
 

 新型コロナウィルス感染症感染拡大防止の観点より下記行事につきましては中止させて頂く

こととなりました。関係者の皆様、及び開催を楽しみにしてくださっておりました皆様

に深くお詫び申し上げます。 

 何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

名田島ちょうちんちょこっとまつり中止のお知らせ 

 ７月１７日（土）に開催を予定しておりました「第８回名

田島ちょうちんちょこっとまつり」につきまして、新型コロ

ナウィルス感染症の国内での感染拡大を受け、実行委員会

で協議を重ねた結果、地区民の皆様の健康・安全面を第一に

考慮し、「中止」することにいたしました。 

  

 関係者の方々、そして開催を楽しみにされていた地域の

皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び

申し上げます。 

 

 昨年に続く２年連続の中止となり大変残念でなりません

が、実行委員一同、次のちょうちんちょこっとまつりの開催

に向けて引き続き準備を進めて参ります。何卒ご理解、ご協

力くださいますようお願い申し上げます。 

名田島ちょうちんちょこっとまつり実行委員会 

         実行委員長 山下 宏 

 新型コロナウイルスの影響により中止となった行事のお知らせ 

・５月２６日（水） 「新緑の中、フットパスのコースを歩いてみよう！」 

（たくさんのお申し込みありがとうございました。今後も開催予定がた 

 ちましたらお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。） 

 

・７月上旬「親子食育活動 スイートコーンもぎ取り＆パン作り体験」 
 

 

 
 

○ 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  山口市南部８地域に在住・在勤の方       

○ 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： Windows10 など） 

○ 日時・会場  7 月 9 日（金）、16 日（金）、30 日（金） 

        10:00 ～ 12:00 二島地域交流センター 

○ 申し込み  6 月 18 日（金）までに、二島地域交流センターへ 

       （電話： 083-987-2059） 

          

内  容 日 時 受講料 会場・申し込み先 申し込み締め切り 

初心者向け 

Zoom 使い方講座 

10 月 15 日 

10 ： 00 ～ 12 ： 00 
1,000 円 

秋穂地域交流センター 

（083-984-2132） 
９月２４日(金) 

オリジナル 

年賀状を作ろう 

11 月 1 ２日、１９日、２６日 

10:00 ～ 12:00 
2,000 円 

佐山地域交流センター 

（083-989-3525） 
10 月 2 ２日(金) 

令和３年山口市成人式が行われました 

 ５月４日（火・祝）、新型コロナウイルスの影響で

延期となっていた令和３年山口市成人式が執り行わ

れました。 

 新型コロナウイルス感染症対策として式典は２部

制で行われ、地区ごとの集合写真もありませんでし

たが、参加されていた新成人の笑顔がマスク越しで

はありますが見えました。 

 新成人のみなさま、おめでとうございます。 

 新型コロナウイルスの影響で、外出を控えた結果、運動不足になる人が増えています。ウイルスから身を守

る免疫力を高めるためには、バランスのよい食事や十分な睡眠に加え、「運動」が有効とされています。感染

防止を図りつつ、体力や免疫力の維持・向上のため、運動に取り組むことが大切です。 

 市では介護予防や地域での通いの場づくりのため、「いきいき百歳体操」の普及に取り組んでいます。おも

りを使用したゆっくりとした筋力運動で、DVD を見ながら簡単に行うことができます。「どんな体操か体験し

てみたい」という方は、まずは体操講師によるプレゼンテーションを御利用ください。 
 

                 【対象】 

                 ・65 歳以上の方を含む、5 人以上のグループであること 

                 ・実施場所・人数分の椅子が確保できること 

                  費用】 

                  無料 

                 【プレゼンテーションの内容】 

                 介護予防の話、いきいき百歳体操の紹介と実施（所要時間は 1 時間程度） 

                 【問い合わせ先】 

                 山口市川東地域包括支援センター TEL083-986-2077 

いきいき百歳体操に取り組んでみませんか？～運動で免疫力アップ！～ 

令和３年度山口市南部８地区合同パソコン講座 

今後の予定 



 ５月１４日（金）、１７日（月）、１８日（火）

の三日間、名田島小学校にて子どもたちが育て

た「たまねぎ」の販売が行われました。多くの

人が訪れ、大盛況でした。       

危険箇所の見回りと草刈りを行いました 

 ５月８日（土）に、青少年健全育成地区

民会議の取り組みとして、小学校教育振

興会と合同で事故防止のための危険箇所

の見回りと草刈り（今年度１回目）を実施

しました。昨年度はコロナウイルス感染

拡大防止のため中止となりましたが、今

年度は実施することができました。 

 名田島地区の危険箇所を現地確認し、

注意看板のチェックや周辺の草刈りを行

いました。 

 危険箇所見回りについては今後も定期

的に実施していきます。 

名田島小学校で子どもたちが育てた「たまねぎ」の販売が行われました 

山口市 LINE 公式アカウントの友だち登録をされていますか？ 

▲袋には１つ１つ感謝のメッセージ付きで、温かい気持ちになれました。  

 たまねぎは甘くてとってもおいしいです。 

 令和２年８月に運用を開始した山口市ＬＩＮＥ公式アカウントをリニューアルしました。窓口の混雑状況が分か

る機能や、水道料金の支払い方法について調べる機能を新たに追加し、山口ゆめ回廊博覧会に関するイベント情報に

ついても確認できるようになりました。「便利で豊かな未来社会」に向けて、今後も機能の拡充を続けていきます。 

ホーム画面に表示されるメニューボタンから、知りたい情報を簡単に探すことができます。 

【メニューボタンから探すことができる情報】 

■休日当番医・条件に合う病院 

■市報やまぐち・市ウェブサイト 

■行政手続き 

 ・行政手続き方法 

 ・電子申請手続一覧 

 ・窓口混雑状況 

 ・税や保険料・水道料金等の支払い方法、ＷＥＢ口座振替 

■防災・災害 ■イベント ■ごみ ■交通 ■オンライン学習 ■移住・定住 

 

ＬＩＮＥ公式アカウント名：山口市 

ＬＩＮＥ ID ：@yamaguchi‐city 
 

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  

※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。 

ナンブエリアＲＡＰ プレゼント企画のお知らせ 

交流センター１階地域担当で貸し出してい

ます。梅雨のお供を探しにぜひ

お気軽におこしください。 

交流センター新入荷図書のお知らせ 

南部エリアの PR 動画の公開を２０２０年１１月から始めましたが、５月５日に視聴回数が

５，０００回に達しました！これを祝してクイズイベントを行います！ 

 

①.陶ケ岳を空撮している場面があります、なんという山から撮影しているでしょうか？ 

②.37 秒の場面で映っている文化財の名前は「名田島新開作〇蛮樋」といいますが、○の中に入る

文字は何でしょうか？ 

③.40 秒の場面に登場する施設は、国の文化財に登録されていますが、次のどの文化財に登録されているでしょう

か？ (1)無形文化財 (2)有形文化財 (3)民俗文化財 

④.49 秒の場面で、海の向こうに見える瀬戸内海に浮かぶ小さな島の名前は何でしょうか？ 

⑤.男の子が秋穂八八箇所霊場の札所の前で歌っている場面がありますが、何番札所でしょうか？ 

⑥.地酒「山頭火」を作っている酒蔵があるのはどの地域でしょうか？ 

⑦.歌詞の中にある「栗より甘いくりまさる」は何という野菜でしょうか？ 

⑧.男の子が滑っているローラー滑り台の向こうに見える橋の名前は何でしょうか？ 

⑨.大村益次郎の銅像が左手に持っている本のタイトルは何でしょうか？ 

⑩.動画のふちに出てくるイラストのうち、（微妙に動いているものは除き）明らかに動いているものが 6 つあり

ますが、そのうち 4 つお答えください。 

 〒 753-8650 

 山口市亀山町 2 番 1 号  

 山口市役所定住促進課 

 Eメールアドレス teiju@city.yamaguchi.lg.jp 

【下記についてご記入ください】 

・〒住所 ・氏名 ・年齢 ・電話番号 

・ナンブエリア Rap の感想 

・クイズの答え 

（10 問すべてご記入ください） 

・希望する商品の番号 

（一つだけご記入ください） 

2021 年 6 月 30 日（水曜日）までに、郵便はが

き（6 月 30 日の消印有効）または E メールで、

下記について記入の上お送りください。当選発

表は、商品の発送を持ってかえさせていただき

ます。 

1.ナンブエリア Rapを歌っている P.O.Pも着ているオリ 

 ジナル Tシャツを 1名様に 
 

2.南部地域特産品詰め合わせを 1名様に 
 

3.ナンブエリア Rapに登場している数井琥恩君もかぶっ 

 ていたオリジナルキャップを 1名様に 
 

4.眺望の宿「あいお荘」の車海老ミニ会席と温泉入浴の 

 セットを 1名様に 
 

5.道の駅きららあじすのお食事処「然り」 

 の然り御膳を 1名様に 

 

（各プレゼントの詳細は山口市 HPでご確認ください） 
 

応募方法 

『スモールワールズ』一穂 ミチ  

『白鳥とコウモリ』東野 圭吾 

『エレジーは流れない』三浦 しをん 

『ミカンの味』チョ・ナムジュ 

『正欲』朝井 リョウ 

プ レ ゼ ン ト 


