
サマースタディ２０２１参加者募集！！ 

  

 

■日 時  令和３年８月２日（月） 

      １～３年生：９：００～１０：００  ４～６年生：１０：３０～１２：００ 

■定 員  各１５名 

■場 所  名田島地域交流センター ２階 創作室 

■講 師  中岡 佑輔氏（地域おこし協力隊） 

■参加料  １～３年生：２００円  ４～６年生：５００円  

（材料費）  

■持参品  参加料、作品を持ち帰る袋、マスク、飲み物 

■申込先  名田島地域交流センター（０８３－９７２－６７２０） 

■申込期間 ７月１日（木）～７月２６日（月） ※先着順。定員に達し次第締め切り。 

 ２０１９年の名田島ふるさとまつりでもワークショップが開かれたレザークラフト教室を、今年度

はサマスタで開催します！革素材を使った工作を体験してみませんか？ 

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す。 

４～６年生の部では、害獣対策の活動についても講師の方よりお話をしていただきます。 

＊コインケース＊ ＊アコーディオンポーチ＊ ＊キーホルダー＊ 

 ８月末にサマースタディその②「芝生遊び＋スプリンクラー水浴び」の 

 実施を予定しています！次号のセンターだよりにて詳細について掲載＆ 

 募集案内をしますので、ぜひチェックしてください！！！ 

（コインケースのサンプルが地域担当にございますので、お気軽に見に来てください） 

【完成イメージ】 

 毎年恒例の小学生を対象とした夏休み講座「サマースタディ」。今年も新型コロナウイルス感染

症対策を行いながら講座を実施します。ぜひぜひご参加ください！ 

※今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「料理教室」「バスツアー」は実施を見送らせ

ていただきます。ご了承ください。 

 

脂質異常症予防教室のお知らせ 
 今からでもできる脂質異常症の予防、最近の治療、日頃の生活で気をつけることについてこの機会に学んでみませんか？ 
 

〇日  時 令和３年８月１９日（木）14 ： 30 ～： 16 ： 45 

〇場  所 山口市秋穂保健センター 1 階多目的ホール 

〇内  容 講話「脂質異常症予防教室」 講師 小田医院 院長 津田 真一氏  

      講話「血管の若さを保つために～脂質異常症予防の食事～」 講師 市管理栄養士  

〇対  象 市民 20 人程度    

〇持参品等 筆記用具  

〇申込方法 電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌで山口市小郡保健福祉センターへお申し込みください。 

    ＴＥＬ 083-973-8147 ＦＡＸ 083-973-8280 Ｅ－ｍａｉｌ og-kenko@city.yamaguchi.lg.jp 

     （FAX、E-mail の場合は、地区・氏名・年齢・電話番号を明記） 

〇申  込  7 月 15 日（木）～ 8 月 13 日（金）   

〇お問い合わせ 山口市小郡保健福祉センター（小郡総合支所総合サービス課 健康づくり担当） 

        ＴＥＬ０８３－９７３－８１４７  

 

開催月 場所 内容 

９月 八雲神社 （陶） 神社×ＹＯＧＡ 

１０月 河原谷公園 （佐山） パークヨガ 

今後の予定 ※開催が近くなりましたら募集記事を掲載します 

〇 日 時  ８月７日（土）７：３０～９：３０ 

〇 場 所  美濃ケ浜海浜広場（山口市秋穂二島４３４－１５） 

○ 対 象  山口市南部地域在住・在勤の女性 

      （小郡､秋穂､阿知須､陶､鋳銭司､名田島､二島､佐山､嘉川） 

〇 講 師  沼 良枝 先生（ヨガインストラクター）      

○ 定 員  ２０人（先着順） 

〇 託 児  なし 

○ 参加費  １０００円（食事代込み） 

○ 持参物  ヨガマット、飲み物、マスク 

〇 日 程  ７：００～ 受付 

       ７：３０～８：３０ ヨガレッスン 

       ８：３０～９：３０ インストラクターとの懇談 

〇 その他  当日、体温が３７．５度以上ある方は参加をお控えください。 

〇 申込み  ７月３０日（金）までに二島地域交流センターへ 

       （☎０８３－９８７－２０５９） 

沼 良枝 先生 

美祢市出身 山口市在住 

1991 生 

一児の母(2015 年出産) 

2019 年ベストボディジャ

パン山口大会準優勝 

朝の涼しい風を感じ、海を眺めながらストレッチ＆ヨガを体験してみませんか？ 

運動初心者さん、体が硬い方にもやさしい教室です。 

朝ヨガで気持ちよく１日をスタートさせましょう！ 

 例年夏の時期に開催される、地域版チャレンジデーにつき

まして、新型コロナウィルス感染症感染拡大防止の観点より

中止することとなりました。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。 

  

 南部の総合型地域スポーツクラブを中心として開催されて

きた、地区ごと（一昨年は鋳銭司・二島・佐山・名田島が参加）

でラジオ体操の参加人数を競う地域版チャレンジデー。名田

島では名田島コミュニティクラブが中心となりこれまで大健

闘してきました。２年連続の開催中止となり残念ですが、来年

の開催に期待です。 

一昨年の様子 

令和３年度地域版チャレンジデー 開催中止のお知らせ 



 

『山口ゆめ回廊博覧会』がいよいよ開幕です 

名田島小学校２・３年生が交流センターを探検 

車座トーク２１が開催されます 

 市内 21 地域の各地域づくり協議会等の皆さんと市長が、市政や地域づくりについて語り合う移動市長室

「やまぐち車座トーク 21」を開催します。 

 なお、昨年度同様、新型コロナウイルス感染症対策として「新しい生活様式」を踏まえた開催とし、「身

体的距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い（手指消毒）」を徹底します。 

また、出席者についても、地域づくり協議会や地域関係団体の役員の方等を対象とし、いわゆる「3 密」に

ならないいように配慮した上で実施します。 
 

開催日：令和３年８月２日（月） 

場 所：山口南総合センター 

内 容：市政報告（令和 3 年度予算における各地域関連事業の進みぐあい及び前年度の移動市長室に   

    おける意見等への対応状況） 

    懇談（市政や地域づくりなどについての意見交換） 

いよいよ、『山口ゆめ回廊博覧会』開幕です！ 
山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・

津和野町の７市町全域で、博覧会の期間中、地域の 

魅力を生かしたイベントが盛りだくさん。 

ぜひ、ご参加ください！ 

 

▲後日、お礼のお手紙を冊子にしたものをいただ

きました。当日案内役だった主事はみなさんのあ

たたかい言葉に感激しました。また名田島の行事

でみなさんと会える日を楽しみにしています。 

 ６月１７日（木）、名田島小学校２・３年生の皆さんが社会科の学習の一環で名田島地域交流センター

を見学に来てくださいました。「コロナ対策はどんなことをしていますか？」など、交流センターにつ

いていろいろな質問もしてくれました。短い時間でしたが、交流センターがどんなところか覚えてくれ

ていたら嬉しいです。またいつでも遊びにきてくださいね！夏休みのご利用も待ってます！ 

■開幕イベント『こんにちは、ゆめはく！』 

日時：７月３日（土）・４日（日）１０時～１５時 

場所：新山口北口交通広場・KDDI 維新ホール 

音楽ライブやパフォーマンス、ワークショップや 

マルシェなど盛りだくさんの２日間です。 

博覧会のイベントは１９０以上あります！詳しくは公式 WEB サイトで →  

『公式ガイドブック』も書店で販売中。お得なクーポン付きです！ 

■ゆめ散歩 2021「ガイドさんと行く！ 

とっておきのまち歩き！」（全 62 プログラム） 

地元ガイドが案内するまち歩きや、 

特別な場所でちょっとした贅沢な 

体験が楽しめます。 

 

 ☆山口ゆめ回廊博覧会公式ガイドブックはセンター１階ふれあいサロンでも閲覧できます。ぜひお越しください。☆ 

 

交流センター新入荷図書紹介・図書室よりお願い 

 

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。 

返却されていない本があります。 

お心当たりのある方はご返却よろしくお願いします。 

著者名 著書名 

石原 慎太郎 天才 

崎田 ミナ すごいストレッチ 

池井戸 潤 下町ロケット 

瀧森 古都 孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 

佐々木 譲 廃墟に乞う 

宮部 みゆき 小暮写眞館 

宮部 みゆき 初ものがたり 

 

名田島地域交流センター図書室 
 

 ■開館時間  

  月～金 （祝日除く） 

  ８：３０～１７：１５  

 ■本の借り方 

 ・登録などは不要です。 

 ・借りたい本に挟んであるカードに 

  お名前・貸出日を記入し地域担当 

  のカード BOX に入れてください。 

 ・貸出期間は原則２週間です。 

 ・貸出冊数制限はありません。 

【名田島地域交流センター図書室よりお願い】 

 ゆめ回廊博覧会開催に合わ

せて、山口のことを詳しく

知ってみませんか？ 

☆新刊はセンター１階地域担当の図書コーナーに配架しています☆ 

ナンブエリア RAP プレゼントキャンペーン申し込み締め切りは６月３０日（水）までです 

 ６月１日号のセンターだよりでもお知らせ

しましたナンブエリア RAP プレゼント企画。ナ

ンブエリア RAP の YouTube 再生回数 5,000 回

を記念した企画で、クイズに答えて応募する

と、南部地域の特産品や温泉入浴セットが当た

ります！詳しくは市 HP へ。 

 ナンブエリア RAP はセンター１階のふれあ

いサロンでも放映中です！ 

見事当選し、お写真をセンターだよりに掲載しても大丈夫！という方は、下記電話番号にご連絡ください。 

６月の新刊 
『檸檬先生』珠川 こおり 

『神さまのいうとおり』谷 瑞恵 

『遅番にやらせとけ』キタハラ 

『山口のトリセツ』清水 康史 

『老いの福袋 あっぱれ！ころばぬ先の知恵 88』樋口 恵子 


