
【大殿のいま】 令和４年４月３０日現在（先月比） 人口 7,５７７人 （＋２８） 世帯数 3,９０２戸 （＋１３）
うち 男性 3,6５９人 （＋１９） 女性 3,9１８人 （＋９）

５月14日(土)、大殿地域交流センターで春
の「庭木の学校」を㈱山口松樹園の職人さんを
講師に、新型コロナウイルス感染症対策を行い
ながら開催しました。
まず室内での座学では、剪定、病害虫防除、

施肥の基本を学び、その後交流センター外庭の
植栽を利用して体験学習を行いました。花木は
花が終わった後に剪定するということで、先日
までピンクの花を咲かせていたツツジの剪定を
行いました。ポイントとして一気に切り詰める
のではなく、何年もかけて樹形を想像しながら、
愛情をこめて剪定していくことが大切で、また
足元の雑草を抜くことで、手入れが行き届いて
いるように見えることを教わりました。
秋には学んだことを実践する形で、交流セン

ターの庭木の剪定作業を受講者と一緒に行い、
「ふるさとまつり」を整った環境で迎えます。
正しい知識と技術を習得して、美しい庭木を楽
しんでもらえたらと思いますので、皆様もぜひ
「庭木の学校」と「ふるさとまつり」にご参加
ください。

毎年私たちを楽しませてくれる一の坂川のほ
たるについてのニュースをお届けします。
大殿ホタルを守る会の岡田事務局長によりま

すと、４月２１日、ゲンジボタルの幼虫が護岸
に初上陸したそうです。昨年に比べると少し遅
めの上陸でしたが、例年の見ごろのシーズンに
は間に合うのではないかとのことです。
そして、５月２８日(土)から６月３日(金)ま

で一の坂川周辺で「ほ
たる観賞Week！」が
開催されます。初日に
は、「ほたる祭り～ほ
たるの夕べ～」が開催
され、山口ふるさと伝
承総合センターでほた
るにまつわる展示が行
われています。また、
伝承センターから一の坂川までの路地には地域
のボランティアの方たちによりライトアップ
「光の回廊」が設営されます。一の坂川でほた
るを堪能した後は、ぜひ「光の回廊」を通って
伝承センターへお越しください。

令和４年６月号 NO.3９

▲ほたるの幼虫

▲当日の様子
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４月２５日(月)、大殿地域交流センターにて令
和４年度おおどのコミュニティ協議会総会を開催
しました。
第5期大殿地域づくり計画の基本理念は、「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」です。
令和３年度の重点項目は、「チーム大殿構想の

定着化を図る」「これまでの活動を整理し、継続
と新たな活動を創りだす」でした。引き続き、地
域内の各団体が連携し、互いに補完しあう仕組み
づくりに向けて、「チーム大殿」を合言葉に活動
していきます。
【議決結果】

令和３年度事業・収支決算報告及び令和４年度
役員改選・事業計画・予算（案）は、すべて過半
数の賛成をもって承認されました。

令和４年度
おおどのコミュニティ協議会

～ 総会結果報告 ～

■地域振興

■地域福祉（やすらぎ部会）

＊少子高齢化などの問題解決事業を進めています。
高齢者の体力向上に関する教室や、健康ウォーキ

ング、大殿ペタンク大会、グラウンドゴルフ大会な
ど、世代間の交流を図りました。

■地域個性（にぎわい部会）

＊地域の歴史や文化継承に関する事業を進めてい
ます。
地縁の復活をめざした「軒先ちょうちん」や、地

域への愛着を深めてもらう事業「大殿界隈今昔物
語」の冊子を活用した学習会を開催しました。

＊地域内の交流や活性化につながる事業を進めて
います。
人材育成のための事業「学校シリーズ」、一元化

した「地域情報みんなのおおどの」の発行やＨＰの
充実、助成金交付事業を行いました。

■環境づくり

■安心安全（あんぜん部会）

＊地域の交通・防犯・防災に関する事業を進めて
います。
安全意識の啓発を目的とした「大殿地区安心安全

のつどい」の実施のほか、防災の学校、地域見守り
活動関係者による懇談会を開催しました。

＊地域内の環境美化に関する事業を進めています。
清掃や地域内の環境美化作業を実施しました。

◆地域の活動を支える構成団体（１８団体と
個人会員（有識者３名）

大殿地区町内連合会/大殿地区社会福祉協議会
/大殿地区民生委員・児童委員協議会/大殿地
区老人クラブ連合会/大殿地区青少年健全育成
連絡協議会/大殿地区子ども会育成連絡協議会
/大殿地区体育委員会/大殿地区消防後援会/大
殿地区人権学習推進協議会/大殿春秋会/大殿
地区安心のまちづくり委員会/大殿ホタルを守
る会/大殿小学校PTA/大殿中学校PTA/NPO
法人 山口まちづくりセンター/大殿地区母子
保健推進協議会/NPO法人 大路小路まち・ひ
とづくりネットワーク/ 虹
◆地域の活動とつながる連携団体
大内文化街道まちなみ協議会/おはなしチェ
リーズ/山口市中央地域包括支援センター
/NPO法人歴史の町山口を甦らせる会

＜収入の部＞ 単位：円

【地域づくり交付金＋その他収入】

令和３年度決算 9,407,753

令和４年度予算 9,054,000

＜支出の部＞ 単位：円

【協議会運営】

令和３年度決算 4,062,673

令和４年度予算 4,950,576

【協議会活動費】

■地域振興

令和３年度決算 3,184,485
令和４年度予算 3,293,424

■地域福祉（やすらぎ部会）

令和３年度決算 155,824
令和４年度予算 260,000

■安全・安心（あんぜん部会）

令和３年度決算 269,047
令和４年度予算 280,000

■地域個性（にぎわい部会）

令和３年度決算 607,036

令和４年度予算 200,000

■環境づくり

令和３年度決算 66,880
令和４年度予算 70,000

交付金返納額 1,061,808

当日の様子▶
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市政について意見・要望・聞きたいこと

住 所：

氏 名：

年 代 10代・20代・30代・40代・

50代・60代・70代・80代以上

 該当する年代に〇をつけてください。

市政について

皆さんの声をお寄せください！

おおどのコミュニティ協議会では、よりよい地

域づくりのために、市政についての皆さんの意

見・要望などを募集しています。

昨年も皆さんの市政について寄せていただいた

意見・要望などを「移動市長室～やまぐち車座

トーク２１」で発表し、それに対する山口市の回

答を地域情報紙みんなのおおどのに掲載しました。

意見や要望には、地域の力で解決できるもの、

すぐに市政に反映できるものもあれば、予算を伴

うために市議会の議決が必要で、実現までに時間

を要することもあります。

よりよい地域づくりには、それぞれの課題を地

域・行政で共有してくことが重要だと考えます。

地域づくりの基本目標「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

めざして、ご意見をお寄せください。

▲昨年の車座トークの様子
●受付締切 ７月２２日（金）
ご意見・要望は、次のいずれかの方法でお寄せ

ください。

①郵便
右のハガキを切り取って必要事項を記入し、63
円切手を貼付のうえ投函してください。
※恐れ入りますが、切手はご用意ください。

②直接持参
右の様式に記入し、おおどのコミュニティ協議
会事務局に持参又は大殿地域交流センターの郵
便受けに投函してください。

③ファクスで送信
右の様式に記入し、コミュ宛にファクス送信し
てください。
FAX番号 083-929-3388

④電子メールで送信
住所・氏名・年代、意見等を記入して送信して
ください。
📧 odon_kou@c-able.ne.jp

◀携帯電話でQRコードを読み取り、
入力フォームに必要事項を記入して
メール送信

⑤webからの電子申請
スマホ・PCより下記アドレス又はQRコードリ

ンク先で回答してください（Googleフォームを利
用しています）

https://forms.gle/kgn4bshHoPrU8PkE7

QRコード→

３

mailto:odon_kou@c-able.ne.jp
https://forms.gle/kgn4bshHoPrU8PkE7
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これまで寄せられた皆さんの声と市の回答の一例

（要望）高齢者健康増進について
大殿では健康教室や調理と会食・介護予防体

操教室などが実施されているが、利用者負担を
軽減できないか。また軽度の筋力トレーニング
用具の設置等はできないか。
（市の回答）
事業内容の充実に向け、市の保健師や専門講

師による出張講座などを無料で実施しているの
で利用してほしい。
また市では特別な器具を使わない筋力運動で

ある「いきいき百歳体操」を推進しているので
検討してみてほしい。

→その後大殿老人クラブ連合会で「いきいき百
歳体操」の講習を受けられ、現在毎週木曜日に
地域交流センターで皆さんで活動されています！

（要望）公園整備について
中心商店街にあるコミュニティホールNAC

横の中市まちなか広場は樹木がなく人工芝で整
備されている。現在整備中の一の坂多目的広場
も同じような整備になるのではないかと感じて
いる。美しい町並みには樹木や天然芝を使用し
た自然に近い公園整備を要望する。
（市の回答）
直近で整備した八坂神社向かいの広場（駐車

場）には板塀や休憩所に天然木を使用した。一
の坂多目的広場については、主として天然芝を
使用するなど、風情をより大事にして整備する。

▲八坂神社前観光専用駐車場

【問い合わせ】
おおどのコミュニティ協議会事務局
平日（水曜日を除く）9時～１７時
〒753-0093 山口市大殿大路120番地4

大殿地域交流センター ２階
☎ 083-929-3388
ホームページ「おおどのコミュニティ」で検索

（要望）講座の開催について
初心者向けのパソコン・スマートフォンを活

用する教室を開催できないか（企業の教室は内
容が詰め込まれており分かりづらい。）。
（対応）
地域交流センターで内容を絞ったスマホのピ

ンポイント講座を開催しました。今後も地域か
らのニーズに応えられる講座の開催を企画検討
していきます。

実際に開催された
スマートフォン講座▶

地域の力で解決したもの

おおどのコミュニティ



地域情報みんなのおおどの 令和４年６月号５

がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。
早期のがんは自覚症状がないことが多いため、
定期的な検診受診が必要です。40歳以上で、
職場等で検診・人間ドック等を受ける機会のな
い方はぜひ受診しましょう。受診の際は必ず、
がん検診等受診券（５月下旬発送）をご持参く
ださい。
●場所 大殿地域交流センター 1階講堂
●日時 ７月１２日（火）9時～1５時

（12時から13時は除く）

※例年９時～１０時頃まで大変混雑するため、
１０時以降か午後からの受診がお勧めです。

※３つの密を避けるため、受診日および受付時
間の分散にご協力をお願いします。

●負担金 なし ●予約 不要

喀痰（かくたん）検査
（肺がん検診と同時に受診できます。）

●対象 肺がん検診受診者のうち、50歳以
上で喫煙指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）が
600以上の方

●負担金 600円

（70歳以上の方、「後期高齢者医療被保
険者証」を提示された65～69歳の方、
70歳未満で市民税非課税世帯の方（要事
前申請）は自己負担金500円）

感染症対策として、以下のことにご協力をお
願いします。
①37.5℃以上の発熱や咳等の風邪症状がみら
れるときは、受診を控えましょう。

②検診当日はマスク着用をお願いします。

③受診者同士の接触時間を短縮するため、が
ん検診等受診券の5ページ「肺がん（結核）
検診問診票」を記入し、お持ちください。

※今後の感染拡大状況等により、延期または
中止となる場合があります。

●問合せ
市保健センター☎083-921-2666

●日時 ７月３日（日） ８時３０分～
※雨天中止

●場所 一の坂ダム運動広場（上天花町）
●対象 町内居住者で、自衛隊の営内居住者を

除く男女（ただし、町内在勤者及び出
身者については３人まで出場可※登録
は制限無し）

●申込 ６月１７日（金）までに大殿地域交流
センターへ
※申込書は交流センターにあります

●その他・出場選手１０人の年齢合計が、常に
３６０歳以上とします。

・原則スローピッチで行います。
・町内会対抗の試合です。各町内会で
取りまとめてお申し込みください。

・１町内につき、２チームまでエント
リー可能です。

・新型コロナウイルス対策のため参加
者全員に健康チェックシート（2週
間の検温の結果等）を提出していた
だきます（提出ができない方は参加
できません）。

・参加チーム数が2チーム以下の場合
は開催いたしません。

※令和４年ソフトバレーボール大会は、新型コロナウ

イルス感染症対策のため中止となりました。

大殿地域の魅力を地域
内外に広く発信し、多
くの方々に大殿のこと
を知っていただけるよ
う頑張ります！よろし
くお願いします。

▲QRコードの読取り又は

インスタサイト内「大殿地域交流センター」で検索！

大殿地域交流センター

公式インスタグラム始めました！

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は

６月６日（月）・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。



地域情報みんなのおおどの 令和４年６月号 ６

おおどのおはなしかい
十二支のおはなし会
５月「とら」のおはなし会

●日時 ６月２５日（土）
１０時３０分～１１時３０分

●申込 不要
●場所 大殿地域交流センター和室
●内容 手遊び

とらの絵本の読み聞かせ
パネルシアターであそぼう
折り紙動物園「とら」

身長や体重の計測会をします。気になっているこ

とを保健師さんに質問することもできます。母子手

帳をもってお気軽にきてくださいね♪

●日時 ６月１５日（水）１０～１２時

●場所 大殿地域交流センター２階和室

●参加費 無料 ●申込 不要

●問合せ 大殿地区母子保健推進員

浅原☎９２１－２５１０

編集・発行
〒753-0093 山口市大殿大路120番地4
大殿地区町内連合会(☎083-902-2261) おおどのコミュニティ協議会(☎083-929-3388）
大殿地区社会福祉協議会(☎083-925-3304) htpps://o-commu3388.sblo.jp/
大殿地域交流センター活動推進委員会(☎083-924-5592)

情報紙の電子版はこちら▶

遊びにおいでよ！
子育てサロン「ブーフーウー」

乳幼児のご家族の皆さん、お子さんと一緒に遊び
に来ませんか。初めての方でも大丈夫！子育てで不
安なことがあれば、母子保健推進員が相談をお受け
します。ぜひご参加ください。
●日時 ６月９日（木）１０～１２時

●場所 大殿地域交流センター２階和室

●参加費 無料 ●申込 不要

●問合せ 大殿地区母子保健推進員

浅原☎９２１－２５１０

“交通あんぜん教室” 参加者募集

高齢者の交通事故防止と安全な
通行を目的に、本年度も大殿地区
老人クラブ連合会と大殿地区社会
福祉協議会の共催により実施しま
す。ぜひご参加ください。
●日時 ６月２９日（水）1０時～1２時
●対象 大殿地域にお住まいの方
●講師 山口警察署交通課 小林 孝祐氏
●参加費 無料
●会場 大殿地域交流センター 1階講堂
●申込 ６月２４日（金）まで

電話、ファクス、Ｅメールで
氏名、電話番号を連絡してください

●問合せ 大殿地区社会福祉協議会事務局
☎083-925-3304
📧ohdonoshakyo@gmail.com
平日（水曜日を除く）９～16時

ＱＲコードからメール送信☝▲去年の様子

●日時 ６月２１日（火）10～１１時

（集合９時５０分）

●場所 大殿地域交流センター ２階講座室

●対象 乳幼児の保護者

●定員 先着５人

●講師 伊藤 美登里 先生

(済生会山口総合病院 感染管理認定看護師)

●参加費 無料

●託児 あり（３カ月未満の乳児は応相談）

●募集期間 ６月２日(木)～１４日(火)の

「キラ♢きら」開館時間内

●申込 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10～１６時

6月の主な行事

４(土)大殿地区町内連合会総会

９(木)市報配布日

２４(金)市報配布日

7月の主な行事

3(日)町内親睦ソフトボール大会

８(金)市報配布日


