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スマホ講座を開催しました！
６月７日（火）に交流センターにおいて、スマホ講座を開催
しました。
８名の参加者が各自聞きたい内容をもとに、マンツーマンで
スマホの使い方を教わりました。皆さん、普段使っていない機
能に苦戦しながらも、分からないところを講師にひとつひとつ
確認しながら、一生懸命学んでおられました。
デジタル化が進んでいる中、普段の生活に役立つような同様
の講座を今後も検討・実施していきます。
交流センター（929-0105）

自主防災研修会を開催しました！
６月１７日（金）に旧交流センター前庭において、仁保地区自主防災
研修会を開催しました。
自治会委員、社会福祉協議会、福祉員協議会の皆様、計２３名が参加
されました。本格的な梅雨の大雨シーズンを迎え、災害に対応するため
に、土のうの作り方、土のうの積み方を消防団員５名の方からご指導を
頂き、実際に体験されました。各集落における防災に役立てていただけ
ることと思います。
仁保地区自主防災会

西京スターズ・仁保中学校野球部の
親睦試合を開催しました！
６月１９日（日）に人権教育の一環として、障がい者の野球
チームである西京スターズと仁保中学校野球部の親睦試合を開催
しました。平成１０年度から続く恒例の行事です。
両チームともに、好プレーが連発し、点を取り合う接戦が繰り
広げられました。試合後には仁保中学校野球部より感謝の言葉が
述べられ、西京スターズの方とスポーツを通じて親睦を深めるこ
とができました。
仁保地区人権学習推進協議会（929-0105）

仁保で世界を体感しよう！
仁保国際交流サロン

気軽に英語カフェ

西アフリカに位置するカカオ豆の産地で、チョコレートで有名な「ガーナ共和国」。日本と
の関係では、野口英世が当時流行していた黄熱病の研究の最中にガーナで感染し、５１歳の若
さで生涯を遂げました。この縁がきっかけで、「野口記念医学研究所」が設立され、西アフリ
カにおける感染症研究の中心的な役割を果たしています。
ガーナの自然、暮らし、農業、食文化、ファッションなどの話を聞いてみましょう。
説明は英語ですが、英語力がなくても楽しめます！
日 時
場 所
参加者
講 師
参加費
申込み

７月２３日（土） １８：００～１９：３０
交流センター１階 仁保ホール
年齢不問（親子参加も可）
山口大学留学生 サムエルさん（ガーナ共和国出身 専攻 獣医学部）
３００円（飲み物代込み）
７月２０日（水）までに交流センターに電話（929-0105）
QRコード
またはLoGoフォーム（右のQRコード）で申し込み
その他 参加前に自宅で検温をしていただき、マスクの着用をお願いします。

「あゆのつかみどり」参加者募集！！
帰郷庵であゆのつかみどりをしませんか。とったあゆはみんなで串焼きにして、かまどで炊
いたご飯と一緒に食べます。
日

時 ７月３０日（土）

９：３０～１３：００頃

※雨天中止

場

所 嘉村礒多生家「帰郷庵」（仁保上郷２３９７－１）

対象者 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定

員 ２５名（定員に達し次第、締め切ります）

参加費 １人５００円
持参品 タオル、着替え、サンダル、マスク
申込み 嘉村礒多生家の会（仁保地域交流センター内・929-0433）

犬鳴親水公園プール（夢の椀プール）
開設のお知らせ
今年は７月２０日から８月１５日の間の土曜日、日曜日及び祝日にプールを開設します。コ
ロナ感染対策に十分気をつけられてご利用ください。
【開設予定日】
【開 設 時 間】

７月２３日、２４日、３０日、３１日
８月６日、７日、１１日、１３日、１４日
１０：００～１６：００
問合せ

交流センター（929-0105）

マイナンバーカード出張申請臨時窓口の開設
マイナンバーカードの申請臨時窓口を開設します。当日、申請に必要な顔写真の無料撮影や
申請手続きのお手伝いを行います。遠方などの理由で各総合支所に行けない方は、ぜひこの機
会にマイナンバーカードを作りませんか？カードは後日、自宅に郵送します。
日 時 ７月２５日（月） １０：００～１２：００（予約不要）
場 所 交流センター２階 研修室１・研修室２
対象者 ・本市に住民票登録がある方
・市外へ転出予定のない方
・申請者本人（１５歳未満の方は法定代理人とともに）が会場にくることができ
る方
持参品 ① 通知カード（緑色）
② 本人確認書類（AまたはＢ）
Ａ １点（運転免許証・パスポート等）
Ｂ ２点（健康保険証・介護保険証・診察券等）
※法定代理人（親）は「Ａ２点」または「Ａ１点＋Ｂ１点」
③ 住民基本台帳カード（お持ちの方）
問合せ

市市民課（934-2927）

ブックスタート体験会を開催します！
絵本に関心を持ち始める時期の乳児とその保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通
して親子の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」を開催します。
ぜひ、ご参加ください！
日
場

時 ８月５日（金） １０：００～１１：００ （所要時間は１５分程度）
所 つどいの広場いっぽ・仁保・さんぽ
※受付は随時行います
対象者 令和３年１０月１日～令和４年３月３１日の間に生まれた乳児とその保護者
※対象者にはハガキでご案内します
問合せ 市立中央図書館（901-1040）
※新型コロナウイルス感染状況等により、開催を見合わせる場合があります。

妙見社（仁保下郷妙見）所蔵の「獅子頭」展示
山口市歴史民族資料館で開催中の企画展「獅子頭―つながる人と
郷土―」において、妙見社の獅子頭が展示（７月３日まで）されて
います。
配布資料には、「無銘ながら鎌倉時代の作と考えられている。目
には銅版がはめ込まれており・・、頭部に散らされる様々な金箔が
当時の荘厳さを偲ばせる。」と紹介されています。獅子頭に関する
文書等がないので、奉納された時期・経緯など分かりません。
毎年１２月の申祭には拝殿に置かれ、参拝する地域の人々に披露
しています。

健康チェック・健康相談会
「今すぐ実践！骨粗しょう症対策」
日
場
対
内

時
所
象
容

参加費
申込み
持参品
その他

８月５日（金） 受付 ９：３０～１０：３０
大内地域交流センター
健康づくりに関心のある方、健康診査結果についてご相談がある方など
骨の強さ測定、体組成測定、保健師・管理栄養士との健康相談、健康マメ知識
コーナー（カルシウムを上手にとる工夫）など
※市保健センター会場８月３日（水）、４日（木）と同じ内容です
不要
不要。受付時間内に会場にお越しください。
各種健康診査結果（お持ちの方）
・マスク着用での参加をお願いいたします。
・体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
・体組成測定のご希望のある方は裸足になれる服装でお越しください。
問合せ 市保健センター 健康増進課（921-2666）

仁保の里山茶屋
みんなの憩いの場、認知症のご家族の相談
の場として、誰かとお話したい方や物忘れな
ど生活上の困りごとが気になる方など、どな
たでも、お気軽にお越しください！
日にち
時 間
場 所
来館料
問合せ

７月１４日（木）
１４：００～１６：００
いっぽ仁保さんぽ内
（仁保中郷１００６番地）
２００円（おやつ代）
末永（090-3889-5607）

パソコン講座のご案内
「パソコン講座」の受講者を募集します。
今回のテーマは「シンプルなお知らせ文の作
成」です。ご興味のある方は、お気軽にお問
合わせください。初心者の方も大歓迎です！
日にち
時 間
場 所
定 員
参加費
持参物
申込み

７月１２日（火）、２６日（火）
１０：００～１２：００
交流センター２階 研修室２
１２名（先着順）
２,３００円／２回
パソコン
交流センター（929-0105）

空き家・空き地バンク相談日
仁保地区の空き家・空き地を所有・管理され
ており、賃貸や売却を希望される方はこの機会
にぜひご相談ください。（相談日の５日前まで
に予約の申込みをお願いします）
日にち
時 間
場 所
対象者
問合せ

７月８日（金）
１０：００～１２：００
交流センター2階 研修室1
空き家・空き地を所有・管理され
ている方
仁保自治会（929-0125）

ストレッチ教室のご案内
プロの講師が丁寧に指導してくれます。初心
者の方も大歓迎です。ご興味のある方は、お気
軽にお問合わせください。一緒にストレッチを
しましょう！
日にち
時 間
場 所
定 員
参加費
持参物
申込み

７月２１日（木）
１０：３０～１２：００
交流センター１階 仁保ホール
３０名（先着順）
５００円
タオル、水
交流センター（929-0105）
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2022年 7月発行 仁保くすのきネット協議会

仁保で育てたい子ども像

「仁保くすのきネット」とは・・・
学校・家庭・地域が連携・協力し、仁保地域の
子どもたちを地域全体で見守り育てることです。
１学期の様子をお知らせします。今年度もたく
さんの体験をさせてもらっています。地域や保
護者の皆さまのご理解とご協力に感謝するとと
もに、地域の温かさを感じています。

4/2（土）こいのぼり掲揚 5/5（木）こいのぼり撤去
仁保小・中学生が仁保川こいのぼりの掲揚と撤去の
お手伝いをしました。こいのぼりの選別や交換をした
り、水につからないよう支えたり、大活躍でした。

6/3（金）・10（金） 「針と糸」の授業支援
仁保小5年生の家庭科で裁縫が始まり、地域の方
や保護者に見守りをしていただきました。初めての
子も得意な子も、ボタン付けまでできるようになり
ました。

6/16（木） さつまいも苗植え
仁保小1～3年生が恒例のさつまいも植えに行き
ました。田村さん（仁保市）の畑で、たくさんの
苗を植え、じゃがいもや紫玉ねぎ、ニンニク、
らっきょう掘りなども体験させていただきまし
た。

「仁保が大好きな子」
「自分で考えて動く子」
「人やものを大切にする子」
2019年

熟議より

仁保くすのきネットキャラクター

くすっと

5/25（金） 仁保小プール掃除
仁保小のプール掃除の前に「事前掃除」とし
て地域の方４名に協力いただき、高圧洗浄機な
どで磨いていただきました。その後5・6年生が
仕上げの掃除をし、きれいになったプールで水
泳授業をしています。

6/13（月） ほたるかご作り
仁保中2年生が、麦わらを使ったほたるかご作
りに挑戦しました。講師は岡村さん（仁保市）、
麦わらは徳原さん（深野）に提供いただきまし
た。涼しげなほたるかごが完成しました。

6/16（木） 浴衣着付け教室
今年も地域の方４名を講師に招き、仁保中２年生
が浴衣の着付けを体験しました。和服の文化や特徴
を学びながら、帯も上手に結ぶことができました。
丁寧に教えてもらえ、小規模校ならではの良さを感
じました。

