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蜜蜂の農薬被害防止に努めましょう 
 水稲のカメムシ防除の殺虫剤等が、蜜蜂に被害を及ぼすことがあります。 

 蜜蜂を飼育する方は巣箱周辺の農薬散布者に対して、飼育場所の情報提供を行 

うとともに、農薬散布についての情報を積極的に集め、被害を未然に防ぎましょ 

う。また、農薬を散布する方は養蜂家への農薬散布の事前周知等の徹底にご協力 

ください。 

市農業政策課（934-2714） 

「第１７回仁保の夏まつり」開催決定！！  

 仁保の夏まつりは、この２年間は新型コロナウイルスまん延防止の

ため、開催できない状況が続いておりました。しかし、仁保の多くの

皆様から「夏の風物詩」であるまつりの開催を待ち望む声を頂いてお

りますことから、今年度は、夏まつりの開催を決定いたしました。 

 感染予防の観点から、演芸や飲食コーナーは大幅に縮小せざるを得

ませんが、ゆったりとした雰囲気のもと、盆踊りや子供が喜ぶゲーム

などを取り入れ、最後に打ち上げ花火を打ち上げ、魅力ある祭りにし

たいと考えています。楽しみにしていてください！ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問合せ 仁保の夏まつり実行委員会、交流センター（929-0105） 

仁保の夏まつり 
 

日 時  ８月１３日（土）  

     午後６時    開場 

     午後７時～   開始   

     午後７時１０分 盆踊り大会   

     午後８時３５分 花火打ち上げ  

     ※詳細は現在調整中です              

場 所  道の駅「仁保の郷」 

主 催  仁保の夏まつり実行委員会 

打ち上げ花火 個人寄付の募集 
  

 昨年の打ち上げ花火は、コロナ終息と医療

関係者への感謝を込めて例年より多い２５発

を打ち上げまして、仁保の皆様方から元気を

頂いたとのお手紙を頂いています。 

 今年度も魅力ある花火を打ち上げるため、

事業者様とは別に個人様からの寄付金も募集

しています。 

 趣旨にご賛同いただける方におかれまして

は、寄付への協力をお願いいたします。   

 
【個人様寄付】 一口 １，０００円 

        （一口からお受けします） 

【受付期限】  ７月２０日（水） 

【受付場所】  仁保地域交流センター 

令和3年8月21日打上げ



写真コンテストを開催します！ 
 毎年たくさんのご応募をいただいている写真コンテストが今年で１２回目を迎えます。 

 入賞作品には素晴らしい賞品もありますので、仁保地区の美しい風景等の写真を撮って、ぜ

ひご応募ください。 

規 定 カラープリント２Ｌ、A4、四つ切 

    デジタルカメラによる撮影可（加工は不可） 

締切り １０月５日（水） 

問合せ 仁保自治会（929-0125） 

※結果は１１月の仁保大農業まつりで発表予定です。 

※応募された作品はカレンダー、パンフレット、ポス 

 ター、ホームページなどに使用させていただきます。 

※詳しい内容は、交流センター・道の駅「仁保の郷」に 

 あるチラシ（応募票付き）をご確認ください。 

山口市消防操法大会に出場しました！ 
 ７月３日（日）、山口県消防学校グラウンドにおいて、消防技術のスピードと正確さを競う

「山口市消防団消防操法大会」が開催され、岡村健二分団長率いる仁保分団も出場しました。

大会に向けての訓練を通じて、技術のみならず分団の結束もさらに深まりました。 

 選手およびお手伝いをいただいた団員の皆さま、お疲れ様でした！  

 

 

 

 

 

 
 

交流センター（929-0105） 

前回の入賞作品 

にほっこ食堂「元気に夏を乗り切ろう！」 
～ミネラル味噌汁とおにぎりの昼食会～ 

 昨年度大好評だった夏休みの地域食堂を、今年も開催いたします。 

 暑くてミネラルが不足しがちな夏に、簡単に元気チャージできるミネラル味噌汁の作り方を

学び、みんなで美味しくいただきましょう。 

 また、上級食育指導士おじゅんさんの特別講座「油って頭に良いの！？」、おつうさんの楽

しくてためになる♡食育絵本の読み聞かせもあわせて行います！ 

日 時 ８月１日（月） １０：３０～１２：３０ 

場 所 交流センター１階 調理室 

定 員 ２０名   参加費 １００円 

持ち物 エプロン、布巾、水筒 

申込み にほっこ仁保ん食（niho.nihokko@gmail.com・070-5053-8782） 

出場選手 

 山下政浩さん（指揮者） 

 松田俊朗さん（１番員） 

 原 光男さん（２番員） 

 山根功一さん（３番員） 

 金子英司さん（補助員） 



 【主催・共催】  

仁保地域交流センター 

② 君も今日から 『たこやき』 名人！ 
 
 
 
 
 

 
 仁保のお野菜使ってたこやきを作ってみよ  

 う。美味しいたこやきが作れたら、あなたは 

 みんなからひっぱりだこ！？ 
 

日時／７月２６日（火）10:00～13:00 

場所／交流センター１階 調理室 

講師／白木美和さん 

対象／小学３年生～６年生 １０人 

参加費／ 300円 

持参物／エプロン、タオル、飲物 

〆切／７月２３日（土） 

③ 竹キャンドル作り＋キッチンカー 
    【協力：仁保ヴィレッジ】 

おしゃれな竹キャンドルの手作り 

体験。夏休みの工作にいかが？ 

お昼は仁保のキッチンカーの雑炊 

をいただきましょう。 
 

日時／７月２８日（木）9:00～1３:00 

場所／仁保ヴィレッジ（KDDI駐車場奥入口） 

対象／小学生 1０人 

 （１年生～３年生は保護者同伴必要） 

  （※保護者も要申込） 

参加費／500円 

持参物／軍手、タオル 

〆切／ ７月２５日（月） 

     ⑤ 夏休み 宿題勉強会 
  

夏休みの宿題や１学期の復習・自習用のス

ペースとしてセンターを一日開放します。 
 

日時／８月１日（月）8：3０～１７：００ 

    （出入り自由） 

場所／交流センター２階 研修室１・２ 

対象／小学生、中学生 

持参物／宿題、筆記用具等 

※事前申し込みは不要 
 

★同日開催 「にほっこ食堂」 

（要事前申込 定員20人 詳しくはP2参照） 

【申し込み方法】  （⑤は申込不要） 

下記方法で申し込みください。 
 

・申込受付開始 ７月１１日（月）８：３０～  

・スマホでQRコードを読み込んで

申込みいただけます。  

 （電話申込も可能 929-0105） 

★定員のある講座は、先着順とし、 

  定員になり次第締め切ります。 

※送迎は保護者の責任でお願いします。 

※マスク着用、コロナ対策での参加を 

 お願いします。 

【問合せ】 仁保地域交流センター 

① 地域のヒーロー 消防団体験 
     【協力：山口市消防団仁保分団】  

 仁保のヒーロー消防団を体験できる貴重な 

 機会！ 

 消防団訓練体験、消防車見学等 

 (★参加記念品あり) 

 

 

 

 
 

日時／７月２１日（木）18:00～19:０0 

場所／仁保の郷裏駐車場 

対象／小学生・中学生 

持参物／軍手、飲物 

〆切／ ７月１９日（火） 

※小学１年生～３年生は保護者同伴のこと 

 

④ Wii SPORTS Resortで国際親善大会 
 

         【協力：仁保の郷】 

 

 

Wii Sports Resortで国際対決！ 

 仁保ホール大画面で盛り上がろう。 

 （ゲストは山口大学留学生） 
 

日時／８月３日（水）18:00～20:00 

場所／ 交流センター１階 仁保ホール  

対象／ 小学５・６年生、中学生  

      合わせて１５人 

参加費／２００円 

持参物／飲物 

〆切／ ７月３１日（日） 



母子相談のお知らせ 
  

 

 

 

 
 

 

※コロナウイルス感染症予防のため、来館時にマスクの着用（２歳児以上）と家庭での体温測

定をお願いいたします。当日は、ブックスタート体験会も開催されます。 

日 時 ８月５日（金） １０：００～１１：００ 

場 所 仁保子育てつどいの広場「いっぽ仁保さんぽ」（仁保中郷１００６番地） 

内 容 身体計測、育児相談 

持参物 母子健康手帳 

問合せ 山口市子育て保健課（921-7085） 

令和４年度 山口県こども食堂開設セミナー  
 こども食堂を始めたい方、応援したい方、地域で仲間を探したい方のためのセミナーです。 

こども食堂をはじめとした子どもの居場所づくりに興味・関心のある方は、どなたでもご参加

ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ７月２９日（金） １４：００～１６：００  

場 所 山口県庁 

内 容 山口県の事業説明、こども食堂の現状、地域の実践事例発表（佐山こども食堂,、 

    笑顔のれすとらん）、フリートークなど  

定 員 ２０名     参加費 無料 

その他 感染症の状況等により、中止、延期、オンライン開催などの可能性があります。 

申込み 参加をご希望の方は、ＱＲコードか、下記実施主体へ申し込み  

主 催 山口県     後 援 山口市、山口市社会福祉協議会  

実施主体 山口県こども食堂支援センター 

     （認定NPO法人山口せわやきネットワーク こども明日花プロジェクト） 

    電話（080-6338-1187）、Email（yama.syokudou@asuhana.org）  

お片付け上手な親子になる！！ 
～自分でできる仕組みづくり～ 

 親子で片付けに向き合う体験を通し、より良い生活習慣の取得と良好な親子関係を目指しま

しょう。 

 日 時 ８月５日（金） １０：００～１２：００ 

場 所 仁保地域交流センター 

対 象 小学生の親子（１５組程度） ※託児あり（無料・要申込み）    

    ※応募多数の場合は抽選となります。 

     抽選結果は当落どちらでも、７月２１日（木）～７月２７日（水）の期間内に 

     お知らせします。結果が届かない場合は、お問い合わせください。 

講 師 牧野 久美 氏（整理収納アドバイザー） 

参加費 無料 

持ち物 筆記用具、メモ帳 

申込み ７月２０日（水）までに、市ウェブサイト 

    または電話（934-2866）でお申込みください。 

問合せ 市教育委員会 社会教育課（934-286６） 

子そだてマナビィ 

子そだてマナビィ 



 

No.17 2022年 7月発行 仁保くすのきネット協議会 

「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 続編です。仁保の探検や、いろ
んな方と接する機会が多くありました。 

 

仁保で育てたい子ども像 
「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 

6/21（火）らっきょう作業見学 

仁保小２年生がＪＡ仁保支所のらっきょう加工場へ

見学に行きました。切る、洗う、選別などの様子を間

近で見せてもらい質問もたくさんしていました。 

6/22（水） KDDI見学 

仁保小２年生がKDDIへ見学に行きました。 

館内の見学をしたり、大きなパラボラアンテ

ナについて説明を聞いたりしました。 

6/25（土）くすっと学習会 

仁保地域交流センター仁保ホールで仁保中学生を対象にした学習会を開

催しました。土曜日でしたが２２名の中学生が参加、また、勉強を教え

るサポート役として、地域の方、高校生、大学生など２０名が参加し、

期末テストの勉強をしました。仁保くすのきネット協議会と道の駅仁保

の郷の共催によるもので、今後も継続して開催する予定です。地域の

方々による‟学習サポーター”も募集中です。お問い合わせは仁保地域交

流センター（929-0105）まで。 

6/29（水） 仁保ヴィレッジ見学 

仁保小1・2年生が仁保ヴィレッジ

の見学と散策に行きました。らっ

きょうの加工やシイタケの栽培を見

せてもらいました。 

職業のお話 

仁保小6年生が、地域の方々にお仕事についてのお話を聞きました。 

6/14児玉順子さん（獣医）、6/21黒瀬友伸さん（秋川牧園）、6/23田中義治さん

（仁保っ子見守り隊）、7/1山根あずささん（こども明日花プロジェクト） 

お仕事やボランティアなどについて、貴重なお話を聞くことができました。 


