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 第９回仁保地区ソフトバレーボール大会を開催します。皆さん奮ってご参加下さい！ 

 日 に ち ３月４日（日） 

 時  間 開会式：８時３０分～  試合開始：９時００分～ 

 会  場 仁保小・中学校体育館（会場は抽選で決定） 

 参加資格 ・１８歳以上（高校生は除く） 

      ・１チーム４名（補員、交代は自由） 

      ・必ず女性が１名以上出場 

 締 切 り ２月２０日（月） 

       ※申し込みは各地区体育委員さんを通じて行なってください 

 問合せ先 交流センター又は各地区体育委員さん 

  

 合同練習 ２月２２日（水）、２７日（月） ２０時～ 仁保小学校体育館にて 

       ※１回目の練習日に対戦の抽選会を行ないます 

１日(水) 第３回健康づくり体操教室 

７日(火) 仁保小学校入学説明会 

８日(水) 仁保幼稚園人形劇 

１９日(日) 子ども会球技大会 

２１日(火) パソコン講座 

２６日(日) 仁保地区「空き缶ゼロの日」 

２８日(火) パソコン講座 

２９日(水) 第４回健康づくり体操教室 

○交流センターに「血圧計」を設置しま

した。行政窓口カウンターに置いてあ

りますので、ご自由にご利用下さい。 

  

○図書コーナーに新刊を入荷しました。 

 

○ストレッチ（柔軟体操）の仕方を載せ

たパンフレットを作成しました。スト

レッチは肩こり・腰痛緩和、転倒予防

の効果があるとともに、高血圧・動脈

硬化等の改善に繋がります。ぜひスト

レッチをしてみてください。 

山口市成人式の集合写真が出来上がりま

した。購入の申し込みをされた方は交流セ

ンターまでお越し下さい。（写真代 920 円

と引き換えになります） 



 
 徳地に伝わる石風呂で、身も心もリフレッシュして歴史の息吹を感じてみませんか？ 

日 時 ３月５日（月） １１時～１５時３０分 

場 所 徳地青少年自然の家 

定 員 ２０名（先着順） 

参加費 ７００円（昼食代込み） 

 持参物 タオル（２～３枚）、汗をかいた後の着替え（下着含む）、水分補給用の水 

汚れても良い長袖・長ズボン 

 申込先 交流センター（929-0105） 

 

行 程 １１：００ 仁保地域交流センター出発 

     １１：４５ 昼食（自然の家にてバイキング） 

     １３：００ 石風呂体験 

     １５：３０ 仁保地域交流センター到着 

 今回の内容は「住所録の作成」です。エクセルの手法を学び、自分なりのアドレス帳

を作ってみませんか？基礎からやりますので、エクセルを使ったことのない方も大丈夫

です。この機会にぜひ受講下さい！ 

日 時 ２月２１日（火）、２８日（火）  １０時～１２時 

場 所 交流センター 研修室２ 

定 員 １２名（先着順） 

参加費 ２，３００円/２回 

持参物 パソコン 

申込先 交流センター（929-0105） 

 仁保地区老人クラブ主催の旅行が開催されます。 

主な旅行行程は、１日目は四国の高松で讃岐うどん

を食べた後、淡路島洲本温泉に宿泊。２日目は今年の

ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」のドラマ館や歴史館巡り

や、神戸中華街を散策します。 

 興味のある方は地区の世話人さんへ申し込みをお願

いします。 

日にち ２月２７日（月） 

～２８日（火） 

定 員 ７０名 

参加費 ２１，６００円 



平成２４年度の交流センター及び学校体育施設の定期利用の申請を受け付けていま

す。定期利用をご希望の方は必要書類をお渡し致しますので、交流センターまでお越し

ください。 

なお、現在定期利用されている団体につきましては、代表者へ必要書類を送付いたし

ますので、ご記入の上ご提出ください。 

提出期限：２月２４日（金曜日） 
※定期利用団体として登録された団体につきましては、利用日程等の調整会議を行ない

ますので、代表者の方は必ずご出席ください。（日時未定） 

 宮野幼稚園のお母さん達のサークル「くるくる」による人形劇が行なわれます。どな

たでもご覧いただけますので、お子さんだけでなく、大人の方も大歓迎です！ 

お時間のある方はぜひお越し下さい！ 

 日 時 ２月８日（水） １０時～１１時 

 場 所 仁保幼稚園 遊戯室 

 演 目 「ぐりとぐら」、「おむすびころりん」 

 

 ※車で来られる方は、園庭に駐車して下さい 

 ※時間に余裕を持って、早めにお越し下さい 

 今年の仁保地区「空き缶ゼロの日」は２月２６日（日）１３時３０分から行ないます。 

この清掃活動は地区住民をはじめ学校や事業所の皆さんが参加して行なう活動とし

て、仁保地区行事の１つとしても定着してきました。仁保の美しい環境を 

維持するため、皆さんの積極的な参加をお待ちしています！ 

 

※今回から空き缶やゴミの回収は集落単位で行なうこととなりました。 



 

「書き損じハガキ」や「不要になっ

た未使用の年賀ハガキ」を回収し、切

手等に交換して通信事務に利用させて

いただいております。 

 回収箱は交流センターに置いてあり

ますので、ぜひご協力をお願いします。 

「仁保地区自主防災マップ」を作成

しました。避難場所、危険箇所、地区

関係機関等が記載してあります。非常

時にいち早く対応出来るよう、各ご家

庭で確認し、目のつくところに貼って

おいてください 

※配布は住民座談会で行ないます。 

 昨年行なわれた仁保の名所写真コン

テストで入賞された方の作品をもとに、

「仁保名所パンフレット」を作成しまし

た。 

 今号の市報と一緒に配布しておりま

すので、ご覧いただくとともに、お知り

合いの方に仁保を紹介してください！ 

 平成２４年度も仁保の名所や風景を

広く紹介し、交流を促進するため、  

「仁保名所写真コンテスト」 

の作品を募集します。 

 詳しくは今月配布する募集 

内容をご覧下さい。 

 １月１２日（木）、交流センターで囲碁同好会の新春囲碁大会

が行なわれました。当日の寒さに負けず、優勝を目指して熱戦が

繰り広げられました。 

 今後も定期的に囲碁大会が開催されます。初心者でも大歓迎で

すので、興味のある方はぜひ参加してください！ 

 新たにキーボード、ハンドベル、タンバリン、鈴、鉄琴、太鼓、カスタネット等の

楽器や玉入れ（バスケット）、積み木くずし（紙箱）を購入しました。サロン等でぜ

ひご利用下さい！ 詳しくは自治会（929-0125）までお問合せ下さい。 



○首 

首を上下・左右にゆっくり動

かし、最後に回旋する。 

○腕 （１） 

手のひらを前にして腕を身体の前で伸ばし、もう片

方の手で、伸ばしている手のひらを持って手前に引

く。 

続いて手の甲を前にして同様に伸ばす。 

○肩 （１） 

片方の腕を胸の前に伸ばし、

反対の手で腕を手前に引い

て伸ばす。 
手を肩にのせ、反対の手で、肩にのせた腕の肘を持っ

て伸ばす。（身体は反らさずに） 

☆ストレッチの注意点☆ 

 ①呼吸は、鼻から吸って口から吐きます。息を止めると、筋肉が伸びません。 

 ②勢いをつけずに、ゆっくり伸ばしてください。 

 ②痛気持ち良いところまで伸ばしたら、１５秒間静止（動きがない種目）。 

 ③お風呂上りなどに行なうと良いでしょう。 

 ④毎日継続してください。 

（２） 

（２） 



○肩関節・肩甲骨 （１） 

両肘を上向きに９０度に曲げ、頭の横で上

下に動かす。（上下運動を早くしても良い） 

左右の手を９０度に曲げ、

肘の高さを変えないで、手

を上下に動かす。 

指先を前が前になるよう、両肘を９０度に曲

げ、前方向に引き、水平に保ったまま、肘の

高さを変えないで前後に動かす。 

右手の手のひらを上に、左手の手のひらを下

に向け、左右の腕をぞうきんを絞るように、

逆に回転させる。 

両腕を水平に伸ばし、水平に保

ったまま、両腕を回転させる。 

（小さく回転→大きく回転） 

手のひらと肘をつけた状態を維

持したまま、手を上に伸ばす。 

（２） 

（３） （４） 

（５） （６） 



○回旋運動 

肘を肩の高さで維持し、左右に身体

を回旋する。（後方にパンチするよ

うに大きく振り回す） 

足を左右にしっか

りと開き、肩を内側

に入れるように落

としていく。 

○股割り ○体側 

腰に手を置いて、腰の位

置は固定したまま、体側

を伸ばす。 

次に、片手を上げて体側

を伸ばす。 
○お腹・腰周り 

足を肩幅に開いて前屈し、腰に手

を置いて状態を反らす。 

○ふくらはぎ （１） 

後ろ足の踵が浮かないよう、

体重を前足にかける。 

その後、後ろ足の膝を曲げ、

今度は体重を後ろ足にかけ

る。 

前に出した膝を両手で

押さえて伸ばす 

その後、出した足の反

対の手でつま先を持っ

て伸ばす。 

曲げた方の足の踵が浮か

ないようにして、もう片方

の足を伸ばす。 

○もも裏 

○ももの付け根 

足を前後に開き、曲げた方の足の内側から手を入

れて、後ろ足（お尻）を前後、左右、回旋させる。 

（２） 



 
○スクワット（太ももの筋力強化） 

足を蟹股にして、肩幅くらいに開

き、両手は胸に交差させる。背筋を

伸ばしたまま、にゆっくりと腰 

（股間接）を落としていく。 

足を蟹股にして、肩幅くらいに開き、両手を床につけ、上下させる。 

同様に、次は両手を床につけたまま、左右に動かす。 

肩幅くらいに開き、両手は前に。膝の位置は変

えず、お尻を後ろに突き出すようにして、背筋

を伸ばしたままゆっくりと腰を落としていく。 

腰に手を置いて、腰の

位置を保ったまま、 

骨盤を左右に回旋す

る。 

○骨盤周り（骨盤矯正） （１） 

壁に両手をおいて、片足を上下、左右に動かす。 

その後、足を後ろから前に、前から後ろに旋回

する。 

（２） 

（１）ノーマル （２）股開き 

（３） （４） 
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