
【大殿のいま】 令和４年５月３１日現在（先月比） 人口 7,575人 （▲２） 世帯数 3,８９９戸 （▲３）
うち 男性 3,650人 （▲９） 女性 3,9２５人 （＋７）

令和４年７月号 NO.40

２０２２年初夏
大殿の夕べに
ほたる舞う

３年ぶりに開催された「ほたる祭り
～ほたるの夕べ～」に多くの方が来場され、
久しぶりに賑やかな声が聞こえました。
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令和４年６月４日（土）に大殿地区町内連
合会の通常総会を開催いたしました。

大殿地区には２９の単位町内会があり、そ
れぞれの町内会を代表する町内会長さんに
よって運営されているのが、「大殿地区町内
連合会」です。
【議決結果】

令和３年度事業・決算報告、会則の改正、
役 員 選 出 及 び 令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 ・ 予 算
（案）は、賛成多数で承認されました。

令和４年度

大殿地区町内連合会
～総会結果報告～

【役員選出】
今年度は役員改選の年度ではございません

が、町内会長の交代等により、町内連合会の
役員にも下記のとおり改選がありました。

※会長の挨拶につきましては町内会長懇談
会報告と併せて掲載させていただきます。

当日の様子▲

【事業目標となる４つの柱】
1.大殿地区住民の福祉の増進並びに親睦融和

を図り、住民の満足度の向上に努める。
2.大殿地区の将来像の策定のため、地区の魅

力や課題など現状把握に努める。
3.大殿地区住民による自主防災組織の立ち上

げと避難体制づくりを推進する。
4.大殿地区の活性化のため、各町内会の連携

強化を図る。

令和３年度決算額 2,330,482円

令和４年度予算額 3,277,948円

令和３年度決算額 3,104,320円

令和４年度予算額 3,277,948円

【前年度決算・今年度予算】
<収入の部>

<支出の部>

※収入の部は、町内分担金、共同募金、日
赤社資、緑化奨励金の交付金によるもの
です。

※支出の部は、消防後援会、地域の任意団
体、祇園祭振興会、各実行委員会への助
成等によるものです。

【事業について】
事業については、７月「祇園祭り（神事のみ）」、

11月「大殿ふるさとまつり」と例年のように
とはなりませんでしたが、各町内会の皆様の
ご協力をいただき実施することができました。
町内会長懇談会につきましては、令和3年度中
に３回実施し、自治会活動について情報交換
をさせていただきました。

地域の課題では「役員のなり手がいない」
「空き家、空き地が増えた」「ルールを守ら

ない人が増えた」「高齢者の一人暮らし世帯
が気にかかる」など、身近な問題は毎年課題
になっています。先ずは、自分たちの住んで
いるまちを知ること、懇談会を通じて「知り
合う」「支え合う」ことへの理解を深めるこ
とが大切です。

町内連合会として、そんな一助になる活動を
進めていきたいと考えています。

◆積立金会計

費目 積立額 累計積立額

令和３年度末

繰越金
600,009円 600,009円

令和4年度積

立金
100,000円 700,009円

役職 氏 名 町内

会長 砂 井 昭 上竪小路

副会長 岡 野 公 紀 堂の前

副会長 武 永 清 實 新馬場

副会長 伊 達 巧 円政寺

監事 岡 田 勝 栄 下竪上

監事 徳 本 優 天花

理事 小 澤 由 己 子 西滝

理事 磯 部 千 恵 子 太刀売

理事 松 村 俊 孝 八幡馬場

理事 有 吉 博 下竪上

理事 澤 野 竜 太 郎 上金古曽

理事 玉 井 一 博 下金古曽
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この度、大殿地区町内連合会会長を退任す

る運びとなりましたのでお知らせ申し上げま

す。地域の皆様には長年にわたり、多大なる

ご理解とご協力を賜り続けましたことを心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。会長としては、未熟な点や、至らぬ点が

多々あったことと思います。それでも、無事

に会長退任の日を迎えられましたことは、各

町内会の皆様のサポートと各団体との温かな

助け合いがあればこそと実感しております。

平成１６年から古熊町内会の会長に就任し、

翌年からは大殿地区町内連合会の副会長に就

任させていただき、平成２１年からこれまで

の１３年間会長を務めさせていただきました。

この間に、まちづくり協議会の初代会長、山

口市自治連合会会長など多くの役職を経験さ

せていただきました。

会長は退任いたしますが、これからも地域

の活動に積極的に参加してまいります。会長

としての経験を活かしながら砂井新会長のも

とで、より一層個性豊かで活力ある自立した

地域になりますように、微力ながら私も貢献

していけましたらと願っております。暮らし

やすい地域づくりは、地域の皆様ひとりひと

りのご理解とご協力がなによりも大切です。

どうぞこれからもよろしくお願い申し上げま

す。

～退任のあいさつ～
大殿地区町内連合会

前会長 清水 力

令和４年度
大殿地域交流センター活動後援会

～総会結果報告～

令和４年６月４日（土）、令和４年度通常

総会を開催しました。

【議決結果】
令和３年度の事業・決算報告および会の解

散議案は、賛成多数で承認されました

＜収入の部＞ 単位：円

◆助成金＋その他収入

令和３年度決算額 １１２，３９７

＜支出の部＞

◆事務費＋備品購入費＋予備費

令和３年度決算額 ８７，１６６

◆積立金

令和３年度決算額(残高） ９１，９４３

【会の解散について】
大殿地域交流センター活動後援会は、大殿

地区内の活動を見直すため、現在行っている
事業を各団体に引継ぎ、解散することを決定
いたしました。
【事業の引継ぎ】
①大殿地域交流センター図書室開放事業

大殿地域交流センター活動推進委員会が引
継ぐ。

②大殿地区地域活動功労者表彰事業
大殿地区町内連合会が引継ぐ。

【財産の処分】
令和３年度決算後の１１７，１７４円は大

殿地区町内連合会に帰属させる。

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は

７月４日（月）・１９日（火）です。

地域の皆さん、ご理解と

ご協力をお願いします。
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令和４年度の通常総会は、５月２１日(土)
大殿地域交流センターにおいて、評議員総数
99人のうち９０人(委任状出席37人を含む)
の出席により開催しました。
【議決結果】

令和３年度の事業・決算報告、令和４年度
事業計画(案)・予算(案) は、賛成多数で承認
されました。
【令和4年度事業】

令和3年度は新型コロナ感染防止に努め諸
事業の中止や変更等工夫して実施しました。

令和4年度は、第４次大殿地区地域福祉活
動計画の2年目として着実に取り組み、重点
事業を中心に実施します。

・町内会等における福祉課題解決のため町内
会長、民生委員・児童委員、福祉員による
「小地域の福祉を語る会」を開催します。

・地域福祉活動の推進のため、人材の養成
事業や地域情報「みんなのおおどの」を活
用して情報提供に努めます。

・高齢者の健康増進や介護予防、生きがい、
仲間づくり、生活支援活動の充実に努めま
す。

・児童福祉の推進のため、中学生と乳幼児と
の交流事業、昔あそび、公園の点検活動等
を行います。

・災害時等の避難や支援活動においても、日
頃の見守りや訪問活動が機能するよう町内
連合会、民生委員・児童委員協議会等と連
携して取り組みます。

令和４年度
大殿地区社会福祉協議会

～総会結果報告～

令和３年度決算
（円）

収 入 支 出

前年度繰越金 633,657 会議費 38,094

会 費 1,576,000 事務費 1,125,367

補助金 2,619,760 事業費 2,426,862

共同募金配分金 468,851 分担費 1,576,000

委託金 222,000 諸 費 0

特別助成金 471,176 繰出金 240,310

繰入金 240,310 予備費 0

寄付金 82,050

雑収入 203,483 支出計 5,406,633

繰越金 1,110,654

合 計 6,517,287 合 計 6,517,287

１ 地域福祉活動の推進
(１)第４次大殿地区地域福祉活動計画の実施
(２)おおどのたすけあいのまちづくり事業の充

実
・来るっちゃ！おおどのいきいき広場の開催
・行くっちゃ！おおどの健康教室の開催

(３)防災活動の推進
２ 福祉の輪づくり・福祉コミュニティづくり

(１)小地区福祉活動の推進
(２)「チーム大殿」の推進と専門職、関係団

体との連携協働
３ 福祉力を高める研修・情報の提供

(１)小地域の福祉を語る会の開催
(２)小地区見守り研修会・ボランティア養成

講座の開催
(３)福祉情報の充実・提供

６月 交通安全教室 大殿地区社協理事研修会

7 月 小地区見守り訪問活動グループ員研修会

8 月 中学生と乳幼児の交流 防災安全教室(仮称)

9 月 敬老会

10月 あんぜん教室

11月 サロン交流会 昔あそびを遊ぶ会

1 月 七草がゆと昔あそびを楽しむ会

通年
来るっちゃ！おおどのいきいき広場

行くっちゃ！おおどの健康教室
ふれあい給食サービス(毎月第１水曜日)
小地域の福祉を語る会（9月予定）

※ 新型コロナウイルス感染防止等のため、中止、
変更をする場合があります。

【令和４年度事業計画】

【主な事業】

令和４年度予算
（円）

収 入 支 出

前年度繰越金 1,110,654 会議費 70,000

会 費 1,576,000 事務費 1,220,000

補助金 2,616,000 事業費 3,226,800

共同募金配分金 440,000 分担費 1,658,000

委託金 192,000 諸 費 0

特別助成金 550,000 繰出金 266,000

繰入金 266,000 予備費 747,874

寄付金 1,000

雑収入 437,020

合 計 7,188,674 合 計 7,188,674
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＜収入の部＞ 単位：円

◆助成金＋その他収入

令和３年度決算額 ５６７，１８０

令和４年度予算額 ８２３，０００

＜支出の部＞

◆管理費

令和３年度決算額 ２７，１３６

令和４年度予算額 ５５，０００

◆事業費＋予備費

令和３年度決算額 ２４，３０２

令和４年度予算額 ７６８，０００

【事業計画】

５月 ８日 町内親睦大運動会（中止）

６月１２日 ソフトバレーボール大会（中止）

７月 ３日 ソフトボール大会

９月 ４日 市民体育大会

９月１１日 大殿地区親睦クッブ大会

１０月１０日 やまぐちクッブ地域対抗交流大会(仮）

１０月２３日 ヘルシーウォーキング in大殿(仮）

１１月１３日 大殿ふるさとまつり

１月１５日 山口市駅伝競走大会

２月中旬 大殿ロードレース大会

令和４年度
大殿地区体育委員会
～総会結果報告～

令和４年５月２３日 (月 )、令和４年度通常総

会を開催しました。

【議決結果】
令和３年度事業・決算報告、規約の改正、

役員改選及び令和4年度事業計画・予算（案）は、賛
成多数で承認されました。

▲昨年のソフトボール大会の様子

令和４年度
大殿地区青少年健全育成連絡協議会

～総会結果報告～

令和４年５月２７日 (金 )、令和４年度通常総

会を開催しました。

【議決結果】
令和３年度事業・決算報告、役員改選及び

令和4年度事業計画・予算（案）は、賛成多
数で承認されました。

＜収入の部＞ 単位：円

◆助成金＋その他収入

令和３年度決算額 ５７５，２９９

令和４年度予算額 ７３０，０００

＜支出の部＞

◆事務費

令和３年度決算額 ２８，７２８

令和４年度予算額 ５０，０００

◆事業費＋予備費

令和３年度決算額 ３４，２３０

令和４年度予算額 ６８０，０００

【事業計画】

７月～８月 夏休み夜間巡回指導

７月 サバイバル川遊び

８月 「子ども１１０番の家」点検

９月 サバイバルキャンプ

１１月１３日 大殿ふるさとまつり

1月上旬 七草がゆ教室・昔あそび

２月中旬 大殿ロードレース大会

▲昨年の七草がゆ教室・昔あそびの様子
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大殿地域交流センターでは、令和４年度の予算

の範囲内で、町内会・自治会長を対象に下記の事

業について補助等を行っています。道路や水路に

関して不安がございましたら、お気軽に地域交流

センターにご相談ください。

法定外公共物等整備事業（山口市）

日常生活道路として公共性のある道路や里道、

水路など（法定外公共物）を地域の皆さんで維持

管理するための工事経費を補助します。

反射鏡設置等事業

（おおどのコミュニティ協議会）

交通事故防止のため、反射鏡の新設や補修を

行う町内会等に対して、設置経費の一部を補助

します。

原材料支給事業（山口市）

山口市所有の団地内道路や里道・水路等の補修

を、地域で協力して整備する場合に原材料を支給

します。（砕石、真砂土、常温合材、土のう袋、

モルタルなど）

緊急度や危険度などを検討し、予算の範囲内で

決定します。相談前に着工されたものは対象とな

りません。

●問合せ 大殿地域交流センター

☎０８３－９２４－５５９２

山口市から委嘱を受け、保護者の皆さんと乳幼

児の健康を守るために、市保健師とのパイプ役と

して活動しています。

妊娠中や赤ちゃん誕生後等に家庭訪問をします

ので、妊娠や育児に関する心配事などお気軽にご

相談ください。

地域で育児学級を開催したり、保健センターで

の育児相談や1歳6カ月児健康診査、3歳児健康診

査の補助等も行なっています。

大殿地域母子保健推進員のご紹介

氏名 担当地区

浅原 淳子
下金古曽、野田（一部）、
八幡馬場、上金古曽

藤井 依子
上天花町、天花、木町、東滝、
西滝、上竪小路（一部）

磯部 千恵子
古熊、上古熊、太刀売、円政寺、
堂の前、松の木、大市、道祖町、
相物小路

伊藤 清恵

上竪小路（一部）、下竪中下、
下竪上、大殿大路、上後河原、
中後河原、下後河原、石観音、
野田（一部）、諸願小路、
久保小路、銭湯小路、新馬場

●問合せ 市子育て保健課

☎083-921-7085

高齢の方、身体の弱い方、どなたでもできる体

操です。椅子に座っておもりを使ったゆっくりと

した簡単な動作をビデオを見ながら行います。

●日時 毎週木曜日14～15時（第5木曜を除く。）

●場所 大殿地域交流センター 1階 講堂

●申込 不要

●連絡先 大殿地区老人クラブ連合会

若手委員会 小野

📳０８０－３０５２－４１１０

「国勢調査」をはじめとする各種統計調査にお

いて、調査対象の世帯や事業所等を訪問し、調査

内容の説明、調査書類の配布・回収・点検などを

行う、統計調査員を募集しています。

●応募要件

・２０歳以上の方

・調査によって知り得た秘密の保護ができる方

・税務、選挙、警察業務に直接関係がない方

●応募方法

山口市デジタル推進課統計調査担当までご連絡

ください。（随時受付）

●問合せ

山口市役所デジタル推進課 統計調査担当

☎：０８３－９３４－２７４８

FAX：０８３－９３２－１７７９

Mail：digital@city.yamaguchi.lg.jp
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◆やすらぎ部会からのお知らせ◆

～三世代交流事業参加者募集～

おおどのコミュニティ協議会やすらぎ部会では

今年度事業として、グラウンドゴルフ大会及びペ

タンク大会の体験会参加者を募集しています。

下記の日程で練習会をします。本番に向けて、

初心者の方にも丁寧に教えます。

ぜひこの機会に新しいスポーツに触れてみてく

ださい。

初心者でも楽しめる
スポーツです

グラウンドゴルフ体験会

（協力：大殿地区老人クラブ連合会）

●日時 7月から9月の毎週日曜日

8時30分～1０時30分

（集合：8時15分）

●場所 亀山公園ふれあい広場

※三世代交流グラウンドゴルフ大会の開催

を10月に予定しています。

ペタンク体験会

●日時 7月31日（日）9時～12時

●場所：大殿地域交流センター

※三世代交流大殿ペタンク大会の開催を9月

23日（金・祝）に予定しています。

◆持参品 マスク・タオル・水筒・帽子他暑さ対
策を十分してください。

◆申込み 不要

【問合せ】
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

乳幼児と保護者と中学生の皆さんで、一緒にあ

そびましょう。

●日時 ８月４日（木）１０時～1２時

●場所 大殿地域交流センター １階講堂

●対象 乳幼児と保護者 １０組

●参加費 無料

●持参物 飲み物、タオルなど

●募集期間 ７月１１日（月）９時～

７月１５日（金）16時

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。

●申込・ 大殿地区社会福祉協議会事務局

問合せ 平日（水曜日を除く）９～16時

☎・FAX083-925-3304

Mail：ohdonoshakyo@gmail.com
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令和元年度は中学生と水遊びで盛り上がりました。

スマホは持っているけど、アプリってよく分か
らない、使ったことがない
という方向けの講座です。
野田学園高等学校インフォ
メーションデザイン部の生
徒さんとの共催で行います。

●内容 便利なアプリの紹介、ダウンロードの練習
●日時 ７月１６日（土）１５時～1６時
●場所 大殿地域交流センター
●対象 大殿地区在住でスマートフォンをお

持ちの方
●持参品 ご自分のスマートフォン
●受講料 無料
●定員 25名
●申込み 大殿地域交流センター

問合せ ☎０８３－９２４－５５９２

子育てサロン「ブーフーウー」
ミニ運動会・中学生との交流会

参加者募集



●日時 ８月３日(水)受付：１３時～１５時
８月４日(木)受付：９時～１１時

●場所 山口市保健センター（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、健康
マメ知識コーナー（カルシウムを上
手にとる工夫）など

●参加費 不要
●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（お持ちの方）

●参加にあたっての注意事項
・体組成測定をご希望の方は裸足になれる服

装でお越しください
・マスク着用での参加をお願いいたします
・体調の悪い方は参加をご遠慮ください

●問合せ 山口市保健センター
健康増進課☎９２１－２６６６

地域情報みんなのおおどの 令和４年７月号 ８

おおどのおはなしかい
十二支のおはなし会

７月「うさぎ」のおはなし会

●日時 ７月２３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

うさぎ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「うさぎ」

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)
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●日時 ７月１５日（金）10時～１１時

（集合９時５０分）

●場所 大殿地域交流センター １階講堂

●対象 乳幼児とその保護者

●定員 ８組（先着順）

●参加費 お子様一人につき５０円

●締切 ７月７日（木）

「キラ♢きら」開館時間内まで

●申込 大殿子育てひろば「キラ♢きら」
問合せ ☎083-932-6778

月･火･木曜日(祝日除く)10～１６時

●日時 ８月１日（月）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 中村 佳恵先生

●対象 乳幼児とその保護者

●内容 『親子で楽しむ絵本の時間』

絵本の読み聞かせや手遊びの実施

とお家での楽しみ方

●定員 ５組（先着順）

●募集期間 ７月１９日(火)～７月２５日(月)

「キラ♢きら」開館時間内

山口市保健センターから
健康チェック・健康相談会のお知らせ
「今すぐ実践！骨粗しょう症対策」

センター図書室、空いてます

市立図書館で予約待ちの本がおいてあったりと…穴

場です。本のリクエストも受け付けています！

【利用可能時間】

月～金（祝日除く）

土曜日

※一人３冊まで、2週間貸出可能です。

※貸出には登録が必要です。

９時～１２時

８時３０分～１７時

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

16(土)スマホのピンポイント講座

20(水)祇園祭御神幸

23(土)サバイバル川遊び

27(水)祇園祭御還幸

8月の主な行事

26(金)市報配布日

６(土)
山口七夕ちょうちんまつり

７(日)


