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 今年度は『『『『仁保仁保仁保仁保地区地区地区地区のののの空空空空きききき家対策家対策家対策家対策』』』』をテーマに、他地域から仁保に移り住まわれた  

３名の方をお招きし、「仁保を選んだ理由」「仁保に住んでみて感じたこと」「転入を希望

する方に対して」などについて、ＮＨＫのキャスターの進行でディスカッションしてい

ただきます。 

 仁保地区がこの問題に取り組み、今まで以上に活性化し、発展していけたらと思いま

すので、ぜひご参加ください。 

    日日日日    時時時時    ６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））    １５１５１５１５：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０（（（（受付受付受付受付１４１４１４１４：：：：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仁保仁保仁保仁保ホールホールホールホール    

    パネリストパネリストパネリストパネリスト    ・・・・白木白木白木白木    美和美和美和美和さんさんさんさん    （（（（高松在住高松在住高松在住高松在住））））    

・・・・河津河津河津河津    良一良一良一良一さんさんさんさん    （（（（野上在住野上在住野上在住野上在住））））    

・・・・岩本岩本岩本岩本    洋明洋明洋明洋明さんさんさんさん    （（（（仁保上郷仁保上郷仁保上郷仁保上郷をををを拠点拠点拠点拠点にににに活動中活動中活動中活動中のののの農業生産法人農業生産法人農業生産法人農業生産法人    

((((株株株株))))カレーライスカレーライスカレーライスカレーライスののののメンバーメンバーメンバーメンバー））））    

・・・・石原石原石原石原    浩浩浩浩さんさんさんさん        （（（（仁保仁保仁保仁保むらづくりむらづくりむらづくりむらづくり塾塾長塾塾長塾塾長塾塾長））））    

進進進進    行行行行    小野原小野原小野原小野原    菜美菜美菜美菜美さんさんさんさん    （ＮＨＫ（ＮＨＫ（ＮＨＫ（ＮＨＫキャスターキャスターキャスターキャスター））））    

主主主主    催催催催    仁保仁保仁保仁保むらづくりむらづくりむらづくりむらづくり塾塾塾塾、、、、仁保自治会仁保自治会仁保自治会仁保自治会    

問合問合問合問合せせせせ    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））））    

＜＜＜＜仁保地区仁保地区仁保地区仁保地区のののの人口推移人口推移人口推移人口推移についてについてについてについて＞＞＞＞    

昭和 60 年の 4,239 人をピークに年々減少しており、平成 10 年 3,872 人、  

平成 20 年 3,694 人となり、平成平成平成平成 25252525 年年年年 5555 月末月末月末月末現在現在現在現在ではではではでは 3,3823,3823,3823,382 人人人人となっています。 

また、年少者の人口比率が低く、高齢者の人口比率が高くなっており、少子高齢

化が進んでいることが分かります。 

 

年年年年    齢齢齢齢    人人人人    数数数数    比比比比    率率率率（％）（％）（％）（％）    

００００～～～～１４１４１４１４        ３１３３１３３１３３１３    ９９９９．．．．３３３３    （（（（山口市山口市山口市山口市    １３１３１３１３．．．．８８８８））））    

１５１５１５１５～～～～６４６４６４６４        １１１１，，，，９１４９１４９１４９１４    ５６５６５６５６．．．．６６６６    （（（（山口市山口市山口市山口市    ６０６０６０６０．．．．９９９９））））    

６５６５６５６５～～～～                １１１１，，，，１５１５１５１５５５５５    ３４３４３４３４．．．．１１１１    （（（（山口市山口市山口市山口市    ２５２５２５２５．．．．３３３３））））    

合合合合    計計計計    ３３３３，，，，３８２３８２３８２３８２        

 （H25.5.31 現在） 



    

 移動市長室を開催します。これからの山口市のまちづくりについての理解や市政への

関心を深めていただくとともに、日ごろ皆さんが感じておられる疑問や提案などについ

て市長が直接お聴きします。 

 地域の皆さんと市長とが直接対話できる機会ですので、ぜひご参加ください。 

    日日日日    時時時時    ７７７７月月月月４４４４日日日日（（（（木木木木））））    １８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２０２０２０２０：：：：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    ・・・・市政報告市政報告市政報告市政報告    

                    ・・・・「「「「山口市山口市山口市山口市のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり」」」」についてのについてのについてのについての懇談懇談懇談懇談    

                    ・・・・市政全般市政全般市政全般市政全般にににに関関関関するするするする懇談懇談懇談懇談    

    申込申込申込申込みみみみ    不要不要不要不要    

    問合問合問合問合せせせせ    市広報広聴課市広報広聴課市広報広聴課市広報広聴課（（（（934934934934----2884288428842884））））    （昨年度の様子） 

スポーツを通じて地区内の交流や親睦を深めるとともに、健康増進を図るため皆さん

の参加をお待ちしております！ 

なお、参加申込みについては、各地区の体育委員さんを通じて行なってください 

    日日日日    時時時時    ７７７７月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日））））    ８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～試合開始試合開始試合開始試合開始    

    種種種種    目目目目    下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり    

    申込申込申込申込みみみみ    ６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに交流交流交流交流センターセンターセンターセンターにににに参加参加参加参加するするするする種目種目種目種目をををを連絡連絡連絡連絡    

    問合問合問合問合せせせせ    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））））    

    

種種種種    目目目目    性性性性    別別別別    会会会会    場場場場    

ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール    

（※雨天時 バレーボール） 

男子男子男子男子    

中学校中学校中学校中学校グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド、、、、KDDIKDDIKDDIKDDI、、、、徳地山村広場徳地山村広場徳地山村広場徳地山村広場    

（※雨天時 中学校体育館） 

トリムバレーボールトリムバレーボールトリムバレーボールトリムバレーボール    女子女子女子女子    小学校体育館小学校体育館小学校体育館小学校体育館    

ゲートボールゲートボールゲートボールゲートボール    

（※雨天時 中止） 

男女男女男女男女    小学校小学校小学校小学校グラウグラウグラウグラウンドンドンドンド    

    

＜＜＜＜トリムバレーボールトリムバレーボールトリムバレーボールトリムバレーボールのののの合同練習合同練習合同練習合同練習についてについてについてについて＞＞＞＞    

日日日日にちにちにちにち    ６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、７７７７月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））    

時時時時    間間間間    ２０２０２０２０：：：：００００００００～～～～２２２２２２２２：：：：００００００００    

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    

皆さんの参加を 

お待ちしています 



最近よく耳にするスマートフォンやタブレット端末。「「「「iPadiPadiPadiPad ってってってって何何何何？」「？」「？」「？」「興味興味興味興味はあるけはあるけはあるけはあるけ

どどどど、、、、使使使使いいいい方方方方がががが分分分分からないからないからないからない」」」」とお悩みの方!!実際にタブレット端末を使いながら日頃の疑問

を解消してみませんか？ 

当日は講師の方が丁寧に教えてくれますので、初心者の方も大歓迎です。タブレット

端末をお持ちの方も、そうでない方もこの機会にぜひご参加ください。 

    日日日日    時時時時    ７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（火火火火））））    ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～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    ・・・・タブレットタブレットタブレットタブレット端末端末端末端末のののの基本的基本的基本的基本的なななな操作方法操作方法操作方法操作方法をををを学学学学ぶぶぶぶ    

                        （（（（インターネットインターネットインターネットインターネット、、、、メールメールメールメール、、、、アプリアプリアプリアプリ等等等等））））    

・・・・安全安全安全安全にににに利用利用利用利用するためのするためのするためのするための注意点注意点注意点注意点のののの説明説明説明説明        などなどなどなど    

    講講講講    師師師師    山口山口山口山口ケーブルビジョンケーブルビジョンケーブルビジョンケーブルビジョン    

    定定定定    員員員員    １０１０１０１０名名名名（（（（先着順先着順先着順先着順））））    

    参加費参加費参加費参加費    無料無料無料無料    

    持参物持参物持参物持参物    タブレットタブレットタブレットタブレット端末端末端末端末をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方はごはごはごはご持参持参持参持参くださいくださいくださいください    

    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））））    

ipad を実際に手に

取り、操作できる絶

好の機会です！！ 

 ぼすいの食育講座を開催します。食推さんの簡単朝ごはんづくりを見学して、皆さん

で一緒にごはんを食べます。 

もちろん、一緒に作ってみたいという方も大歓迎です。お友達づくりもかねて、ぜひ

ご参加ください。 

    日日日日    時時時時    ７７７７月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０（（（（受付受付受付受付９９９９：：：：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    調理室調理室調理室調理室・・・・仁保仁保仁保仁保ホールホールホールホール    

    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    

                    （（（（※※※※１１１１家族家族家族家族をををを２２２２人分人分人分人分としてとしてとしてとして材料材料材料材料をををを用意用意用意用意しますしますしますします））））    

    参加費参加費参加費参加費    無料無料無料無料    

    持参物持参物持参物持参物    ・・・・おおおお子子子子さんのおさんのおさんのおさんのお茶茶茶茶    

・・・・一緒一緒一緒一緒にににに作作作作ってみたいってみたいってみたいってみたい方方方方はははは、、、、エプロンエプロンエプロンエプロン・・・・三角巾三角巾三角巾三角巾    

    主主主主    催催催催    仁保地区仁保地区仁保地区仁保地区母子保健推進協議会母子保健推進協議会母子保健推進協議会母子保健推進協議会    

    共共共共    催催催催    仁保地区仁保地区仁保地区仁保地区食生活改善推進協議会食生活改善推進協議会食生活改善推進協議会食生活改善推進協議会、、、、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    

    締切締切締切締切りりりり    ６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））    

    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））））    

                    （（（（※※※※申込申込申込申込みみみみ時時時時におにおにおにお子子子子さんとさんとさんとさんと保護者保護者保護者保護者のののの方方方方のおのおのおのお名前名前名前名前をおをおをおをお伝伝伝伝えくださいえくださいえくださいえください））））    



    

 

 

 

 

    募集人数募集人数募集人数募集人数    １１１１名名名名    

    勤務日勤務日勤務日勤務日    週週週週３３３３日日日日    

    勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間    ８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：１５１５１５１５    

    勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所    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    

    給給給給        与与与与    時給時給時給時給８６０８６０８６０８６０円円円円    

    仕事内容仕事内容仕事内容仕事内容    書類書類書類書類のののの整理整理整理整理、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン入力等入力等入力等入力等    

    条件等条件等条件等条件等    パソコンパソコンパソコンパソコン（（（（ワードワードワードワード・・・・エクセルエクセルエクセルエクセルのののの    

基本操作基本操作基本操作基本操作））））がががが出来出来出来出来るるるる方方方方    

    選考方法選考方法選考方法選考方法    面接面接面接面接    

    申込方法申込方法申込方法申込方法    履歴書履歴書履歴書履歴書をををを持参持参持参持参またはまたはまたはまたは送付送付送付送付    

    締切締切締切締切りりりり    平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））    

    申込先申込先申込先申込先    仁保自治会事務局仁保自治会事務局仁保自治会事務局仁保自治会事務局    

（（（（山口市山口市山口市山口市仁保中郷仁保中郷仁保中郷仁保中郷 1041104110411041 番地番地番地番地））））    

    問合問合問合問合せせせせ    929929929929----0101010122225555    

散歩時の犬のフンの放置などにより迷惑を受けていると相談が寄せられています。犬

の排泄は出来る限り自宅敷地内でするようにしつけ、散歩時に排泄したフンは必ず持ち

帰るようにしてください。 

また、猫についても同様です。飼い主一人一人がマナーを守り、地域の環境美化に心

掛けましょう。 

その他、「狂犬病予防法」により、生後９１日以上の犬を飼っている方は犬を登録し、

毎年１回狂犬病予防接種を受けないといけません。まだの方は必ず行ってください。 

日日日日にちにちにちにち    ６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（水水水水））））    

時時時時    間間間間    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    

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））））    

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    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    

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

時時時時    間間間間    １２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００    

集集集集    合合合合    交流交流交流交流センターセンターセンターセンター（（（（バスバスバスバスでででで行行行行きますきますきますきます））））    

場場場場    所所所所    萩市萩市萩市萩市・・・・萩焼会館萩焼会館萩焼会館萩焼会館    

定定定定    員員員員    ２０２０２０２０名名名名（（（（先着順先着順先着順先着順））））    

参加費参加費参加費参加費    １１１１，，，，００００００００００００円円円円    

 仁保自治会事務局の事務職員を募集しま

す。募集条件等は下記のとおりです。 

 ６月９日（日）、地区自治委員さん

や有志のボランティアの方など約 

３０人が集まり、仁保上郷にある 

「四季の森」の草刈りを行いました。 

ご協力いただいた皆さん、ありが

とうございました。 

なお、この四季の森は紅葉シーズ

ンにはもみじ等が綺麗に色づきま

す。ぜひお出かけください！ 
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