フリガナ （３）案内状の送付を希望する住所 （４）連絡先となる電話番号  

（５）世帯主氏名（山口市内の実家に送付を希望される場合のみ） 

（６）参加を希望する式典（第 1 部もしくは第 2 部） 

■事前申込み 案内状が届きましたら改めて、式典への事前参加申し込みが必要です。 

       式典への事前申込の方法については案内状を御参照ください。 

■その他   ・介助等の配慮が必要な方はご相談ください。 

       ・当日は、送迎バスを運行する予定です。詳細は案内状をご覧ください。 

       ・地域ごとの集合写真撮影につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、行いません。 

■問合せ   社会教育課 Tel083-934-2865 

～最近運動をしていない、外出が減りコロナ太りをしている、 

運動に取り組むきっかけが欲しいと思うことはありませんか？～ 

運動習慣を身に付ける第一歩として、まずはご自身の歩数を知ることから始めてみませんか？山口市では、運動不足を解消したい

方が、気軽に運動を始められるようにサポートしています。歩数を記録して提出していただくと、応援メッセージや健康情報をお

届けします！ 

 

気になる方はこちら 

 

 

やまぐち歩数アップサポート 検索 
パソコンやスマートフォンで検索 

「やまぐち健幸アプリ」の活用もお勧めです！ 
やまぐち健幸アプリを活用すると毎日の歩数や歩いた距離、消費カロリーなどを計測でき毎日のウォーキングがさらに楽しくな

ります！ 

他にも、こんなサービスが受けられます 

・目標達成率によって、ちょるるのイラストと応援メッセージが変わりやる気アップ！ 

・体重・血圧・健康状態・健診受診の記録をメモ登録でき、簡単な日記代わりにも。 

・市や県からの健康づくりに関する情報を定期的に獲得できます。 

ご自身の健康づくりにぜひご活用ください♪ 

アプリのインストールはこちら 
【問い合わせ】山口市健康増進課  

TEL(083)921-2666   FAX(083)925-2214 

社会教育課 

健康増進課 


