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   小鯖自治会連合会   ☎083-927-2263 

小鯖地域交流センター ☎083-927-0021 

〒753-0212 山口市下小鯖 2519番地 

          

 

・ ８日（水） 

・２２日（水）  

    ～小鯖地域交流センター駐車場～ 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、急遽中止または延期になる可能性がありますので、 
事前に主催者等にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

９日(木) 
自治会連合会理事会 

１５日(水) 
人権学習推進協議会総会 

地域づくり協議会理事会 青少年健全育成協議会総会 

１１日(土) いちご狩り健康ウォーキング 
２０日(月) 

パソコン講座 

１３日(月) 
パソコン講座 パソコン相談 

パソコン相談 ２４日(月) 定例総会 

１４日(火) 新自治会長会議 ２６日(日) 小鯖地区三世代交流大運動会 

   【人口】4,264 人   【世帯数】1,945 世帯  令和 2 年 3 月 1 日現在 

 

・１６日（木） 

 ・２３日（木） 

 ・３０日（木） 

   ～小鯖地域交流センター講座室～ 

地域広報紙 おさば  第 40 号  令和 2 年 4 月１日 地域広報紙 おさば  第 40 号  令和 2 年 4 月１日 

４月の予定 

14：40～15：20 

10：00～14：00 

今月の表紙 

定期利用団体のお知らせ 

交流センター・小学校施設 

新しい委員さんの紹介 
民生委員・児童委員 

会員募集 
サークル活動団体など 

『おさば散歩』 

    コーナー♪ 

春！新たなステージへ 

～家族からのエール～ 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、試合日程

が変更されます。 

詳しくはレノファ山口ＨＰをご覧ください。 

http://www.renofa.com/ 

小鯖地域づくり協議会ブログ 
http://blog.canpan.info/osaba/ 

Facebook、Instagram、Twitter 
 
 

さばろっち 

      

学校行事に関しては、「小鯖小学校だより」

でご確認ください。 

   ４月度 通常以外の下校時間の目安 

★  ８日（水）：始業式  

      ２～５年生 １１：３０下校 

      ６年生   １４：００下校 

★  9 日（木）：入学式 

    ２～４年生 １３：３０下校 

    ５～６年生 １４：３０下校 

★１７日（金）：参観日 

      全学年   １５：００下校

【見守り隊による寄り添い下校】 

 １０日（金）～１４日（火） 

 １年生１１：３０下校 

      

 

        

２日（木） 10：30～11：30 笑いヨガ 

６日（月） 10：00～12：00 簡単手芸 

１６日（木） 10：30～11：30 笑いヨガ 

２０日（月） 10：00～12：00 楽々お茶会 

※毎週月曜日 13：00～16：00 カラオケ(豊寿会) 

※毎週金曜日 13：00～16：00 カラオケ(一般) 

  
「正田の館」の和室を交流広場として、平日 9：00

～16：00 の間、いつでも自由に利用することがで

きます。（概ね 60 歳以上の方） 

 

      

※今年度の下校時間は４ページに掲載しています！ 



 

 

 

                                               

                                               

  

                         

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 ジャンル 活動日 活動時間 

ちくちく 手芸 第１月曜日 ９：00～15：00 

山口岳誠会小鯖地域交流センター教場 詩吟 毎週月曜日 ８：50～11：20 

小鯖豊寿連合会カラオケ会 カラオケ 第１月曜日 13：00～16：00 

らくらく３Ｂ体操 体操 毎週火曜日  ９：00～10：20 

３Ｂ体操 体操 

毎週火曜日 

 

毎週金曜日 

10：30～12：00 

14：00～15：30 

19：30～21：00 

３Ｂエンジョイキッズ 体操 第 1・2・3 火曜日 16：00～17：00 

フレンズ 社交ダンス 毎週火曜日 18：30～22：00 

男の料理サークル「腹ペコ」 料理 第３水曜日 ９：30～13：30 

専心池坊 生花 第 2・4 水曜日 20：00～21：00 

山口県断酒会山口・阿東支部 相談活動 第３水曜日 18：30～21：00 

健康カラオケ 鈴の会 カラオケ 毎週水曜日 12：30～15：30 

ボランティアおさば ゆかりの会 地域福祉活動 第２木曜日 ９：00～12：00 

おさば料理グループ 料理 第３木曜日 ９：00～14：00 

子育てサロン あそぼ 子育てサロン 毎週木曜日 10：00～14：00 

母親クラブ とことこ 子育て支援 第 2・4 木曜日 ９：00～12：00 

ハウ・オリ・フラ小鯖 フラダンス 
第 1・3 木曜日 

第 2・4 木曜日 

10：00～11：30 

13：30～15：00 

書道倶楽部 書道 第 2・3・4・5 金曜日 ９：30～12：00 

自彊術 医療体術 毎週金曜日 ９：15～11：10 

小鯖健康太極拳 太極拳 毎週金曜日 13：00～15：00 

革の手縫いサークル 手芸 第２土曜日 ８：30～12：30 

小鯖フォークダンスクラブ 虹の会 フォークダンス 第 2・4 土曜日 ９：00～12：00 

金管バンドクラブ 楽音 音楽 毎週土曜日 13：00～18：00 

ＯＳＡＢＡ４３５１ よさこい 第３土曜日 19：00～21：00 
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令和２年度に小鯖地域交流センターで活動をされる定期利用サークル、グループを紹介します。 

詳しくは、小鯖地域交流センターへお問い合わせください。 

 

2372ｇと小さく産まれたけれど、大

きな病気もせず高校卒業まで元気

に通ったね。 

これから社会に出ると楽しいことも

多いけど、理不尽なこともたくさん

待ち受けています。 

迷ったときに助けてもらうのは恥ず

かしいことではありません。 

自分を見失うことなく人生を楽し

んでね。 

卒業おめでとう。     高 3母 

卒業おめでとう。 

長いようで早かった１８年。それなり

に経験をしたと思いますが、まだま

だこれからです。今まで感じたこと

のない幸せがあれば、味わったこと

のない苦痛もあることでしょう。そ

れらの事から目をそらさず、またこ

れからの行動には責任があるとい

う自覚を持って愚直に突き進んで

ください。        高３父 

高校卒業おめでとう！ 

小さい頃からの夢“プロ野球選手

になる”1 度もブレることなく、この

春、更に気持ちが強くなり大学で

野球をすることを選んだね。 

これから高い壁にぶち当たることも

あると思う。 

でも、乗り越えられない壁はない！！ 

挫折することを恐れず努力し、どう

か怪我だけには気をつけて、自分が        

進んだ道を全うしてください。 

「あなたの夢が私達家族の夢」 

Fight！！         高 3母 

６年間の小学校生活で辛い時期も

あったけど、よく乗り越えてくれたね。

最後の一年間は笑顔が多かったの

で良かったよ。多くの人が応援してく

れるし、見守ってくれるから、自分の

内でも負けない気持ちを持ち続けて

くださいね。 

中学校でもガンバレ！ 

卒業おめでとう！      小６父 

大きなランドセルとぶかぶかの制

服を着て小鯖小学校へ入学し

て、早いもので６年があっという間

に過ぎ、晴れて卒業の日をむかえ

ました。出席停止以外は休まずに

登校したね。 

中学生になってもコツコツ努力を

忘れずに、持ち前の笑顔でがんば

ろうね。 

卒業おめでとう！     小６母 

 

卒業おめでとう。 

中学校生活をいつも笑顔で楽し

んでいたね。辛い時もあったかもし

れないけど、楽しんでくれたことが

一番だ。また一つ人生の扉を開け

て高校生活に入るけど、高校で

も笑顔でたのしんでくれ。 中３父 

卒業おめでとう。 

幼稚園からの友達が少ない中で

いつもぐずっていた君がやっていけ

るのか父はとても不安でした。 

入学して数日後、満面の笑みを

浮かべ帰宅した君を見て、ああ君

は父が思っていたよりも大きくなっ

てくれていたんだなぁと安心したも

のです。 

４月からは中学生。今まで以上に

難しい、いろいろな問題が君の前

にやってくると思います。君のペー

スでいい。じっくりと取り組んで前

へ進んでください。大丈夫！何が

あっても父と母で君を支えます。 

             小６父 
中学校卒業おめでとう！ 

今年はドタバタした中でしたが、

卒業式を無事に終えられてうれ

しく思いました。 

先生方、同級生、関わってくださ

った方々に支えていただいたことを

痛感しました。 

感謝して前に進もう！ 

自分を信じて頑張ってください。 

応援しています。    中３母 

卒業おめでとう。 

向上心を忘れないで、何事にもチ

ャレンジ精神で取り組んでくださ

い。 

自分が決める自分の人生！ 

一日一日を大切に！  中３母 

卒業の春。 

今年もたくさんの小鯖っ子が、新たな一歩を踏み出しました。 

胸の中にはきっといろんな思いが巡っているはず！ 

それはいつもそばで支える家族にとっても同じです。 

そんな、わが子への温かいエールを少しご紹介します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 担当地区 氏名 担当地区 

山本 敏明 １区、２区樋ノ口、２区向山 大賀 昌彦 ９区、１０区 

田中 充 ３区、４区、５区 原田 洋子 １１区 

山本 武夫 上鯖山、三本松町 末村 時雄 １２区、１３区、菅内団地 

粟屋 清貴 ７区 米本 律子 
１４区、１５区、１６区、 

１７区、１８区 

林 孝人 禅昌寺町 中原 英子 主任児童委員 

楢松 康登 ８区、百合ヶ丘 松本 佳子 主任児童委員 
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≪運動場≫ 

団体名 種目 活動日 活動時間 

小鯖サッカースポーツ少年団 サッカー 
毎週水・木曜日 

毎週土曜日 

16：30～21：30 

08：30～13：00 

小鯖野球スポーツ少年団 野球 

毎週金曜日 

毎週土曜日 

毎週日曜日 

17：00～19：00 

13：00～17：00 

08：00～13：00 

小鯖豊寿連合会（夏） 
グラウンドゴルフ 

ペタンク 

毎週火・金曜日（※） 

※夏季休暇期間中 

毎月第１・３土曜日 

毎週日曜日 

15：00～17：00 

小鯖豊寿連合会（冬） 
グラウンドゴルフ 

ペタンク 

毎月第１・３土曜日 

毎週日曜日 
14：00～16：00 

ＳＳＧ ソフトボール 第 2・4 日曜日 13：00～15：00 

≪体育館≫ 

団体名 種目 活動日 活動時間 

あげいん 
ソフトバレーボール 

バドミントン 
毎週月曜日 20：00～22：00 

小鯖クラブ バレーボール 毎週火・金曜日 20：00～22：00 

小鯖卓球クラブ 卓球 毎週火曜日 20：00～22：00 

大内剣友会 剣道 毎週水曜日 18：30～21：00 

ジョージーズ バスケットボール 毎週木曜日 19：00～22：00 

山口Ｊｒ 男子バレーボール 毎週土曜日 19：00～21：00 

 

４月２６日（日） 小鯖地区三世代交流大運動会 

 ６月２１日（日） 小鯖体育大会 

                    子ども会ドッヂビー大会 

 ８月 ８日（土） 小鯖夏まつり 

１１月１５日（日） 小鯖ふるさとまつり 

１２月 ６日（日） 小鯖地区男女混合 

ソフトバレーボール大会 

 ２月２１日（日） 竹馬世界選手権大会 in おさば 

 

 

山口市名義の道路、里道、水路等を地域におい

て維持管理するための工事に要する経費に補助

金を交付します。令和元年度の実績は 5 件で、

総額 239 万円でした。 

補助金を申請しようとされる方は、５月末まで

に、事前協議書等の提出が必要ですので、あら

かじめ、工事場所等を地域交流センターにご相

談ください。 

問合せ先 小鯖地域交流センター  

☎083-927-0021 

 

２月２２日（土）、２９日（土）の２日間、お茶

教室を開催しました。 

１日目はお菓子とお茶の頂き方、２日目はふくさ

の使い方、お茶のたて方を学び、お茶席での作法を

通じて、和の心に触れることが出来ました。 

 最初は慣れない正座に緊張した様子でしたが、優

しい先生のご指導で和やかな雰囲気になりました。 

 静寂なひと時が新鮮！ 

いい香り 

令和元年１２月１日付で、１０名の民生委員・児童委員、２名の主任児童委員が委嘱されました。 

任期は、令和４年１１月３０日までの３年間です。 

地域のみなさんの生活上の相談に応じたり、その解決に向けてのお手伝いをしています。 

心配ごとなどがありましたら、お住いの地域を担当している民生委員・児童委員にご相談ください。 

 

少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、

高齢者や障害のある方、子育てや介護をしている方など

が、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えていま

す。 

そこで、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行

うのが「民生委員・児童委員」の存在です。誰もが安心し

て暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしている

「民生委員・児童委員」についてぜひ知っていただき、活

動へのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 令和２年度に小鯖小学校の運動場、体育館で活動される定期利用のスポーツ団体を紹介 

します。詳しくは、小鯖地域交流センターへお問い合わせください。 

 

 



●日 時 ４月１３日（月）13：30～15：30 

２０日（月）13：30～15：30 

●場 所 小鯖地域交流センター研修室 

●参加費 無料 

●申込み 不要 

 

           

 

 

 

                                               

  

                                              

  

 

                         

 

 
 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                                   

                  

                            

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

月 １５：００ １５：５０ 

火 15：00 １５：５０ 

水 １４：３０ １５：２０ 

木 １５：００ １５：５０ 

金 １５：００ １５：５０ 

 

●クスノキの番人／東野圭吾 

●銀行狐／池井戸潤 

●そして、ユリコは一人になった／貴戸湊太 

●ねこなんて いなきゃ よかった／村上しいこ 

●ハイキュー!! ４２／古舘春一 

●約束のネバーランド １８／出水ぽすか 

 

※新刊図書は、毎月 1 日の 8：30 より 

貸し出しを開始します。 

※本は 1 回で 3 冊まで借りられます。 
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ワードやエクセルの操作方法で分からないこ

とがありましたら、パソコンサークルあゆみの皆

さんが教えてくれます。         

４月から初心者向けの講座を開催します。 

パソコンにさわるのが全くはじめての方はもちろ

ん、「今までなんとなく自己流でやってきたけれど

…」という方も基本からしっかり学習できます。 

一緒にパソコンの楽しみ方をマスターしましょう♪ 

【４月講座】 

●テーマ はじめてのパソコン 

     ※ワードでの入力練習など、パソコンの

基本を学習します。 

●日 時 ４月１３日（月）10：00～12：00 

２０日（月）10：00～12：00 

●場 所 小鯖地域交流センター研修室 

●講 師 藤本義明さん 

●定 員 １５名 

●参加費 ６００円（２回分） 

●その他 パソコンをお持ちでない方は貸出しをし

ます。（先着２名） 

●申込先 小鯖地域交流センター  

☎083-927-0021 

 

☆５月以降のテーマ（予定） 

・Word で案内文書を作成しよう 

・縦書き、横書きはがき作成 

詳しい内容・日程は、随時地域広報紙でお知らせし

ます。 

 

 

 

●消防後援会     １３：００～ 

●地域づくり後援会  １３：３０～ 

●自治会連合会    １４：００～  

●社会福祉協議会   １４：５０～ 

●地域づくり協議会  １５：５０～ 

●地域自主防災会   １６：５０～       

会場は、小鯖地域交流センター講堂です。 

対象者にはご案内状を送付しています。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

令和２年度 下校時刻一覧表（通常） 
   ※下表の時刻は、あくまでも目安です。 

子育て中のお母さん！お子さんと一緒に楽しい時間

を過ごしませんか？ 

☆活動日 毎月第２・４木曜日  

10：00～12：00 

     第４木曜日はパン教室を実施 

（別途参加費必要） 

☆年会費 1,000 円／親子 活動保険に入ります 

☆問合先 代表 林 ☎080-1912-8099 

✉tomo.hys@gmail.com 

件名「とことこ」とし、お子さま氏名（月齢）、保

護者氏名、連絡先をお知らせください。（申込〆

切：４月末日） 

※年度途中の入会もできますが、年度当初に人数が

集まらなかった際、活動しない場合もあります。 

 

☆対象者 小鯖地区在住の 60 歳以上の方ならど

なたでも OK です！ 

☆年会費 1,000 円 

☆問合先 会長 中村和夫 ☎083-927-0309 

興味を持たれた方は、ぜひご連絡をお待ちしてい

ます。 

 

豊寿連合会は、地域の高齢者みんなが、「心豊か

に、より良い明るい人生を築き、地域の発展と生

きがいを求める」団体です。 

年間を通して、教養活動や健康増進活動、地域活

動への貢献、会員相互の親睦をしています。 

 

 

太極拳のゆっくりとした動きは、柔軟性や筋力、

体力アップ、骨折防止にもつながります。 

楽しく健康維持してみませんか？ 男性もお待ち

しています♪ 

 

☆活動日 毎週金曜日 

 13：00～15：00 

☆会 費 月 2,000 円 

☆問合先 代表 久保田 ☎090-5378-8407 

 

 

集まれ！ 

料理男子！ 

Men in the Kichen 

☆活動日 毎月第３水曜日 9：30～13：30 

☆場 所 小鯖地域交流センター調理室 

☆問合先 男の料理サークル世話人  

林孝人 ☎090-7774-7036 

 

 

親睦を深めることを第一に活動していますので、 

初心者でも大歓迎です。 

午後のひとときをワイワイ楽しく過ごしませんか？ 

 
☆活動日 毎週木曜日 13：00～17：00 

☆場 所 正田の館 

☆その他 年４回、囲碁・将棋大会を開催してい

ます。 ※別途、当日会費必要 

☆問合先 正田の館 ☎083-941-0235 

     囲碁・将棋同好会事務局  

藤本 ☎083-927-2953 

 

少年・少女剣士募集！ 

剣道で、心と身体を鍛えてみませんか？興味のあ

る方はぜひ稽古の様子をのぞいてみてください。 

 
☆活動日・活動場所 

・火曜日 大内南小体育館 18：30～ 

・水曜日 小鯖小体育館  18：30～ 

・土曜日 大内南小体育館 18：30～ 

※稽古時間は概ね２時間！ 

☆会 費 月 1,000 円 

☆問合先 伊藤 ☎083-927-5853 

 


