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３月の予定
３日（水） パソコン相談

１５日（月） パソコン相談

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定されている行事等が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。

・

３日（水）

・１７日（水）

14：40～15：20

・３１日（水）
～小鯖地域交流センター駐車場～

３月度 通常以外の下校時間の目安

★１８日（木）
：卒業式準備
１・２・６年 １３：３０下校
・

４日（木）

・１１日（木）

３・４・５年 １５：３０下校

10：00～14：00

★１９日（金）
：卒業式

・１８日（木）

１・２・３年

・２５日（木）

４・５・６年 １１：３０下校

～小鯖地域交流センター講座室～

家庭学習

★２４日（水）
：集団下校
全学年

１４：３０下校

★２５日（木）
：給食終了
全学年

１３：３０下校

★２６日（金）
：修了式
全学年
１日（月） 10：00～12：00

簡単手芸

４日（木） 10：30～11：30

笑いヨガ

１８日（木） 10：30～11：30

笑いヨガ

１１：４０下校

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。

今月の表紙

※３月の「楽々お茶会」はお休みします。
※３月の「豊寿会カラオケ」はお休みします。

「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）

今月の〝おさば散歩〟

お知らせ

※３月の「一般カラオケ」はお休みします。

山口市成人式延期後の開催予定
ランドセルをおいてパワー全開
・１３日（土）

ｖｓアルビレックス新潟

・２１日（日）

ｖｓファジアーノ岡山

参加者募集

〝３Ｂエンジョイキッズ〟

いちご狩り健康ウォーキング 他

活動報告
発行：小鯖地域づくり協議会 ☎083-927-2263
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

～ＳＮＳはこちら～
小鯖地域づくり協議会公式サイト QR コード

Blog、Facebook、Instagram、Twitter は
さばろっち

さばろっち×小学校竹馬大会
【人口】4,162 人

公式 LINE
友だち追加は
こちらから
【世帯数】1,931 世帯

令和 3 年 2 月 1 日現在
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昨年の 4 月より、小鯖地域交流センターの定期利用団体に登録
され、本格的に始動した“3Ｂエンジョイキッズ”！
新型コロナウイルスの影響で、思うように活動ができない日々
もありましたが、やり方を工夫し、対策を講じながら進めて来ら
れ、徐々に軌道に乗ってきました。
そんな“３B エンジョイキッズ”の一日を取材してみました。

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。
●日

時

３月 ３日（水）10：00～12：00
１５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

●日

時

４月２日（金）
受付時間 13：30～14：30

●場

所

小鯖地域交流センター講座室

●内

容

身長・体重測定、保健師による育児相談

●対象者

乳幼児

●参加費

無料

●持参品

母子健康手帳

●主

市保健センター・小鯖地区母子保健推進員

催

※申込みは不要

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！という方
はもちろんのこと、「今までなんとなく自己流で
やってきたけれど…」という方でも基本からしっ
かり学習できるのでおすすめです。
【４月講座】
●テーマ お知らせ文の作成実習
※ワードでの入力練習、文字・段
落編集を学習します
●日 時 4 月 12 日（月）、19 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）
詳しい内容・日程は、随時地域広報紙でお知
らせします。
・Word でイラスト入り文書を作成しよう
・縦書きハガキ・横書きハガキを作成しよう
・Excel の基本を学ぼう
・ホームページを見よう

３Ｂエンジョイキッズの概要

講師の木本直美先生

３Ｂエンジョイキッズのはじまり

地域交流センターで体験会を行った際、温かい地域性に感銘を受け、
「小鯖で活動したい」と
思われた木本先生！その後、小鯖小学校の２年生と 4 年生の PTA 活動で指導され、評判を
聞いた保護者や学校の協力により、定期的な活動としてスタートしました。
２月９日（火）の放課後、子ども達の元気な声が響いていたよ♪

まずは音楽に合わせてステップから♪

出席・体温チェック

●日 時
●参加費
●定 員
●持参物
●申込先

４月１０日（土）9：30～13：30
※雨天中止。一週間前を目途に判断します。中止の場合は代表者へご連絡します。
無料 ※いちご代は自費となります。
５０名（先着順）
飲み物、雨具、リュックサック、レジャーシート
お弁当（〝おむすび〟程度で十分です）
３月５日（金）8：30 受付開始～3 月 31 日（水）までに小鯖地域交流センター☎083-927-0021

友だちが指定した色の輪をキャッチ！
季節の行事を取り入れたお楽しみも♪

ハロウィン

股関節が柔らかくなるよ！

長いベルターも使い方いろいろ

次の用具は有色ベルター

子ども達は、それぞれ輝くタイミ
ングに違いがあるんです。時に
は意外な一面を見せてくれるこ
とも♡元気いっぱいのみんなか
ら、いつもパワーをもらっていま
す！

自分でダンスをつ
くることもあるよ♪

歩く距離は６㎞！
小鯖の自然を全
身で感じながら
ゆっくり歩こう！

バランス感覚を養うポーズ

15：50「こんにちは」と
元気よく入ってきた子ども達

みんなで体を
動かすと楽しい。

小鯖地域交流センターを出発して「いちご屋けんちゃん」を目指して歩きます。
お昼は小鯖八幡宮でお弁当タイム！おいしい「ぼたん鍋」を地域の方がご用意します(^^)/
※今年は、新型コロナウイルス感染症対策として、取ったいちごをハウスで食べず、
特別に量り売りをしてくださいます！ぼたん鍋の後のデザートにいただきましょう♪

地域交流センターを拠点に、
キッズ、親子から高齢者まで
多世代対象に指導されてお
り、山口市内外で広く活躍さ
れています。
いろんな３Ｂ用具
を使うよ！

活動日 毎月第 1・2・3 火曜日 16：00～17：00
場 所 小鯖地域交流センター 講堂
会 費 月 2,000 円
対 象 小学生（現在 5 年生７名）
内 容 ３Ｂ用具を使い、様々な音楽に合わせて体操をする。

クリスマス

かけあし飛びにあや飛び、長縄も。
～メッセージ～

コロナ禍でストレスを抱えている子ども達も多いはず！
一人でも多くの子ども達が、
３Ｂ体操を通して、のびのびと元気
になってくれるとうれしいです。
学年男女問わず気軽にのぞきに
来てくださいね(*^^*)

