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３日(火) 母推の食育講座（お弁当づくり） 

３日(火) パソコン講座 

８日(日) 仁保地区球技大会 

１０日(火) パソコン講座 

１１日(水) 健康づくり体操教室 

１３日(金) 仁保中学生と幼児とのふれあい 

１９日(木) 健康相談・介護予防相談 

２１日(土)  

２２日(日)   

２５日(水) リンパマッサージ 

２８日(土) アユのつかみ取り 

２９日(日) 山口県知事選挙 

 昨年開催して大好評だったアユのつかみ取りを今年も帰郷庵周辺で行ないます。豊か

な自然の中で川遊びをしながら、アユのつかみ取りをしてみませんか？夏休みの時期に

親子でぜひご参加下さい♪ 

日日日日        時時時時    ７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１３１３１３１３時時時時ごろごろごろごろ    

    場場場場        所所所所    帰郷庵及帰郷庵及帰郷庵及帰郷庵及びそのびそのびそのびその周辺周辺周辺周辺    

    持持持持    参参参参    物物物物    タオルタオルタオルタオル、、、、着替着替着替着替ええええ、、、、川川川川にににに入入入入るためのるためのるためのるための靴靴靴靴（（（（サンダルサンダルサンダルサンダル不可不可不可不可））））    

    定定定定            員員員員    ３０３０３０３０名程度名程度名程度名程度（（（（先着順先着順先着順先着順））））    

    参加資格参加資格参加資格参加資格    小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上（（（（※※※※小学生小学生小学生小学生はははは保護者同伴保護者同伴保護者同伴保護者同伴でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします））））    

    参参参参    加加加加    費費費費    中学生以上中学生以上中学生以上中学生以上：：：：1,0001,0001,0001,000 円円円円////人人人人、、、、小学生小学生小学生小学生：：：：500500500500 円円円円////人人人人    

    申申申申    込込込込    みみみみ    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター内内内内    嘉村礒多生家嘉村礒多生家嘉村礒多生家嘉村礒多生家のののの会会会会（（（（929929929929----0433043304330433））））    

    ※※※※雨天雨天雨天雨天やややや川川川川がががが増水増水増水増水したしたしたした場合場合場合場合はははは中止中止中止中止となりますとなりますとなりますとなります    

☆ 取ったアユはマイギリを使った古代の方法で火をおこして、焼いて食べます。また、

文字が浮き出る不思議な葉っぱで葉書づくりも行ないます。 

仁保っ子キャンプ 

 各集落から出場チームも出揃い、

仁保地区球技大会が開催されます。

練習の成果を発揮し、優勝目指して

頑張りましょう！また、出場されな

い方もぜひ応援にお越し下さい！ 

 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの予定予定予定予定＞＞＞＞    

７７７７月月月月２２２２日日日日((((月月月月))))    組合組合組合組合せせせせ抽選会抽選会抽選会抽選会    

７７７７月月月月５５５５日日日日((((木木木木))))    トリムバレートリムバレートリムバレートリムバレー合同合同合同合同    

練習日練習日練習日練習日    

    ７７７７月月月月８８８８日日日日((((日日日日))))    仁保地区球技大会仁保地区球技大会仁保地区球技大会仁保地区球技大会    



    

    

日日日日にちにちにちにち    ７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））    

時時時時    間間間間    第第第第１１１１部部部部：：：：１３１３１３１３時時時時～～～～１４１４１４１４時時時時１５１５１５１５分分分分                        第第第第２２２２部部部部：：：：１５１５１５１５時時時時～～～～１６１６１６１６時時時時１５１５１５１５分分分分            

内内内内    容容容容    ストレッチストレッチストレッチストレッチやややや体操体操体操体操をををを行行行行いいいい、、、、体内体内体内体内のののの内側内側内側内側

にあるにあるにあるにある筋肉筋肉筋肉筋肉（（（（インナーマッスルインナーマッスルインナーマッスルインナーマッスル））））をををを鍛鍛鍛鍛

ええええ、、、、体幹体幹体幹体幹をををを強化強化強化強化しますしますしますします    

骨盤矯正骨盤矯正骨盤矯正骨盤矯正やややや腰痛腰痛腰痛腰痛・・・・転倒防止転倒防止転倒防止転倒防止にににに効効効効くくくく    

ストレッチストレッチストレッチストレッチやややや体操体操体操体操をををを中中中中心心心心にににに行行行行ないまないまないまないま

すすすす    

場場場場    所所所所    仁保中学校体育館仁保中学校体育館仁保中学校体育館仁保中学校体育館    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター    仁保仁保仁保仁保ホールホールホールホール    

定定定定    員員員員    各部各部各部各部ともともともとも２０２０２０２０名程度名程度名程度名程度（（（（先着順先着順先着順先着順））））    

受講料受講料受講料受講料    ３００３００３００３００円円円円（（（（※※※※１１１１部部部部、、、、２２２２部両方受講部両方受講部両方受講部両方受講されてもされてもされてもされても３００３００３００３００円円円円ですですですです））））    

申込先申込先申込先申込先    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター（（（（929929929929----0105010501050105））））    

申込時申込時申込時申込時にににに第第第第１１１１部部部部かかかか第第第第２２２２部部部部をおをおをおをお伝伝伝伝ええええ下下下下さいさいさいさい（（（（両方受講可両方受講可両方受講可両方受講可））））    

 毎月開催している健康づくり体操教室。今月は初の試みで、第１部を中学校で中学生

と一緒に行ないます。生徒たちとの交流も兼ねて、健康で丈夫な身体作りをしましょう！ 

 ※第１部と第２部の時間帯と場所が今までと違いますので、お間違えのないようにお

願いいたします。 

 リンパマッサージとは、体内のリンパ液の流れを良くして、体調を整えるマッサージ

です。生活習慣等でリンパ液の流れが滞ると「むくみ」、「冷え」、「こり」、「肌荒れ」、   

「免疫力の低下」等に繋がります。 

 リンパ液の流れを改善して、健康な身体作りをしましょう！！ 

講講講講    師師師師    上田上田上田上田    美子氏美子氏美子氏美子氏（（（（フットケアフットケアフットケアフットケア普及普及普及普及のののの会会会会    代表代表代表代表））））    

    

日日日日    時時時時    ７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

場場場場    所所所所    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター２２２２FFFF    和室和室和室和室・・・・仁保亭仁保亭仁保亭仁保亭    

    定定定定    員員員員    １２１２１２１２名名名名（（（（各時間帯各時間帯各時間帯各時間帯３３３３名名名名ずつずつずつずつ    先着順先着順先着順先着順））））    

    参加費参加費参加費参加費    ５００５００５００５００円円円円    

    持参物持参物持参物持参物    バスタオルバスタオルバスタオルバスタオル１１１１枚枚枚枚、、、、フェイスタオルフェイスタオルフェイスタオルフェイスタオル２２２２枚枚枚枚    

                    ※※※※膝膝膝膝がががが出出出出せるせるせるせるパンツパンツパンツパンツ（（（（ズボンズボンズボンズボン））））をはいてきてくださいをはいてきてくださいをはいてきてくださいをはいてきてください    

    申込申込申込申込みみみみ    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター（（（（929929929929----0105010501050105））））    

    

※ 施術時間施術時間施術時間施術時間はははは１１１１人人人人３０３０３０３０分分分分ですですですです。。。。申込申込申込申込みみみみ時時時時にににに希望希望希望希望のののの時間時間時間時間をおをおをおをお伝伝伝伝ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。    

①１０①１０①１０①１０時時時時～～～～    ②１０②１０②１０②１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    ③１１③１１③１１③１１時時時時～～～～    ④１１④１１④１１④１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    

 毎週水曜日、１２：２０～１３：２０まで無料の体操教室を行なっています。受講さ

れた方から、「足腰のしびれがとれた」「肩こり・腰痛が治った」など嬉しい声もお聞き

しています。ぜひ一度お越し下さい！ （７月１１日（水）はお休みです） 



 中学生と幼児とのふれ合い授業が行なわれます。当日は「いっぽ 仁保 さんぽ」へ

仁保中学校の３年生が遊びに行きますので、お時間のある方はぜひご参加下さい！ 

    日日日日    時時時時    ７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））    １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時    

    場場場場    所所所所    つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場「「「「いっぽいっぽいっぽいっぽ    仁保仁保仁保仁保    さんぽさんぽさんぽさんぽ」」」」    

    対対対対    象象象象    未就園児未就園児未就園児未就園児とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

    持参物持参物持参物持参物    認印認印認印認印、、、、おおおお茶茶茶茶、、、、着替着替着替着替ええええ、、、、タオルタオルタオルタオルなどなどなどなど    

    主主主主    催催催催    仁保中学校仁保中学校仁保中学校仁保中学校、「、「、「、「いっぽいっぽいっぽいっぽ    仁保仁保仁保仁保    さんぽさんぽさんぽさんぽ」」」」    

    申込申込申込申込みみみみ・・・・問合問合問合問合せせせせ先先先先    

                    ＊＊＊＊仁保中学校仁保中学校仁保中学校仁保中学校    

（（（（TEL 929TEL 929TEL 929TEL 929----0028002800280028    担当担当担当担当：：：：長岡長岡長岡長岡・・・・吉原吉原吉原吉原））））    

                    ＊「＊「＊「＊「いっぽいっぽいっぽいっぽ    仁保仁保仁保仁保    さんぽさんぽさんぽさんぽ」」」」    

（（（（TEL 929TEL 929TEL 929TEL 929----0270027002700270    担当担当担当担当：：：：須子須子須子須子    ※※※※月月月月・・・・水水水水・・・・金金金金のみのみのみのみ））））    

    

    そのそのそのその他他他他    おおおお子様子様子様子様のののの体調等体調等体調等体調等でやむをでやむをでやむをでやむを得得得得ずずずず欠席欠席欠席欠席されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、中学校中学校中学校中学校またはまたはまたはまたは「「「「いっぽいっぽいっぽいっぽ    

仁保仁保仁保仁保    さんぽさんぽさんぽさんぽ」」」」までまでまでまで必必必必ずごずごずごずご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    

 血圧測定、体脂肪測定、尿検査を行ないます。「検診結果の見方が分からない」、「体

重を減らしたいが、何から始めればよいのか」など、お困りのことがありましたら、お

気軽にご相談下さい。 

    日日日日    にににに    ちちちち    ７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））    

    受付時間受付時間受付時間受付時間    １０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分    

    場場場場                所所所所    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター２２２２FFFF    研修室研修室研修室研修室２２２２    

    問合問合問合問合せせせせ先先先先    山口市保健山口市保健山口市保健山口市保健センターセンターセンターセンター（（（（TEL TEL TEL TEL 921921921921----2222666666666666））））    

 今年の仁保っ子キャンプ＆ハイキン

グは７月２１日（土）～２２日（日）

に行なわれます。場所は昨年と同じ 

十種ヶ峰です。 

 夏休みの楽しい思い出作りにぜひご

参加下さい！！ 

 夏の交通安全運動が行なわれます！！ 

交通事故の多発が懸念される夏休み前

に、交通安全の意識を高め、仁保地区一体

となって交通安全に努めましょう。 



    
すばらしい景色を楽しみながらくじゅう登山をしてみませんか。大自然の中に咲く

様々な色の野花と頂上から眺める景色に心を奪われるはずです。健康づくりの一貫とし

てもいかかでしょうか。みなさんお誘い合わせのうえ、ぜひご参加下さい！ 

 

＜＜＜＜登山登山登山登山コースコースコースコース（（（（予定予定予定予定）＞）＞）＞）＞    

牧牧牧牧 ノノノノ 戸 峠 登 山 口戸 峠 登 山 口戸 峠 登 山 口戸 峠 登 山 口 （（（（ 1339m1339m1339m1339m ）））） →→→→ 沓 掛 山沓 掛 山沓 掛 山沓 掛 山 （（（（ 1503m1503m1503m1503m ）））） →→→→ 非 難 小 屋非 難 小 屋非 難 小 屋非 難 小 屋 →→→→ 久 住 分久 住 分久 住 分久 住 分 れれれれ →→→→                        

久住山久住山久住山久住山（（（（1786m1786m1786m1786m））））→→→→【【【【戻戻戻戻りりりり】】】】→→→→久住分久住分久住分久住分れれれれ→→→→非難小屋非難小屋非難小屋非難小屋→→→→沓掛山沓掛山沓掛山沓掛山→→→→牧牧牧牧ノノノノ戸峠登山口戸峠登山口戸峠登山口戸峠登山口    

日日日日にちにちにちにち    ８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））    

内内内内    容容容容    ２５２５２５２５日日日日のののの昼昼昼昼ごろごろごろごろ山口山口山口山口をををを出発出発出発出発しししし、、、、夜夜夜夜はははは旅館旅館旅館旅館にににに宿泊宿泊宿泊宿泊。。。。２６２６２６２６日日日日のののの朝朝朝朝６６６６時時時時くらいからくらいからくらいからくらいから

登山登山登山登山をををを開始開始開始開始しししし、、、、夕方夕方夕方夕方ごろごろごろごろ山口山口山口山口にににに帰帰帰帰りますりますりますります。。。。    

定定定定    員員員員    ２０２０２０２０名程度名程度名程度名程度（（（（※※※※最小最小最小最小催行人数催行人数催行人数催行人数    １０１０１０１０名名名名））））    

参加費参加費参加費参加費    ６６６６，，，，００００００００００００円円円円（（（（宿泊代宿泊代宿泊代宿泊代、、、、交通費等込交通費等込交通費等込交通費等込みみみみ））））    

締切締切締切締切りりりり    ８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金））））    

申込申込申込申込みみみみ    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター（（（（929929929929----0105010501050105））））    

去る６月１７日（日）、東園地区の仁保川河川敷において、消

防団と地域住民あわせて約１００人が参加して防災訓練を実施

しました。 

まず消防団が、水利不足の状況下での林野火災を想定した消火

訓練を行い、その後、みんなで土のうを実際に作って水害対策訓

練を行いました。 

台風シーズンが終わるまでは、こまめに気象情報をチェックし

て各自で災害に備え、いざというときは早めに避難するなど、 

被害発生防止に努めましょう。 

 全国で通学路における児童・生徒の

重大な交通事故が発生していることを

受け、７月３０日(月)に学校や道路管

理者、警察など関係機関による合同点

検及び対策会議を開催します。 

交通事後が発生しそうで危険な個所

等がございましたら交流センター

（929-0105）までご連絡下さい。 

 仁保中学校では、ふるさと仁保を愛し、

郷土仁保に誇りを持ち、仁保の未来を担う

子どもの育成を目指すため、学校の様々な

教育活動にご支援をいただけるボランティ

アスタッフを募集しています。 

詳しくは仁保中学校（929-0028）も

しくは交流センター（929-0105）まで

ご連絡下さい。 
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