
 

 

 

 
 １月１２日、山口南総合センターで市消防出

初式が開催され、中部方面隊大殿分団が参加さ

れました。永年の消防活動の功績に対し、次の

皆さんが表彰されました。 

県消防協会長表彰 勤続章（勤続２０年） 

田中 三夫 氏 

市消防団長表彰 功績章 

縄田 真一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 １月１２日、市民会館で市成人式が開催され

ました。新成人の皆さんおめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

～成人式記念写真の贈呈について～ 

 おおどのコミュニティ協議会から、大殿地域

で写真撮影をされた新成人の皆さんに、記念写

真を贈呈します。 

●期間 ２月 3日（月）～ ３月９日（月） 

平日（水曜日を除く）9時～17時 

●場所 おおどのコミュニティ協議会 事務局 

（大殿地域交流センター２階） 

●問合せ ☎０８３-９２９-３３８８ 

※期間中は無料（地域からのお祝いとしてお渡

しします。）期間を過ぎると有料（直接、写真館

に問い合わせていただくようになります。） 

※ご家族など代理の方でも受け取りできます。 

 
1 月 15 日、市役所で令和元年台風第 19 号

の被災者を支援するため、大殿地区町内連合会

を代表して会長、副会長が市長を訪れ、義援金

を日本赤十字社山口市地区（渡辺純忠地区長）

に贈呈しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１９日、山口きらら博記念公園で市駅伝 

競走大会が開催されました。大殿地域からは、 

大殿中の生徒５人を含めた２チームが体協の部 

で出場しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年２月１日号   ＮＯ．１３１ 

令和元年１２月３１日現在（登録上） 

大殿地区世帯数   ３，９１８戸 
大殿地区人口    ７，７１１人 

内 男性    ３，６８９人 
    女性    ４，０２２人 

発行：大殿地域交流センター活動推進委員会 
山口市大殿大路１２０番地４ ＴＥＬ：９２４－５５９２ ＦＡＸ：９２４－５５９７ 

 電子書籍のアドレスはこちら ☛☛☛ http://y-ebooks.e-manager.jp/  
（または「Ｙｂｏｏｋ」で検索！）Ｙｂｏｏｋで、大殿センターだよりを「カラー」で見よう！ 

【結果】体協の部（１９チーム中） 
大殿地区Ａ ７位、大殿地区Ｂ １５位 

http://y-ebooks.e-manager.jp/


 

 

大殿小ＰＴＡあんぜん・あいさつの日は、
２月３日（月）・１７日（月）です。 
地域の皆さん、ご理解とご協力をお願いし
ます。 

種目 距離 スタート時間
親子ペア ２km ９時２０分
小学４～６年生女子 ２km ９時２０分
小学４～６年生男子 ３km ９時４０分
中学生女子 ３km １０時１０分
中学生男子 ５km １０時４０分
一般女子 ３km １０時１０分
一般男子 ５km １０時４０分

 
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 ２月１３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 

※３月の開催日は１２日（木）です。 

 

 
●日時 ２月２０日（木） 

１０時～１１時３０分（集合９時５０分） 

●場所 大殿地域交流センター 講堂 

●講師 市食生活改善推進員 正岡寿子 氏 他  

●内容 ホットプレートで簡単なおやつ（じゃ

がいものガレットなど）を親子で作ります。 

※詳細については、キラ◇きらまでお問い合わ

せください。 

●対象 ２歳前後からのお子さんと保護者 

●定員 先着１０組 

●参加費 ３００円 

●募集締切 ２月１３日（木） 

 
●日時 ３月９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」 

●内容 県立大学の学生さんと一緒にお楽しみ

会をしましょう 

●定員 先着８組 

●対象 乳幼児と保護者 

●参加費 お子さま一人につき１００円 

●募集期間 ２月１７日（月）～３月２日（月） 

●申込・問合せ 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時～１６時 

 
こどもの食事に悩んでいることはありません

か。 管理栄養士さんのお話を聞いてみましょう。 

●日時 ２月１８日（火） 

１０時３０分～１１時３０分（受付１０時～） 

●場所 大殿地域交流センター 和室 

●内容 

①市保健センター管理栄養士さんのお話 

②フェルトおままごとであそぼう    

●対象 乳幼児の保護者  

※保護者のみ可、子連れ可 

●参加費 無料  ●定員 先着１５組 

●申込先 大殿地域交流センター 

☎０８３-９２４―５５９２ 

●問合せ 浅原 ☎０８３-９２１-２５１０ 

 
●日時 ２月２２日（土） 

１０時３０分～１２時 

●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 

☆自由に読もう（「わ」のつく絵本） 

●申込 不要 

 
総勢約３００人のランナーが走ります！ 

みなさん、応援をおねがいします！ 

●日時 ２月１６日（日） 

開会式 ８時５０分～ 

●スタート＆ゴール 大殿小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ボランティアの方々のご協力により大殿地域

交流センターの図書室を毎週土曜日の午前中に

開放しています。令和２年度の図書室開放ボラ

ンティアを募集しますので、お手伝いいただけ

る方は交流センターまでご連絡ください。 

※ ボランティア業務の内容は、図書の貸出返却 

です。 

●連絡期限 ２月２１日（金）まで  

※ お手伝いしていただける方は説明会を３月

５日（木）１８時から大殿地域交流センターで

開催しますので、ご出席ください。 

●問合せ 大殿地域交流センター  

☎０８３-９２４-５５９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「消費（買い物）」は社会への「投票」と言わ

れています。日常的に行っている買い物に「環 

境」という視点を加え、持続可能なライフスタ

イルへの一歩を踏み出しましょう！エシカル消

費を楽しく学べる講座です。 

STEP.1 座学講習   

STEP.2 店舗でエコラベル探し  

●日時 ２月１８日（火）１０時～１１時３０分  

●場所 コープここと どうもん店 

（市道場門前一丁目１－１８） 

●講師 県立大学 准教授 今村主税 氏 

●参加費 無料  ●定員 ２０人 

●募集締切 ２月１０日（月）  

●申込・問合せ  

市環境部環境政策課内 

温暖化とめるっちゃネットワークやまぐち 

☎０８３-９４１-２１８１ 

FAX ０８３-９２７-１５３０ 

メール tomeruccha@orion.ocn.ne.jp 

 
市内産水産物（タコ・エビ・モクズガニ）を

作った料理を学び、試食します。初心者大歓迎！ 

●日時 ３月１８日（水）10 時～13 時 

●場所 湯田地域交流センター 

●講師 studio cocon  

主宰 椎木 優子 氏 

●対象 市内在住・在勤の男性 

●定員 先着１５人 

●参加費 ５００円 

●持参物 エプロン、三角巾、手拭きタオル 

●募集締切 3月 6 日（金） 

●共催 湯田地域交流センター、水産港湾課 

●申込・問合せ 湯田地域交流センター 

☎０８３-９２２-８２１８ 

 
 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 ２月２９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 講堂 

●定員 先着２０人 

●参加費 ３００円 

●持参物  

はさみ、あれば長いピンセットまたは割り箸 

●講師 フラワーショップ花陰の方 

●募集締切 ２月２１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 

 

 

 

 

 

 

 

お好きな香りを
キャンドルにつ
けて、お好きな花
でアレンジしま
しょう！ 



 

 

ウマは１本の指で 
立っている！ 

くらべる骨格動物図鑑 
（川崎 悟司） 

ノラネコぐんだん 
カレーライス 

（工藤 ノリコ） 

タイトル 著者

これでいいのか山口県　～３００年思考が止まった山口県民の保守体制とは 鈴木　士郎　/岡島　慎二

ライオンのおやつ 小川　糸

希望の糸 東野　圭吾

渦
ウズ

～妹背
イ モセヤマ

山婦女
オンナ

庭
テイ キン

訓　魂
タマムス

結び　【第１６１回　直木賞　受賞作】 大島　真寿美

むらさきのスカートの女　【第１６１回　芥川賞　受賞作】 今村　夏子

祝祭と予感 恩田　陸

罪の轍 奥田　英郎

風人雷神　上 原田　マハ

風人雷神　下 原田　マハ

生き物の死にざま 稲垣　栄洋

鹿の王　水底の橋 上橋　菜穂子

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上　和人

ウマは一本の指で立っている　くらべる骨格動物図鑑 川崎 　悟司

ノラネコぐんだん　カレーライス 工藤　ノリコ

パンケーキ　くまのきいくまくん いりやま　さとし

オオイシさん 北村　直子

しばわんこの和の行事えほん 川浦　良枝

簡単おりがみ大百科～幼児から大人お年寄りまで

ライオンのおやつ 
（小川 糸） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～図書室の利用について～ 

月曜日～金曜日（祝日は除く）８時３０分～１７時 

土曜日（行事等によりお休みがあります）９時～１２時 

図書の貸出しは１人３冊まで、２週間以内に返却 

どなたでもご利用いただけますので、ぜひご利用ください♪ 

 

２月１日（土）の
図書室開放は、地
域行事のためお
休みします。 


