
    ６６６６日日日日((((土土土土))))    こいのぼりこいのぼりこいのぼりこいのぼり掲揚掲揚掲揚掲揚    

    ８８８８日日日日((((月月月月))))    仁保中学校入学式仁保中学校入学式仁保中学校入学式仁保中学校入学式    

    ９９９９日日日日((((火火火火))))    仁保小学校入学式仁保小学校入学式仁保小学校入学式仁保小学校入学式    

１０１０１０１０日日日日((((水水水水))))    仁保仁保仁保仁保こどもこどもこどもこども園入園式園入園式園入園式園入園式    

１０１０１０１０日日日日((((水水水水))))    健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり体操教室体操教室体操教室体操教室    

１１１１１１１１日日日日((((木木木木))))    協力委員集会協力委員集会協力委員集会協力委員集会・・・・地区社協総代会地区社協総代会地区社協総代会地区社協総代会    

１２１２１２１２日日日日((((金金金金))))    ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート体験体験体験体験、、、、育児相談育児相談育児相談育児相談    

１５１５１５１５日日日日((((月月月月))))    自治会委員会自治会委員会自治会委員会自治会委員会（（（（総会総会総会総会））））    

１７１７１７１７日日日日((((水水水水))))    第第第第２３２３２３２３回回回回仁保川仁保川仁保川仁保川アユアユアユアユのののの放流放流放流放流    

２８２８２８２８日日日日((((日日日日))))    参議院参議院参議院参議院議員補欠選挙議員補欠選挙議員補欠選挙議員補欠選挙    

３０３０３０３０日日日日((((火火火火))))    子子子子どもどもどもども会総会会総会会総会会総会    

 ４月２８日（日）に参議院議員補

欠選挙が行われるため、下記の日程

で仁保ホールの利用が出来ません。 

 定期利用団体及び地区の皆様には

ご迷惑をおかけしますが、ご協力の

程よろしくお願いいたします。 

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日号日号日号日号            発行発行発行発行：：：：仁保地域交流仁保地域交流仁保地域交流仁保地域交流センターセンターセンターセンター活動推進委員会活動推進委員会活動推進委員会活動推進委員会    

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：９２９９２９９２９９２９－－－－０１０５０１０５０１０５０１０５    ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：http://www.http://www.http://www.http://www.nihoweb.com/nihoweb.com/nihoweb.com/nihoweb.com/    

 

 大好評の健康づくり体操教室を今年度も引き続き講師を招いて行います。皆さんで 

一緒に健康で丈夫な身体づくりに取り組みましょう！！ 

日日日日    時時時時        ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：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    仁保仁保仁保仁保ホールホールホールホール    

    内内内内    容容容容        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・・・・肩肩肩肩こりこりこりこり、、、、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    

    定定定定    員員員員        ３０３０３０３０名名名名（（（（先着順先着順先着順先着順））））    

    受受受受講料講料講料講料        ５００５００５００５００円円円円    

    持参物持参物持参物持参物        タオルタオルタオルタオル、、、、水分補給用水分補給用水分補給用水分補給用のののの飲飲飲飲みみみみ物物物物    

    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））））    

 

日にち 内 容 

４月２２日(月) 

  ～２６日(金) 

期日前投票 

   ２７日(土) 選挙準備 

   ２８日(日) 投票日 

 

 お昼の体操教室も継続して行います。皆で一緒にレッツトレーニング！ 

  

日 時  毎週水曜日 １２：２０～１３：２０ 

場 所  仁保ホール 



    
 お子様の身体測定を行い、育児に関することなどを保健師・栄養士が相談をお受けし

ます。無料ですので、お友達づくりもかねてお気軽にお越しください。 

    日日日日    時時時時        ４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：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    研修室研修室研修室研修室１１１１・・・・２２２２    

    持参物持参物持参物持参物        母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳    

    問合問合問合問合せせせせ        市保健市保健市保健市保健センターセンターセンターセンター（（（（921921921921----2666266626662666））））    

 仁保で活動している小学校ドッジボールチーム「仁保っ子ファイターズ」では、新し

いメンバーを募集しています！現在は仁保・宮野・吉敷の小学生が一緒になって活動し、

練習や試合を楽しんでいます。 

興味のある方は、ぜひ一度見学にお越しください。一緒に公式ドッジボールを楽しみ

ましょう！！ 

    練習日練習日練習日練習日        毎週火毎週火毎週火毎週火・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日    

    時時時時    間間間間        １８１８１８１８：：：：００００００００～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００    

                        ※※※※月月月月１１１１～～～～２２２２回程度回程度回程度回程度、、、、公式試合公式試合公式試合公式試合やややや練習試合練習試合練習試合練習試合がありますがありますがありますがあります    

    場場場場    所所所所        仁保小学校体育館仁保小学校体育館仁保小学校体育館仁保小学校体育館    

    問合問合問合問合せせせせ        木村木村木村木村（（（（代表代表代表代表））））        080080080080----3879387938793879----5552555255525552    

                                            加藤加藤加藤加藤（（（（父母会父母会父母会父母会））））    090090090090----2866286628662866----3954395439543954    

    ホームページホームページホームページホームページ        http://www2.hphttp://www2.hphttp://www2.hphttp://www2.hp----ez.com/hpez.com/hpez.com/hpez.com/hp/niho//niho//niho//niho/（（（（携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話からもからもからもからも閲覧可閲覧可閲覧可閲覧可））））    

 仁保音楽サークルはメンバー３人（ギター２人（ボーカル兼）、ドラム１人で平均年齢

４７歳くらい）で音楽を趣味として楽しく活動しています。元々、みんな素人で、個人

練習をしながらやっと演奏が出来るかなってところまで来ました！ 

ただ、ベーシストがいません・・・。 

 そこで、「バンドに興味がある！音楽が好きだ！楽器をやってみたい！」という人を 

募集します。年齢性別は問わず、もちろん初心者も大歓迎です。興味がある方は、ぜひ

一度見学にお越しください。 

（楽器の購入アドバイスから練習までのサポートは出来ますが、購入費用は自己負担

となります） 

    活動日活動日活動日活動日        月月月月１１１１～～～～２２２２回程度回程度回程度回程度（（（（土土土土・・・・日日日日））））    

    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    仁保仁保仁保仁保ホールホールホールホール    

    問合問合問合問合せせせせ        木村信也木村信也木村信也木村信也（（（（井開田東井開田東井開田東井開田東））））    080080080080----3879387938793879----5552555255525552    



 仁保地区電話帳の追加・変更シールを今号の市報と一緒に配布しますので、お持ちの

電話帳に貼り付けをお願いします。 

また、仁保地区電話帳は仁保自治会事務局で販売しております。（１冊２００円） 

 春はグループの会合や懇談が多い季節です。 

そんな時、古民家「帰郷庵」を利用してみてはいかがでしょうか。日頃とは違った雰

囲気の中で、会話や食事を楽しみましょう。ぜひご利用ください！ 

    時時時時    間間間間        ９９９９：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００    

    料料料料    金金金金        １１１１時間時間時間時間 1,000 1,000 1,000 1,000 円円円円（（（（人数人数人数人数にににに関係関係関係関係なくなくなくなく））））    

    申込申込申込申込みみみみ        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（（（（平日平日平日平日のみのみのみのみ））））））））    

 今号の市報と一緒に防災カードを配布します。災害発生時の安全確

保、安否確認、避難のタイミング、持出品リストなどを、ポケットサイ

ズにまとめたものです。 

家族の情報や緊急連絡先などの必要な情報を記入し、活用いただきま

すようお願いいたします。 

 “春の元気がでるっちゃフェスタ”が

道の駅「仁保の郷」で行われます。 

皆さんお誘い合わせの上、ぜひ足をお

運びください！ 

 

日日日日にちにちにちにち    ４４４４月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、７７７７日日日日（（（（日日日日））））    

時時時時    間間間間    ９９９９：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００    

 市内では高齢者が被害に遭う交通事故

が多発しており、そのほとんどが歩行

中・道路横断中に起こっています。 

たった一瞬の不注意が交通事故へとつ

ながります。ドライバー、歩行者ともに

今一度交通安全に心掛けましょう。 

交流センターの定期利用団体及び学校開放定期利用団体で、新たにメンバーを募集し

たい場合は、仁保だよりに募集記事を載せますので、ご連絡ください。 

 なお、その際サークルの紹介、活動内容、活動日、代表者の連絡先などを記載の上、

交流センターまでお持ち下さい。（データでお持ちいただいても構いません） 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 仁保の名所の１つでもある「こいのぼり」が今年も１００匹仁保川を泳ぎます。期間

は４４４４月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～５５５５月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日））））ですので、ぜひご覧ください！ 

 毎年、子ども会・青少協・むらづくり塾などが中心となってこいのぼりを掲揚して

いますが、仁保川の草刈りやこいのぼりを掲揚するのに人手が足りない状況です。 

 お手伝いをいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひご協力ください！ 

 

  掲揚日掲揚日掲揚日掲揚日        ４４４４月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０    

        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前前前前のののの仁保川仁保川仁保川仁保川    

        内内内内    容容容容        仁保川仁保川仁保川仁保川のののの草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（下刈下刈下刈下刈りりりり）、）、）、）、こいのぼりこいのぼりこいのぼりこいのぼり掲揚掲揚掲揚掲揚    

 退職するに当たりましてご挨拶申し上げます。 

 小学校児童はバス乗降時に「おはようございます」「ありがとうございました」と元気に挨拶

をしてくれ、また、一般の方達が子供の頃の話や近況等を和やかに会話されるなど、やまびこ号

はコミュニケーションの場でもありました。 

 ６年間皆様にはご厚意とご協力をいただき大過なく乗務することが出来ました。大変お世話に

なりました。 

仁保自治会 やまびこ号運転手  村田 尚幸 

 平成１９年よりやまびこ号、ふるさと号の副運転手として乗務しましたが、３月末をもちまし

て定年により退職することとなりました。 

 乗務期間中はご利用の皆様をはじめ、関係者の皆様のご協力により無事故で運行することが出

来ました。大変お世話になりました。 

仁保自治会 やまびこ号、ふるさと号副運転手  藤本 正美 

４月から、本庁の協働推進課に異動になりました。 

３年間、仁保地域の皆様には本当にお世話になりました。仁保の地域づくりの取り組みからは

とてもたくさんのことを勉強させていただきました。これを活かして頑張ってまいります。 

皆様お元気で、これからも仁保地域を盛り上げていってください。 

交流センター地域担当  岡崎 十志郎 

このたび、育児休暇から復帰と同時に本庁の市民課へ異動することになりました。 

交流センター行政窓口在職中は、ひとかたならず、お世話になりました。これまでの窓口業務

をはじめとして、センターで培った経験を活かすことができればと胸膨らむ思いです。 

山口総合支所へお越しの際は、是非お立ち寄りください。 

交流センター行政担当  嶋壽 真理子 



予定月日 曜日 行事名 会場

4月6日 土 こいのぼり掲揚 仁保川

4月17日 水 第2３回 アユの放流 仁保川

5月26日 日 仁保幼・小合同大運動会 仁保小学校

６月中旬 日 子ども会イベント 交流センター

6月9日 日 四季の森草刈 四季の森

6月14日 金 ほたるまつり 帰郷庵

6月15日 土 仁保幼・小・中地域人権学習会 仁保幼・小・中学校

7月7日 日 仁保地区球技大会 仁保中学校・小学校・山村広場

7月２７、２８日 土・日 仁保っ子キャンプ＆ハイキング 未定

7月下旬 花壇審査 仁保地区内

8月14日 水 仁保の夏祭り 道の駅「仁保の郷」

8月24日 土 資源回収（仁保幼・小・中、子ども会） 仁保小学校・旧交流センター

9月1日 日 市民体育大会 山口維新百年記念公園

9月8日 日 仁保中学校体育祭 仁保中学校

9月14日 土 仁保地区敬老会 仁保小学校

１０月１３～１４日 日・月(祝)
道の駅「仁保の郷」誕生祭 道の駅「仁保の郷」

10月20日 日 第５７回 仁保地区大運動会 仁保中学校

10月27日 日 仁保中学校文化祭（友愛セール） 仁保中学校

11月1日 金 仁保小学校学習発表会 仁保小学校

11月3日 日 第４１回 仁保大農業まつり 仁保の郷・交流センター

11月16日 土 仁保小学校収穫祭（友愛セール） 仁保小学校

12月7日 土 資源回収 旧交流センター

12月23日 月(祝) 子ども会クリスマス会 交流センター

1月1日 水 第３３回 方面山新春登山 方面山

1月11日 土 どんど焼き 道の駅の裏駐車場

1月11日 土 成人式前夜祭 交流センター

1月12日 日 仁保地区消防団出初式 交流センター・旧交流センター

2月23日 日 第９回仁保地区「空き缶ゼロの日」 仁保地区内

3月1日 土 資源回収 旧交流センター

3月2日 日 第１１回 ソフトバレーボール大会 仁保中学校・小学校

3月21日 金(祝) 第２３回 蕎麦ヶ岳 春山開き 蕎麦ヶ岳

（予定であるため、日程は変更になる可能性があります）
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