
 

 

 

 

【大殿のいま】令和３年２月２８日現在（先月比） 人口 7,609人 （－1） 世帯数 3,910戸 （－１） 

 うち 男性 3,657人 （－1） 女性 3,952人 （±０） 

 

                   
本紙の名称募集には、地域の皆さんから３１作品 

のご応募をいただきありがとうございました。 

2 月１日、おおどのコミュニティ協議会運営委員 

会で、最優秀は田村明さんの「みんなのおおどの」 

に決定しました。また、優秀１点、佳作２点も選ば 

れました。3 月１日、運営委員会の冒頭で表彰式を 

行いました。 

田村さんに名称に込めた思いを伺ったところ、 

「大殿地域の諸団体では、『チーム大殿』をキャッチ 

フレーズに、地域全体で人と人との絆を強め、大殿 

を住みよいまちにしようとしているので、この名称 

が選ばれてとてもうれしいです」とのことでした。 
 

～参加者募集～ 庭木の学校         
（大殿にお住まい、お勤めの方対象）            

● 開催日：４月２４日（土）９:００～１１:００ 

● 場 所：大殿地域交流センター 講堂              

● 内 容：（株）山口松樹園 岡本秀一氏による講義         
※センターの庭木での実技を含みます            

※２回以上受講した方には認定試験を予定、合格者に 

「大殿マイスター検定（庭木の管理編）」認定証授与 

● 参加費：３００円（資料・保険代）前回の資料持参の方は保険代のみ    

● 定 員：２０人                               

● 申込み：４月２２日（木）までにおおどのコミュニティ協議会 

● 開催日 事務局へ電話でお申込みください 

● 開催日 ☎083-929-3388  水曜日を除く平日９:００～１７:００               

                                                                                                                                                  

今月号から「広報紙の名称」が新しくなりました 
これを読めば地域のことが大体わかって、地域の中で自分も参加したくなる、そんな   

紙面づくりを引き続き目指していきたいと思います。 （編集担当者一同）            

▼入選者の皆さん ～表彰式の様子～   

  

▼ 美しい景観を保つ     

 交流センターの庭       

令和３年４月 1日号 №19 
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大殿地域交流センター、大殿小学校中学

校体育施設（屋内運動場・グラウンド）で、

定期的に活動されている団体はたくさんあ

ります。興味を持たれた方は、まずは大殿

地域交流センター（☎０８３-９２４-５５

９２）までご連絡ください。 

 

【大殿地域交流センター 利用団体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大殿中学校屋内運動場 利用団体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大殿小学校屋内運動場 

・グラウンド利用団体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団 体 名 ジャンル 活 動 日 活 動 時 間

1 太極拳 太極拳 毎週土曜日 １０：００～１１：４５

2 はつらつ３Ｂ 体操 毎週木曜日 １０：００～１１：３０

3 ３Ｂ体操（角田） 体操 毎週木曜日 １９：４０～２１：１０

4 すみれ会(華道家元池坊） 華道 第２・４金曜日 １０：００～１２：００

5 フォークダンス教室 ダンス 第２・４金曜日 １４：３０～１５：００

6 ペン習字 ペン字 第１～４水曜日 １３：００～１５：００

7 大殿レクダンスサークル ダンス 第１・３・４月曜日 １３：３０～１５：３０

8 気功体操クラブ 体操 毎週火曜日 １３：３０～１５：００

9 気功体操クラブ 体操 毎週火曜日 １９：００～２１：００

10 銀の鈴 コーラス 第１・３金曜日 １４：００～１６：００

11 自彊術 体操 第１～４金曜日 １０：００～１１：３０

12 芙蓉の会（大殿健脚教室） 健康づくり 第２・４火曜日 ９：００～１２：００

13 スマイル３Ｂ 体操 毎週月曜日 ９：３０～１１：００

14
大殿地区健脚教室ＯＢ
どんぐりの会

健康づくり
第２水曜日

(８月は休止)
１０：００～１２：００

15 一の坂学習会 金融学習
第３木曜日

（8月・12月は休止）
１０：００～１１：３０

16 フマーズ 体操
毎週水曜日

（第２は休止）
９：３０～１１：３０

17 うたごえ コーラス 第４水曜日 １３：００～１５：００

18 児童合唱団山口 合唱 毎週土曜日 １５：００～２１：００

19 ひろば 親子工作 毎週水曜日 １５：００～１７：３０

20 ホップ ステップ ジャンプ 親子体操 第２・３・４火曜日 １５：００～１７：００

21 （準) 県庁吹奏楽団 音楽 毎週水曜日 １８：００～２２：００

22 （準) ３ Ｂ 体 操 体操 毎週火曜日 １８：３０～１９：３０

団体名 種目

1 週打会 バドミントン 木 19：30～21：30

2 上金クラブ バレーボール 火・土 19：30～21：30

3 FAKE STAR ソフトバレー 金・日 19：30～21：30

4
ＢＥＡＳＴ　山口県庁男子バス

ケットボール部　※県庁関係者のみ

バスケット

ボール
水 19：00～21：30

5 かずまバレーボール同好会 バレーボール 日 18：30～21：30

月・火・金 19：00～21：30

土 18：00～21：30
6 Y.B.C Jr バドミントン

利用日時（曜日・時間）

団体名 種目

火 19：00～21：00

金 （第１・第３のみ）19：00～21：00

8 大殿バレーボールクラブ バレーボール 水・金 19：30～21：30

9 山口女子バレーボールクラブ バレーボール 月・木 19：30～21：30

10 大殿土曜会 バドミントン 土 19：30～21：30

11 もってぃ～ズ バドミントン 火・木 19：30～21：30

水 18：00～20：00

（第1・第3）18：30～19：30

バレーボール （第2・第4・第5）18：30～20：30

土  9：00～12：00

13 大殿なぎなた教室（スポ少） なぎなた 土 13：00～1７：00

14 ラブ＆ピース ソフトバレー 日
（第１・第３・第５のみ）

13：00～17：00

月 17：00～19：00

土 15：00～18：00

日 （第1・2・4）9：00～12：00

16 山口ふしのミニバス（男子） バスケットボール 土 9：00～12：00

17 山口県ボッチャ協会 ボッチャ 日 （第２のみ）1３：00～１７：０0

18 山口県庁女子バレー部 バレーボール 土 18：00～21：00

（平日）～日没まで

長期休業中13：00～日没までの場合有

土 13：00～日没まで

日 (第３を除く）13：00～日没まで

火・木 （平日）～日没まで

祝日 9：00～日没まで

土・日 9：00～12：00

水

20 大殿サッカースポーツ少年団
※グラウンドを利用

サッカー

15 山口ふしのミニバス（女子）
バスケット

ボール

19 大殿野球スポーツ少年団
※グラウンドを利用

野球

12 大殿バレーボールスポーツ少年団 金

利用日時（曜日・時間）

7 大殿卓球愛好会 卓球
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現在、小学生１３人、中学生１人、幼稚

園・保育園児４人の計１８人が在籍し、各

種大会で活躍しています。 

●対 象 大殿地区在住の小・中学生 

●練習会場 陸上自衛隊山口駐屯地体育館 

     または市内の公共の体育館 

●練習日時（毎週水・金曜日） 

小学生 17:30～19:30 

中学生 17:30～20:30 

（毎週土曜日） 

小学生 16:30～19:30 

中学生 16:30～20:30 

●指導者 三好 享（中学校教員） 

山本 晃（自衛官）他 

●会費（月）小学生 1,400 円 

中学生 1,700 円 

用途：シャトル、備品、消耗品、 

駐屯地体育館使用料 

●連絡先 ☎090-1184-8606（三好） 

 
自転しながら公転する（山本文緒）／

とわの庭（小川糸）／譲られなかった

者たちへ・境界線（中山七里）／推し、

燃ゆ（宇佐見りん）／元彼の遺言状（新

川帆立）／52 ヘルツのクジラたち

（町田そのこ）／今度生まれたら（内

館牧子）／汚れた手をそこで拭かない

（芦沢央）／お探し物は図書室まで

（青山美智子）／オルタネート（加藤

シゲアキ）／ノラネコぐんだん ケー

キをたべる・ノラネコぐんだんと金色

の魔法使い（工藤ノリコ）／あつかっ

たらぬげばいい（ヨシタケシンスケ） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 平素は NPO 法人大路小路まち・ひとづ

くりネットワークの活動にご協力いただき

ありがとうございます。 

 令和３年４月１日より、十朋亭維新館の

指定管理者として、管理運営をさせていた

だくことになりました。 

 私たちは、十朋亭維新館が市民の幕末・

明治維新を通じた幅広い交流の場となるよ

う、魅力を伝えていきたいと考えておりま

す。 

 スタッフ一同、全力で努めて参りますの

で、ご支援ご愛顧賜りますよう、お願い申

し上げます。 

NPO 法人 大路小路まち・ひとづくり 

ネットワーク 

理 事 長    内 山  秋 久     
 
 

行って見た！！ ３月７日（日）      

やまぐち大殿ひなさんぽ DAY 

                    

                  

                  

               

               

               

                      

                      

                      

                

                        

                

                    

                                                

                                      

                                                                       

                                         

                                 

 

※本のタイトル（著者名） 

  ごあいさつ 

▲ モデルさんと

一緒に📸      

とても素敵

なショーでし

た👍       

          

▼ 14：30～            

《大内氏館跡池泉庭園》     

アトリエ a.p.ｒファッション   

ショー2021            

▼ 11：30～ 《十朋亭》    

紙芝居 「まんまるまん

またんたかたん」 上演      

   （さくらんぼクラブ）    

▼ フィナーレ ～ 撮影会          

開館日 月～金曜日 8 時 30 分～17 時 

土曜日 9 時～12 時 

図書貸出は１人３冊まで 

２週間以内に返却してください。 

※５月１日（土）の図書室開放はお休みです！ 
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   3月６日（土） 

第３回町内会長懇談会を開催！ 

  

３月６日（土）１９時から大殿地域交流

センターにおいて、令和２年度第３回町内

会長懇談会を開催しました。 

各町内会長ほか大殿地区町内連合会役

員および事務局員、交流センター職員の総

勢３５人での懇談会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換 

今回のテーマは、「今年１年間の振り返

り」です。町内会活動で困っていること、

疑問に思っていることなどを言っていた

だき、他の町内の方から解決方法やヒント

になる事例発表をする形で進めました。 

たくさんのご意見のうち、一部を紹介し

ます。 
 

質問 敬老の日のプレゼントを施設に入

っている方にはどうやって渡したらいい

か？他の町内会ではどうしているのか？ 

意見 民生委員さんに施設を教えてもら

って、その施設の担当の方にお願いした。

（民生委員さんとの情報交換が重要） 

質問 アパートにお住まいの方（単身）

で、町内会費は払ってくれるが、行事や役

員は参加してくれない。他の町内会ではど

うしているのか？ 

意見 うちの町内では、ゴミ出しのことも

あり、町内会費は払ってもらうが、そうい

う方は準会員、行事の参加等は任意という

扱いにしている。 

質問 大きな建物が町内に建つという場

合、どう対処したらよいか？ 

意見 建物の規模にもよるが、マンション

やアパートなどは、町内会の了承の上進め

てもらうようにしている。 

質問 自治振興交付金の報告・申請に提

出するのはどんな書類か？ 

回答（交流センターから） ２月末に各町

内会あて配布されている書類と、町内会の

事業実績や決算書（総会資料などにあるも

の）を添付のこと。 
 

 

 

お知らせ 
 

 

✐   大殿地区老人クラブ連合会会長から

活動報告と会員募集のお知らせがあり

ました。６０歳以上の皆さん、ぜひ、老

人クラブにご加入ください！ 

～ 懇談会開催のお礼 ～     
 

大殿地区町内連合会 

会長 清水 力        

今年度はコロナ禍ということで、皆

さん色々なことでご苦労されたことと

思います。大変な年でしたが、皆さんの

ご協力のもと、町内会長懇談会を３回

開催させていただくことができまし

た。本当にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の一日も

早い収束を願いながら、来年度も皆さ

んと知恵と工夫を凝らして、できるこ

とをやっていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。  
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大殿地区の皆さん、事業所の方々のあた

たかいご支援ご協力をいただき、たくさん

の善意が寄せられました。心から感謝申し

上げます。 

これからの地域福祉活動のため、大切に

使わせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

「行くっちゃおおどの健康教室」は、健

康の維持・増進を図り、ふれあいの場づく

りを目的に実施して５年目となります。 

コロナ禍により、前期(５～７月)の５月

は中止して、６月からスタートしました。

中期(９月～11 月)は予定通り実施できま

したが、後期(１月～３月)は、中止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

６月の“行くっちゃ”スタートにあたっ

ては、感染防止対策について、講師の青木

邦男先生とも話し合い、手指や使用した器

具の消毒、マスク着用や窓の開放等を徹底

して行いました。３密を避けて、体力測定・

フォークダンスは中止し、太極拳・筋力ト

レーニング・脳を活性化する運動を実施し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

１月から３月にかけて、“行くっちゃ”の

中止を連絡した際、電話口で、皆さんの元

気な声を聞けてほっとしたものです。中止

している間の健康維持に役立つよう、資料

「コロナに負けない健康づくり～予防の柱

は運動・栄養・社会参加」を配布しました。

ふれあいの場づくりとしての「行くっちゃ

おおどの健康教室」の回数も減った今期で

すが、自宅において体力の維持を目指して

ほしいとの思いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナの一日も早い収束と、来年度

も皆さんが参加してくれることを願ってい

ます。 

 

 
ご協力ありがとうございました！ 

令和３年度“行くっちゃ”に向けて 

●赤い羽根共同募金 

  町内会：８４０,２００円 

  事業所：１１３,７９７円 
 

●歳末たすけあい募金 

      ２９５,２５０円 

会場：山口市福祉センター １階 

曜日：毎週木曜日 

(詳細は、本紙５月１日号紙面に掲載予定です) 

令和３年度の開催について 
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編集・発行 

大殿地区町内連合会          ☎083-924-5592 

おおどのコミュニティ協議会     ☎083-929-3388 

http://o-commu3388.sblo.jp/ 

大殿地区社会福祉協議会       ☎083-925-3304 

大殿地域交流センター活動推進委員会 

 ☎083-924-5592 

〠753-0093 山口市大殿大路 120番地４ 

  
 

４月は新入生が初めて登下校する季節で

す。通学になれていない児童を、通勤、お仕

事、ジョギング、買い物、犬の散歩などをし

ながら、皆さんも一緒に見守ってください。 

また自転車・自動車などを運転される方

は、優しい運転をお願いします。 

【登校時刻】 

 学校到着時刻 ７時５０分～8時 

【下校時刻】 

 月 火 水 木 金 

１年 
14:40 

15:00 
14:20 

15:00 

15:00 ２年 

15:50 ３年 
15:30 15:10 

４～６年 15:55 15:50 

※ 登校・下校時刻は変更になることがあります。 
 

  
 

●日時 ４月２４日（土） 

     １０時～１１時（集合９時５０分） 

●場所 大殿子育てひろば「キラ♢きら」 

●講師 山下温子氏（旭幼稚園 副園長） 

●内容 子育てについてのお話や簡単な

おもちゃ製作など 

●定員 先着４人 

●参加費 １００円（１家族） 

●対象 乳幼児をお持ちの保護者 

●託児 ひろば内でスタッフが見守りま

す。（３カ月未満応相談） 

●問合せ 大殿子育てひろば「キラ♢きら」  

☎083-932-6778 

開館時間：祝日除く月･火･木曜 

10時～15時 30分 

※ 申込期間が決まりましたら、ブログや

おたよりでお知らせします。 

 

 

 

 
 

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 ４月８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 

※５月の開催日は１３日（木）です。 

 
 

●日時 ４月２４日（土）※申込不要 

１０時３０分～１１時３０分 

●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 

☆パネルシアターであそぼう  

４月の主な行事           

5㊊ おおどのコミュニティ協議会運営委員会 

8㊍ 
大殿小学校始業式、中学校始業式・入学式 

市報配布日・子育てサロン「ブーフーウー」 

9㊎ 大殿小学校入学式 

１９㊊ おおどのコミュニティ協議会総会 

23㊎ 市報配布日 

24㊏ 庭木の学校・おおどのおはなしかい 

５月の主な行事           

7㊎ 市報配布日 

26㊌ 市報配布日 

※ 新型コロナウイルスの状況等により中止・変更となる場合があります 

表紙の題字「みんなのおおどの」は、 

地域の方に書いていただきました。 

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は、
４月８日（木）・１９日（月）です。 
地域の皆さん、ご理解と 
ご協力をお願いします。 


