
 

 行政窓口担当 義永 栄一      地域担当 上田 梢 
 （小郡総合支所総合サービス課へ）           （小郡地域交流センターへ） 

３年間、大変お世話になりました。 

皆さんから優しく声をかけていただき、楽しく過ごす

ことができました。ありがとうございました。 

また、お祭りなどには遊びに来させていただこうと

思っています。またお会いしましょう☺ 

５年間、大変お世話になりました。 

名田島の皆さまに支えていただき、感謝しております。 

今後も名田島地域がますます発展することを祈念いた

します。 

ありがとうございました。 

 このたび、行政窓口担当の義永が異動し、後任に橋本が着任しました。また、地域担当の上田が退職

し、後任に福永が着任しました。今後ともよろしくお願いいたします。 

  阿知須総合支所総合サービ

ス課より異動してきました

橋本です。 

名田島の事は何もわかりま

せんが、地域の皆様のお役

にたてますよう、努力して

いきたいと思っています。 

何かわからない事などあり

ましたら遠慮なく声をかけ

て下さい。よろしくお願い

いたします。 

   行政窓口担当：橋本 慶子    地域担当：福永 理恵子 

４月から名田島地域交流

センターで働かせていた

だく福永です。 

慣れるまでご迷惑をおか

けする事もあるかと思い

ますが、精一杯頑張りま

すので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

令和４年度名田島地区体育行事予定について 

※センターだより４／１号でお知らせしましたとおり、５月１日（日）に予定されておりました名田島地区民体 

 育大会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止を決定しています。 

 ４月時点での令和４年度名田島地区体育行事予定は下記のとおりです。 

競技種目は変更となる場合がございます。また、新型コロナウイルス感染症の状況によ

り、中止又は延期となる場合もございます。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 令和４年 ７月１０日（日） ソフトバレーボール大会 

 令和４年 ９月２５日（日） ソフトボール大会 

 令和４年１２月１１日（日） サッカー大会 

 令和５年 ２月１２日（日） 卓球大会 

令和４年度名田島地域交流センター利用団体 

令和４年度名田島地区学校体育施設利用団体 

 興味をお持ちの方・活動内容に関するお問い合わせや、定期利用登録を含む学校体育施設（名田島小

学校体育館及びグラウンド）の利用についてのお問い合わせは、交流センター地域担当（083-972-

6720）までお願いします。 

団体名 活動内容 利用施設 利用日時 

ソフトバレー同好会 ソフトバレー 名田島小学校体育館 毎週金曜 20 ： 00 ～ 22 ： 00 

名田島バレーボールクラブ バレーボール 名田島小学校体育館 毎週木曜 20 ： 00 ～ 22 ： 00 

名田島コミュニティクラブ 

（シニアサッカークラブ） 
フットサル 名田島小学校体育館 毎週火曜 20 ： 00 ～ 22 ： 00 

名田島コミュニティクラブ 

（ヤングサッカークラブ） 
フットサル 名田島小学校体育館 毎週日曜 18 ： 00 ～ 20 ： 00 

１、２年生が地域の方々と昔の遊びを体験！ 

団体名 活動内容 利用日時 利用する部屋 

名田島コミュニティクラブ 運営委員会 第１月曜   １９：３０～２１：００ 創作室 

ヨガ教室 ヨガ、ストレッチ 第１～４火曜 １０：００～１１：３０ 和室 

パッチワーク教室 パッチワーク全般 第２・４火曜 １３：３０～１５：３０ 創作室 

表装同好会 表装（掛軸など） 毎週水曜   １３：００～１７：００ 創作室 

わたぐも会（絵画同好会） 絵画 第１・３木曜 １３：３０～１６：３０ 創作室 

コミクラヨーガ ヨガ、ストレッチ 毎週金曜   １９：００～２１：００ 和室 

生命の貯蓄体操 体操 第２～４金曜 １０：００～１１：３０ 和室 

茶道 茶道教室 最終土曜   １８：００～２２：００ 和室 

山口岳風会 詩吟 第２・４土曜 １３：００～１５：００ 創作室 

 興味をお持ちの方・活動内容に関するお問い合わせや、定期利用登録を含む地域交流センターの

利用についてのお問い合わせは、交流センター地域担当（083-972-6720）までお願いします。 

 ３月２３日（水）、名田島小学校に

て「昔の遊び学習会」が行われまし

た。約２０名の地域の方々が集まり、

１、２年生に「けん玉・だるま落と

し」、「お手玉・おはじき」、「あや

とり・かるた」、「こま・めんこ」の

遊び方を４グループにわかれて丁寧

に教えられ、昔遊びの達人の技に子

どもたちは感激していました。 

 たっぷりと昔遊びを体験した後、

１、２年生から地域の方々へお礼の

プレゼントや、日頃の学習の成果を

発揮したクイズ大会などのおもてな

しがありました。来年の開催も楽し

みですね。 



名田島幼稚園は統廃合し、認定こども園「山口みなみこども園」に 

 

 

 ３月２５日（金）、交流センター主催講座「生き活きハーモニー」にて、ニュースポーツ「クッブ」の体験会を行いました。

クッブは木でできた用具を扱う、的あてと陣取り合戦の要素があるゲームです。クッブに触れたことがない方がほとんどでし

たが、実際にゲーム形式で体験すると、カストピンナ（クッブを倒す木棒）の投げ方もどんどん上達されていました。 

 スウェーデンが発祥のクッブは、強い筋力を必要としないため、子どもから高齢者まで同じレベルで楽しめるニュースポー

ツといわれています。日本の各地域でもクッブ協会が続々と誕生しており（山口県クッブ協会もあります）、普及活動が行わ

れています。ぜひ幅広い年代の方に知っていただければと思います。 

キング 

クッブ 

ニュースポーツ「クッブ」とは？ 
 

 クッブは２チームに分かれ、交互に６本のカスト

ピンナ（木棒）を投げ、相手チームのクッブ（木片）

を倒します。 

 相手チームの全てのクッブを倒した後に、中央の

キング（王様）を倒すと勝ちとなります。 

 倒された自チームのクッブは相手の陣地に投げ

入れて立たせ、そのクッブも倒さないとならないと

いった面白いルールもあります。 

カストピンナを下手投げし、 

相手チームのクッブを倒す 

▲交流センターに名田島幼稚園へのメッ

セージボードもございますので、幼稚園へ

のメッセージを自由にお書きください！ 

ニュースポーツ「クッブ」の体験会を行いました 

 園児数の減少により、山口市立名田島・鋳銭司・二島・秋穂幼稚園は統廃合し、公立で初めてとなる

認定こども園「山口みなみこども園」として令和 4 年 4 月 1 日に開園しました。 

 令和 3 年 6 月から進めていた園舎（旧鋳銭司幼稚園：山口市鋳銭司 3922-1）の増改築工事が完了

したことから、令和 4 年 3 月 26 日（土）には、園舎完成記念式典及び内覧会が開催されました。 

★３月２６日（土）に名田島幼稚園にて行われたお別れの催

し（写真展示・園舎見学）にて放映されていたスライドショー

を、交流センター１階ふれあいサロンのモニターで放映して

います。センターにお立ち寄りの際はぜひご覧ください。 

カストピンナ 

 

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

地域担当：ＴＥＬ ０８３-９７２-６７２０ ＦＡＸ ０８３-９７２-６７３１ 
 

行政窓口：ＴＥＬ ０８３-９７２-０７１０ ＦＡＸ ０８３-９７４-２０１０ 

 家庭学習の習慣づけや規則正しい生活習慣、食事のマナーや行儀作法等、子どもの自立のために親か

ら子へ伝えたいことはたくさんあれど、何度言っても聞かない子どもについイライラしてしまいがち。

『親としての思い』が空回りすることはありませんか？ 

令和４年度第１回山口市家庭教育講座 受講生募集！ 

子どもの気持ちを受け止め、より良い親子関係を作るために、子どもの心の育ちや関わり方について、ワーク等を

通じて学びましょう！ 

参加 
無料 

【日 時】 5月２１日（土）１０時～１２時 

【場 所】 吉敷地域交流センター 

【講 師】 春日 由美 氏（山口大学教育学部准教授、臨床心理士） 

【対 象】 0歳～中学生の保護者 ３０人程度   

【持ち物】 筆記用具 

【託 児】 無料（要申し込み） 

申 し 込 み 受 付     令和４年４月８日（金）～５月 ８日（日） 

抽選結果のお知らせ 令和４年５月９日（月）～５月１３日（金） 

（①または②の方法で、お申し込みください） 

①市ウェブサイトのお申し込み用メールフォーム ②電話（☎ 083-934-2866） 

※お申込み多数の場合は抽選で受講者を決定します。 

抽選結果は当落どちらでもご連絡いたします。期間内に結果が届かなければ、お問

合せください。 

お問合せ先【山口市教育委員会 社会教育課（☎ 083-934-2866）】 

子そだてマナビィ 

 家庭教育応援サイト 子育てマナビィ 

お申し込みお待ちしております！

 明るいあいさつで地域を元気にしようという取り組

みである『あいさつ運動』。昨年１０月に啓発標語が決

定し、啓発標語の看板を見かけた

方もいらっしゃるかと思います。 

 ４月になり、新１年生を含む子

どもたちを登下校の時間に見かけ

ると思いますので、ぜひ暖かいあ

いさつをお願いします。 

２０２２年本屋大賞ノミネート作品（１０作品）貸出できます！ 

本屋大賞の発表は４月６日（水）です！ 

明るいあいさつで新年度・新学年をスタート！ 

交流センターの花壇にもチューリップ 

が可愛く咲いており、春を感じます▶ 


