
 

 

 

 
●日時 ２月１６日（日）※雨天中止 

（実施する場合７時３０分に煙火をあげます） 

●受付 ８時３０分～８時５０分 大殿小学校 

●開会式 ８時５０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込 １月３１日（金）まで 

に大殿地域交流センターに申し 

込んでください（申込書は大殿 

地域交流センターにあります） 

●問合せ 大殿地域交流センター  

☎０８３-９２４-５５９２ 

 
 いまの学校給食ってどんなものが食べられて

いるんだろう？実際に学校へ行って、食べてみ

ましょう。 

●日時 １月２４日（金）１２時集合 

●場所 大殿小学校 家庭科室 

※自家用車でお越しの場合は、交流センターへ

駐車してください。 

●内容 給食の試食、栄養教諭による給食の話、 

配膳・食器の片付け、食後校内めぐり 

●対象 大殿地域在住の方 

●定員 先着２０人  ●参加費 ３００円 

●持ちもの スリッパ、ランチョンマット 

●募集締切 １月１７日（金） 

●申込・問合せ 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４-５５９２ 

 

 

 
令和２年度にそれぞれの施設について、定期的な利用を希望する団体を募集します。登録を希望す

る団体は、申請書（１月８日以降大殿地域交流センター窓口で配布）に必要事項を記入のうえ、大殿

地域交流センターへ提出してください。詳しくは大殿地域交流センターにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月号   ＮＯ．１３０ 

令和元年１１月３０日現在（登録上） 

大殿地区世帯数   ３，９１７戸 
大殿地区人口    ７，７０４人 

内 男性    ３，６８３人 
    女性    ４，０２１人 

発行：大殿地域交流センター活動推進委員会 
山口市大殿大路１２０番地４ ＴＥＬ：９２４－５５９２ ＦＡＸ：９２４－５５９７ 

 謹んで新年のお慶びを申し上げます。平素よりご協力とご支援を賜り、 

厚くお礼申し上げます。本年もなにとぞよろしくお願いいたします。 

【メニュー】ごはん、鶏肉のはちみつ焼き、 
高菜の煮びたし、やかましいみそ汁、牛乳 

大殿地域交流センターの定期利用団体 

●登録可能な団体 

大殿地域住民が２分の１以上加入する５人以

上の団体 

●申込期限 １月２９日（水）※期限厳守 

●定期利用団体代表者会議 

２月７日（金）１９時から大殿地域交流セン

ターで、利用曜日・時間を決定します。 

※登録希望団体は、定期利用団体代表者会議

に必ず出席してください。代表者が出席でき

ない場合は代理の方の出席をお願いします。 

 

 

大殿小・中学校体育施設の定期利用団体 

●登録可能な団体 

市内に在住・在勤・在学者で１０人以上の会

員で組織された各種スポーツ団体 

●申込期限 １月２９日（水）※期限厳守 

●定期利用団体代表者会議 

２月１７日（月）１９時から大殿地域交流セ

ンターで、利用曜日・時間を決定します。 

※登録希望団体は、定期利用団体代表者会議

に必ず出席してください。代表者が出席でき

ない場合は代理の方の出席をお願いします。 

 

 

種目 距離 出発時間
親子ペア ２km ９時２０分
小学４～６年生女子 ２km ９時２０分
小学４～６年生男子 ３km ９時４０分
中学生女子 ３km １０時１０分
中学生男子 ５km １０時４０分
一般女子 ３km １０時１０分
一般男子 ５km １０時４０分



 

 

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は、
１月８日（水）・２０日（月）です。 
地域の皆さん、ご理解とご協力をお願いし
ます。 

 
●日時 １月２５日（土） 

１０時３０分～１２時 

●場所 大殿地域交流センター 和室 

●内容 ☆今月のクイズ ☆折紙工作 

☆まま・ちぇりーずの絵本読み聞かせ 

☆自由に読もう（「や」のつく絵本） 

●申込 不要 

 
●日時 ３月１日（日） 

１０時～１２時（集合９時４５分） 

●場所 大殿地域交流センター 和室 

●内容 色々なおひなさまを見ながら、親子で

ミニスタンプラリーを楽しみましょう。おひな

さま飾りの体験もできます。 

●定員 先着１０組 

●対象 子育て中の父親と子ども（乳幼児～小

学３年生まで）※家族参加可・ひとり親家庭参加可  

●参加費 お子さま一人につき１００円 

●募集締切 ２月２０日（木） 

●申込・問合せ 大殿子育てひろば「キラ♢き

ら」☎０８３-９３２-６７７８ 開館時間 祝日

を除く月・火・木曜日１０時～１６時 

 
乳幼児のご家族の皆さん、お子さんと一緒に

遊びにきませんか。初めての方でも大丈夫！子

育てで不安なことを母子保健推進委員に相談で

きます。ぜひご参加ください。 

●日時 １月９日（木） 

    １０時～１１時３０分 

●場所 大殿地域交流センター 和室 

●参加費 無料   

●申込 不要 

●問合せ 浅原 ☎０８３-９２１-２５１０ 

※２月の開催日は１３日（木）です。 

 

 

 

 
市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児

とその保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、

絵本を通して親子の絆を強めることができる

「ブックスタート体験会」を開催しています。

ぜひご参加ください。 

●日時 ２月３日（月）１４時～１５時３０分 

●場所 市保健センター（糸米二丁目６番６号） 

●対象 令和元年７月１日から令和元年９月 

３０日の間に生まれた乳児とその保護者       

（大殿・白石地域）※受付は随時行います。 

・所要時間は１５分程度です。 

・対象者にはハガキでご案内いたします。   

●問合せ 市立中央図書館 

☎０８３-９０１-１０４０ 

 
●日時 １月１２日（日） 

１３時４０分～ 大抽選会、式典 

１５時５０分～ 大殿地域写真撮影 

（場所：小ホール②） 

●場所 山口市民会館 

●対象 平成１１年４月２日から平成１２年４

月１日までの間に生まれた方 

新成人の皆さんには、11月中旬に案内状を送

付しました。本市に住民票のない方も参加でき

ますので、参加希望者はご連絡ください。また、

障がいのある方で、出席に不安のある方はご相

談ください。 

●問合せ 市社会教育課☎０８３-９３４-２８６５  

～成人式記念写真の贈呈について～ 

 おおどのコミュニティ協議会では次世代育成

事業の一環として山口市成人式において、大殿

地域で写真撮影をされた新成人の皆さんに、記

念写真を贈呈します。 

●期間 ２月 3日（月）～ ３月９日（月） 

平日（水曜日を除く）9時～17時 

●場所 おおどのコミュニティ協議会 事務局 

（大殿地域交流センター２階） 

●問合せ ☎０８３-９２９-３３８８ 

※期間中は無料（地域からのお祝いとしてお渡

しします。）期間を過ぎると有料（直接、写真館

に問い合わせていただくようになります。）

 



 

 

 
●日時 ２月５日（水） 受付 ９時～１０時 

●場所 市保健センター（糸米二丁目６番６号） 

●対象 市民で健康づくりに関心のある方、健

康診査結果についてご相談がある方など 

●内容 骨の強さ測定、体組成測定、保健師・

管理栄養士との健康相談、各種展示（骨そしょ

う症について）など 

●参加費 無料    ●申込 不要  

受付時間内に会場にお越しください。 

●持参品 各種健康診査結果、健康手帳（お持

ちの方） 

※体組成測定のご希望のある方は裸足
は だ し

になれる

服装でお越しください。 

●問合せ 市保健センター 健康増進課 

☎０８３-９２１-２６６６ 

 
●会場 山口きらら博記念公園 

●日時 １月１９日（日） 

多目的ドーム９時 30分スタート 

体協の部に出場します。地域を代表して 

２チーム、総勢１０人の選手が走ります。 

みなさん応援よろしくお願いします！ 

 
 １１月２３日、大殿地域交流センターで、

「鳳翩山
ほうべんざん

のてっぺんからながめよう」と題した

講座を２９人が受講しました。講演では、県内

で採集された標本なども見ながら、県内の地形

や地質の特徴を学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 １１月３０日、大殿地域交流センターで、市

歴史民俗資料館特別展「大内氏のトビラ」につ

いての講座を行い、１９人の参加者が企画担当

学芸員の田村さんから貴重なお話を伺いました。

講演後は資料館に移動し、直接展示物も解説し

てもらう、ぜいたくで楽しい時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 １２月７日、東鳳翩山に１４人で登りました。

地元に住んでいながらも、初めて登る方もおり、

当日は晴天に恵まれ、頂上から見える山や建物

を解説してもらいながら、絶景を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
１２月８日、湯田地域交流センターで開催し、

１６人が参加しました。３地域合同のグループ

で交流しながら、初めて自分で３枚におろした

アジを、たたきやフライに調理しました。参加

者から「家でも魚をさばいてみよう！」との声

も聞かれ、大いに役立ったようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

【メニュー】 
アジのフライ、アジの
たたき、あら汁 
サラダ、ごはん 

１２月２５日、
みんなでしめ縄
と門松を作りま
した。 

ミニ門松 
 



 

 

               
 

 

◇◆令和元年度 大殿地区人権学習のつどい◆◇ 

大会テーマ  『人として共に生きる喜びあふれる大殿のまちづくり』 

～自分の中にある人権感覚を磨く～ 

▼日時 令和２年２月１日（土）９：３０～１２：００ 

▼場所 大殿地域交流センター １階 講堂 

▼対象 大殿地域在住、在勤の方 

 人はひとりでは生きていけません。地域・学校・家庭、様々な場所で会話したり、助けあっ

たりして、つながりながら生きています。つながりとは信頼関係であり、その根底は、人とし

て互いを尊重し合う人権感覚ではないでしょうか。 

身近な人権について一緒に考えてみませんか。  

＜スケジュール＞ 

９：３０～ 

『開会式』 

大殿地区人権学習推進の取組経過報告 

大殿小学校児童の「人権に関する標語」表彰式 

『意見発表』 

大殿小学校児童、大殿中学校生徒 

『講演』 

アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）について 

  講師 温品 富美子 氏（有限会社ケイ・アンド・ワイ） 

 

★アンコンシャス・バイアスとは･･･私たち誰もが持っている思 

い込み、考え方のかたよりのことです。その人の価値感や生育 

歴、周りの環境等に大きく影響を受ける傾向があるといわれま 

す。 

 

１１：４０～ 

『人権宣言』 

『アトラクション』 

銀の鈴、大殿小学校合唱部、全員合唱 

『閉会』 

意見発表 

全員合唱 

（前年の様子） 

 

「男性だから」「女性なのに」 

「高齢者だから」「子どもだから」 

「既婚だから」「未婚だから」 

講演会 講師  温品
ぬくしな

 富美子 氏 （有限会社ケイ・アンド・ワイ） 

金融機関で接客応対・店頭営業の基礎を身につけ、新入行員育成にも関わり、
リーダーシップの取り方を学ぶ。平成 5年（有）ケイ・アンド・ワイ入社。
平成 10年やまぐち女性起業家スクールを修了したことを機に、接遇マナー・
ビジネスマナー・コミュニケーション能力開発の研修講師として、県内の官
公庁・企業・病院・福祉施設・学校等で活動。 

 


