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① 職   種 事務職                           

                                     

② 勤 務 地 大殿地域交流センター2 階 

                                      

③ 資 格 等 大殿が好きで各団体同士の連携支援をサポートしてくださる方                             

 Excel、Wordなどパソコン作業ができる方           

                                        

④ 就業時間等 週４日（月・火・木・金）９：00～17：00                   

・水曜日はお休み                      

             ・土日の事業および夜間の会議いずれも月２回程度       

 ・勤務日および時間は応相談                   

                                           

⑤ 賃   金 時給８９７円（時間外勤務手当、休日勤務手当は別に定めあり）  

                                     

⑥ 保 険 適 用 労災保険加入、雇用保険加入（週２０時間以上勤務の場合）   

                                       

⑦ 雇 用 期 間 令和 3 年５月１日～令和 4 年３月３１日（更新の可能性あり）  

                                      

⑧ 採 用 予 定 2 人                             

                                      

⑨ 応募方法等 履歴書（自署、写真添付）を事務局までご持参ください。    

                                     

⑩ 応募締切日 令和 3 年４月２０日（火）                  

                                     

⑪ 選考方法等 書類審査選考後、個人面接を行います。                

 

□ 連絡先（お問合せ）                           

おおどのコミュニティ協議会事務局                    

山口市大殿大路１２０－４（大殿地域交流センター ２階事務室）      

☎０８３－９２９－３３８８ 水曜日を除く平日 9：00～17：00      
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おおどのコミュニティ   

協議会って…？         

おおどのコミュニティ協議会は、市の条例に基づいて、平成２1年 6月に

設立した、大殿のまちづくりを進めていく組織です。                 

現在、構成団体１８団体からの会員さんと個人会員さんや連携団体 4団体

の皆さんと協力して活動しています。                  

大殿地域づくり計画を策定し、地域課題解決のための事業や活動について

会議で話し合い、事業運営をしています。                 

あんぜんの分野 あんぜん部会 （事業例）見守り関係団体懇談会      

やすらぎの分野 やすらぎ部会 （事業例）大殿ペタンク大会          

にぎわいの分野 にぎわい部会 （事業例）大殿七夕ちょうちんの企画    

つながりの分野 運営委員会  （事業例）庭木の学校、バス視察 

     

「働くところがあり、心豊かに暮らし続けることができるまちづくり」を基

本理念に掲げ、「チーム大殿」を合言葉に、地域の皆さんと一緒にまちづくり

に取り組んでいくためにはどうしたらいいか、どんな事業にしていったらい

いか、みんなで話し合うことに重点をおいて活動しています。                            

まちづくりに求められていることは、みんなに出番があること、やりがい

につながる活動、人材を育てること、人や団体、そして地域全体をつなぐ地

域コーディネート機能だと捉えています。 

活動を通じて、地域になくてはならない組織にだんだんとなっていければ

いいなと思っています。                         

事務局の主な仕事は会議の資料づくりや事業の準備     

と記録などです。                                          

就業規則もあります。安心して働ける職場を     

目指しています。                       

わたしたちと一緒に働きませんか～！！                    
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２月１７日（水）                

大人のプログラミング教育体験会報告       
 

大殿地域交流センターで、大人のプログラ

ミング教育体験会を行い、６人がプログラミ

ングに挑戦しました。               

講師には、大殿大路にあるファブラボ山口

代表の河口隆さんを迎え、いま小学校で取り

組みが始まっているプログラミング教育の

お話を伺い、実際に学校などで使われている

プログラミングソフトを使って画面上のキ

ャラクターを動かす体験をしました。     

短時間でしたがコンピュータを思い通り

に動かすために必要なプログラミングの考

え方に触れる良い機会となったようです。   

 
 

 

 

 

２月２０日（土）                    

大殿小学校屋内運動場の清掃活動   
 

大殿地区学校体育施設利用団体から総勢

６８人の方が、いつも利用している施設への

感謝の気持ちを込めて、2 月２０日（土）、

大殿小学校屋内運動場の清掃活動を行いま

した。                   

日頃は手の届かない所まで大変きれいに

なりました。清掃活動に参加した皆さん、お

疲れさまでした！              

 

 

 

 

 

 

２月２１日（日）           

つながる大殿七夕ちょうちん事業  

に向けて・・            

～竹伐り作業を実施～    

 

 にぎわい部会で、つながる大殿七夕ちょ

うちん事業に向けた竹の点検を昨年１１月

9日に実施。この点検により、          

・竹の補充が必要               

・冬の寒い時期が竹伐りに適している      

としていた竹の伐り出し作業を２月２１日

（日）に行いました。作業メンバーは７人

で、竹伐り名人の砂井さん・伊藤さんのほ

か、岡野さん、小山さん、品川さん、倉増

さん、村田さんです。               

                       

   

   

   

   

   

・・１０時から２時間かけての作業・・      

伐り出し班   

が水路を降り   

て向いの竹林   

に上がり、伐   

り出しにかか                  

ります。足場の悪いなか、先端の枝ぶりの

よい竹を選んで伐っていきます。テニスコ

ートにしな垂れかかる竹も邪魔になるの

で、ばっさりばっさり伐ります。伐り出し

た竹を受け取る側も葛のツルが絡まって

いるので、これを伐りながらの力仕事です。

運搬班は、ジャンジャン伐り出される竹を

軽トラで運べ     

るように整え    

ていきました。  

伐り出した竹   

は、河畔の森                  

で保管し、次の作業日（枝や葉を整える作

業）に備えています。             
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5 月４日（火・祝）、山口市民会館におい

て、市内２１地域を２部に分けて成人式が

開催されます。大殿地域は第２部です。 

 第２部受付 １４時～           

記念式典 １５時～           

対象地域 大殿、白石、仁保、小鯖、   

    大内、宮野、平川、徳地、阿東  

●場 所 山口市民会館（中央二丁目５-１）  

●対象者 平成 12 年４月２日から    

平成 13 年４月１日に     

生まれた方 

●案内状 3 月初旬に案内状を送付    

●式典への参加申込み            

  式典への参加には事前に申込み手続    

 きが必要です。（詳細は案内状に記載）   

 延期前に参加申込みをしていた方も

再度申込み手続きが必要です。 
                                      

●問合せ 市社会教育課                   

☎083-934-2865      

新成人の皆さん、おお 

どのコミュニティ協議会 

まで自撮り写真をメール 

で送ってください‼ 

                                          

 

◆ 新成人の皆さんへ            

          地域からのお祝い ◆  

 成人式に参加される皆さんに、大殿地

域からのお祝いとして、「メッセージ集」

と「集合写真」をお贈りします。          

 会場での集合写真撮影は中止・・。    

そこで、皆さんから、自撮り写真を送

っていただき、集合写真風に加工した写

真を用意し、メッセージ集と一緒にプレ

ゼントします。                  

●自撮り写真（３密を避け１人で写っている

もの）は ↓このQRコードを読み取り、 

メールで送って 

ください     

  
                                                               

                                           

  https://ws.formzu.net/fgen/S9923693/  

        
●記載事項（必須） :  お名前       

 住所           

電話番号        
【個人情報の取扱い】                

※  情報は、このプレゼント以外には

使用しません。                   

※  加工した記念写真は、広報紙や

HP に掲載する場合があります。     

                                                    

                                                                         

●受付締切日：  ５月１６日（日）  

                    

 

●お渡し期間：  ６月１日 (火 )から       

  ７月１日 (木 )         
                                

●問合せおよびお渡し場所               

おおどのコミュニティ協議会事務局   

山口市大殿大路１２０－４                

   大殿地域交流センター２階                

☎０８３ -９２９ -３３８８       

  水曜日を除く平日９：００～１７：００        

             

▶４月になっても案内状が届かない!? 

山口市に住民登録がない方、2 月以降に

転居した方は、社会教育課まで下記事項を

記載したメールを送信してください。      

【社会教育課のメールアドレス】            

 s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp        

＊メールの件名                            

「令和３年山口市成人式案内状送付希望」      

＊記載する事項                            

（１）氏名                              

（２）フリガナ                          

（３）郵便番号・住所                    

（４）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・第２部）※大殿は第２部 

   

https://ws.formzu.net/fgen/S9923693/
mailto:s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp

