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  やすらぎ部会健康教室事業と共催！ 

『行くっちゃ！ 

おおどの健康教室』 
平均寿命は延びていますが、健康寿命（自

分１人で日常生活が送れる）との差は、約9

～12年と言われています。この差を最小限

にして、引きこもり・認知症を防ぎ、はつら

つとした日々を過ごしたいものです。 

そこで「行くっちゃ！おおどの健康教室」

を今年度もおおどのコミュミティ協議会やす

らぎ部会との共催で実施します。 

 大殿地区にお住まいで、概ね６５歳以上の

方を対象にしています。みなさんふるってご

参加ください！！ 

【開催要領】 

●開催期間 （前期）令和２年５月～７月 

 （中期）     ９月～11月 

 （後期）令和３年 1月～３月 

●講師   青木 邦男 先生 

山口県立大学名誉教授（健康体育学）        

●参加費  2,000円／期 

●持参物  タオル・飲み物・上靴 

 
 教室の様子 

 

 

 

●募集締切：令和２年５月12日（火）  

① 募集要件 まだまだ元気で、今の健康・

体力を維持向上したい方 

② 開催日時 毎 週 金 曜 日 10 ～ 11 時 半  

（初回は5月２２日） 

③ 募集人数 ３０人（先着順） 

④ 会  場 福祉センター 

（下竪小路254） 

▶今年度から、大殿地区町内

連合会、コミュニティ協議会、

地区社会福祉協議会、地域

交流センターの情報紙を、ひ

とつにまとめて発行していく

ことになりました。 

 

▶この１冊で大殿のことが大

体わかって、自分も地域の中

で参加したくなる、そんな紙

面を皆さんと一緒に創って

いきたいと思います。 

よろしくおねがいします。 

申込み先： 

大殿地区社会福祉協議会事務局 

電話かEメールで申し込んでください。 

平日（水曜日を除く）9時～１６時 

☎０８３－９２５－３３０４ 

Eメールアドレス 

ohdonoshakyo@gmail.com 

この情報紙について 

【大殿のいま】 

令和２年 ２月２９日現在（先月比） 

人口 7,687人 （ －16） 

世帯数 3,905戸 （ －7） 

うち 男性 3,674人 （ －6） 

女性 4,013人 （ －1０ ） 

令和２年４月１日号 

№１ 

mailto:ohdonoshakyo@gmail.com
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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（☎０８３-９２４-５５９２）

までご連絡ください。 

交流センター玄関の 

プランターが新しく！ 

 山内木工製作所

から寄贈がありま

した。季節の花を

植え付け、活用さ

せてもらいます。 

  

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は、 

４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。 

団 体 名 ジャンル 活 動 日 活 動 時 間 

太極拳講座 太極拳 毎週土曜日 

はつらつ３Ｂ 体操 毎週木曜日 

３Ｂ体操（角田） 体操 毎週木曜日 

華道 

ダンス 

ペン習字教室 ペン字 
毎週水曜日

ダンス 

体操 毎週火曜日 

体操 毎週火曜日 

銀の鈴 コーラス 

自彊術 体操 毎週金曜日 

芙蓉の会

スマイル３Ｂ 体操 毎週月曜日 

第２水曜日

一の坂会 
第３木曜日

フマーズ 

うたごえ コーラス 第４水曜日 

合唱 毎週土曜日 

ひろば 毎週水曜日 

（準) 県庁吹奏楽団 音楽 毎週水曜日 

（準) ３ Ｂ 体 操 体操 毎週火曜日 

【大殿中学校屋内運動場 利用団体】 

団 体 名 種 目 利用日時（曜日・時間） 

週打会 

上金クラブ 

FAKE STAR 

Y.B.C Jr 

【大殿小学校屋内運動場・グラウンド 利用団体】 

団 体 名 種 目 利用日時（曜日・時間） 

大殿卓球愛好会 卓球 

大殿土曜会 

もってぃ～ズ 

大殿バレーボール 

スポーツ少年団 

なぎなた 

ラブ＆ピース 

ボッチャ 

野球 

サッカー 
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 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９日（木） 

    １０時～１１時３０分 

●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 浅原 ☎０８３-９２１-２５１０ 

※５月の開催日は１４日（木）です。 

   
 ４月の「キラ♢きら」便りはお休みさせて

いただきます。４月以降の開館予定は、随時

ブログにてご案内しますので、ご確認後の来

館をお願いします。 

URL https://blog.canpan.info/kira-kira/ 

●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・木曜日10～16時 

  
●日時 ４月２５日（土） 

１０時３０分～１１時３０分 

●場所 大殿地域交流センター ２階 和室 

●内容 ☆今月のクイズ 

☆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 

☆折紙工作 あるくぺんぎん 

☆自由に読もう わくわくした気分の絵本 

●申込 不要 

  
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  

●場所 市保健センター ２階 

（糸米二丁目６番６号） 

●対象 令和元年１０月１日から令和２年

１月３１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 

 
 缶入りアロマワックスとは、火を使わずに

アロマの香りを部屋で楽しむことができる安

全面からも人気のインテリアです。クロー

ゼットの中に置いたり、玄関やトイレに飾っ

ておくだけでお洒落なものです。お好みのア

ロマの香りで、日頃の疲れを癒したり、スト

レスを解消するために、ぜひ一緒に作ってみ

ませんか。 

●日時 ４月１１日（土）  

１０時３０分～１１時３０分終了予定 

●場所 大殿地域交流センター １階 講堂 

●定員 先着２０人  ●参加費 ３００円 

●持参物  

●講師 フラワーショップ花陰の方 

●募集締切 ４月３日（金） 

●託児 あり（要申込） 

●申込・問合せ 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４―５５９２ 
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編集・発行    大殿地区町内連合会  ☎924-5592 

      おおどのコミュニティ協議会   ☎929-3388 

http://odono-community.jp/ 

大殿地区社会福祉協議会  ☎925-3304 

大殿地域交流センター活動推進委員会 ☎924-5592 

〠753-00９３ 山口市大殿大路120番地４ 

 

 

 
 3月5日以降、大殿地域交流センターや学

校体育施設など、市有施設で休館等の対応を

しています。皆さんにはご不便をおかけしま

すが、ご理解とご協力をお願いします。 

 なおイベント・行事等が開催予定であって

も急遽中止または延期になる可能性がありま

す。事前に主催者等にご確認ください。 

皆さまへのお願い 

 まずは手洗いが大切です。外出先からの帰

宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石

けんやアルコール消毒液などで手を洗いま

しょう。 

 
 体を動かすのが大好き、興味のある子♪運

動は苦手だけどやってみたいな～って子も大

歓迎‼まず、体験または見学をしてみません

か？お仕事やご兄弟がいて時間が取れなく

て…というお母さんも心配ごとや不安なこ

とがあればご質問、ご相談ください。 

●練習日 

 水曜日 湯田小学校１７時～１９時１５分 

 金曜日 白石小学校１７時～１９時１５分  

 土曜日 大内小学校 ９時～１３時  

●問合せ 原田☎０９０-７５４２-６９１１ 

【一般書】じっと手を見る（窪 美澄）／熱源（川

越宗一）大名倒産 上・下（浅田次郎）／紙鑑定士

の事件ファイル 模型の家の殺人（歌田 年）／小

説 天気の子（新海 誠）／AIに負けない子どもを

育てる（新井紀子）／こころの深呼吸 気づきと

癒しのことば365（片柳弘史）【児童書】しずく

ちゃん33（ぎぼ りつこ）／なぞときサバイバル

シリーズ サバイバル＋文章読解推理ドリル 虫

編／かがくるBOOK 古代遺跡のサバイバル1・2

秦の始皇帝陵編／ワクワク知育BOOK 恐竜バト

ルまちがいさがし／チャレンジ ミッケ！10 ま

ほうとふしぎのくに（ウォルター・ウィック） 

ほか 

※図書の貸出は１人３冊まで、２週間以内に

返却してください。 

●開館日 

月～金曜日（祝日除く）8時30分～17時 

土曜日 9時～12時（行事等で休みあり） 

※本のタイトル（著者名） 

     ４月の主な行事 

7㊋ 親睦運動会実行委員会② 

8㊌ 大殿小あんぜん・あいさつの日 

9㊍ 市報配布日 

11㊏ アロマワックス講座 

16㊍ おおどのコミュニティ協議会総会 

19㊐ 端午deさんぽ（～5/9）  

2０㊊ 大殿小あんぜん・あいさつの日 

22㊌ 親睦運動会実行委員会③ 

24㊎ 市報配布日 


