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福祉の
「わ」
が広がりました 第3回秋穂ふれあいまつり
5月26日（土）、秋穂地域交流センターで「第3回秋穂ふれあいまつり」が開催されました。
この日は晴天に恵
まれ、地域内外からたくさんのかたにご参加いただきました。ふれあいまつりでは、和太鼓演奏、大道芸、
フラ
ダンス、銭太鼓、
くじ引きなどの催し物や子どもたちに大人気のふわふわドーム、
ミニSL、遊びのコーナーなど
を楽しみながら、飲食コーナーや野菜販売、
フリーマーケットなども賑わって、
楽しい1日となりました。
■秋穂ふれあいまつり実行委員会より■
広げよう福祉の「わ」をテーマとする第3回秋穂ふれあいまつりに多くのご来場をいただき、ありがとう
ございました。また、まつりの開催にご尽力いただきました出演者、出店者、ボランティアスタッフなど関係
の皆様に心より感謝申し上げます。
1月に実行委員会を立ち上げ、5回の会議を重ねて準備をしてきましたが、お天気にも恵まれ、予定通りの
内容でおまつりが開催できましたことをたいへん嬉しく思っています。併せて、お祭りで実施しました福祉
の募金は、秋穂地域で活動しておられる福祉団体に寄付させていただきましたことをご報告し、募金にご協
力をいただきました皆様にお礼を申し上げます。
恒例となりました「エコ風船とばし」
では、
「地域福祉を意識しながら笑顔のあふれる楽しいひとときとな
る
『秋穂ふれあいまつり』をまた来年も…！」
という思いを託して、色とりどりの風船がさわやかな青空に吸
い込まれていくさまをしっかりと目に焼き付けることができました。
第3回秋穂ふれあいまつり実行委員会 実行委員長 安光真裕美
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秋穂地域協育ネット協議会
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秋穂地域交流セン

■日
時…8月6日（月）14時00分～16時00分
オラ
■場
所…秋穂地域交流センター 第1会議室
Ｈｏｌａ！
（こんにちは）
■参加対象…小学生・中学生（親子での参加も可能）
■募集定員…30人程度
■内
容…◦スペインってどんな国？
◦簡単なスペイン語
◦スペインのゲーム体験 など
■講
師…エフライン・ビジャモール・エレロ
（山口市国際交流員・スペイン出身）
■参 加 料…無料
■申込期限…8月2日（木）
■申 込 先…秋穂地域交流センター TEL 083-984-2132

ターで、平成

エフラ先生といっしょに楽しくスペインについて学びま
せんか？
スペインと日本の文化の違いや簡単なスペイン語などを
学んだり、スペインのゲームをして楽しく過ごします。
スペ
インを通して世界を知ろう！
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回秋穂地域

参加者募集
「エフラ先生の
スペインサマースクール」

度第

■日
時…7月25日（水）8時30分〜11時00分
■場
所…秋穂地域交流センター 芝太郎グラウンド
■参加対象…秋穂地域内の小学1年生〜6年生
■指 導 者…秋穂グラウンド・ゴルフ協会員
■申込期限…7月18日（水） ■参 加 費…無料
■申 込 先…秋穂地域交流センター TEL 083-984-2132

協育ネット協議会

グラウンド・ゴルフ教室

総会が開催されま

参加者募集 ふれあい

した。

募集・お知らせ etc... 〔秋穂地域交流センター

総会では、平成

年度事業計画と予算などについて審

議されました。また会長に原田洋子氏、

副会長に安光真裕美氏、五島均氏が選

任されました。

●「協育ネット」とは
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平成 年度総会を
開催しま し た

5月29日（火）、花いっぱい運動の取り組みで、子ども会や
老人クラブ、
小・中学校などへ花苗をお渡ししました。
8月には花壇コンクールが予定されています。夏には、色
とりどりの花々が各所を彩ってくれることでしょう。

まちづくり
学校・家庭・地域がそれぞれの責任

と役割を自覚しながら相互に連携し

て、住民総参加で、地域の宝である子

どもたちを育てていくことを目的と

地域にコー

し、地域につくられた子育ての応援団

です。山口市では、市内
21

『花いっぱい運動』

TEL 083-984-2132

いきいき輝く
ディネーターを配置して取り組んでい

ます。

●秋穂地域の取り組み

人配置し、各団体や地域

秋穂地域では、協育ネットコーディ

ネーターを

のかたがたの協力をいただきながらさ

ま ざ ま な 子 育 て 支 援 を 展 開 し て お り、

家庭教育や人権学習などの講座を学校

と連携して取り組んでいます。
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花の苗をお渡ししました

30

TEL 083-984-2132〕

参加者募集

夏休み
「あいおキッズわんぱく教室」
○夏休み工作教室

夏休みの思い出づくりに、
工作をしてみませんか。
❶モザイクタイルコースター
（小学1年生～3年生）
定員：20人
（先着順）
見本の中から好きなデザインを選んで絵柄を作ります。
❷スライド本たて
（小学4年生～6年生）
定員：20人
（先着順）
スペースや本の量に合わせてスライドできる本たてを作
ります。
■日
時…8月2日
（木）
9時00分～12時00分
■場
所…秋穂地域交流センター 大会議室
■講
師…グッディ山口小郡店より
■参加対象…秋穂地域内の小学生
■参 加 料…❶300円
（材料代） ❷400円
（材料代）
■申込期限…7月20日
（金）
■申 込 先…秋穂地域交流センター TEL 083-984-2132
※作品の見本を秋穂地域交流センターに飾っています。

○燃料電池・おもしろ実験教室

身近にある電池の仕組みを学ぶ実験や、
火を使った実験を
行います。
普段の生活の中では体験できない実験教室に参加
してみませんか。
■日
時…8月7日
（火）
13時00分～14時30分
■場
所…秋穂地域交流センター 大会議室
■講
師…山口合同ガス株式会社より
■参加対象…秋穂地域内の小学4年生～6年生
■定
員…20人
（先着順） ■参 加 料…無料
■申込期限…7月20日
（金）
■申 込 先…秋穂地域交流センター TEL 083-984-2132
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三好義正さん

山口市交通安全対策協議会
交通安全功労者賞を受賞

秋穂の嬉しい
ニュースいっぱい

5月 日（金）
、山口市役所で平成 年度山口市交
通安全対策協議会交通安全功労者の表彰式が行われ、
交通安全功労者個人の部で、長年にわたり交通安全活
動に尽力された三好義正さん（大河内南）が表彰され
ました。受賞おめでとうございます。

とぴっ
くす

安全第一
～自転車の乗り方教室～
6 月 7 日（木）、秋穂小学校 3 年生を対象に自転
車乗り方教室が行われました。この日は、山口南警
察署のお巡りさんや山口南交通安全協会のかたがた
が、正しい自転車の乗り方をわかりやすく教えてく
ださいました。
たの SEA 秋穂づくり協議会安心・安全部会から
は、交通安全シールを児童に贈り、教室のお手伝い
をしました。

秋 穂子 ども会 だよ り
楽しくておいしい

『子ども会料理サークル』
6月2日（土）、大海総合センターで、子ども会料
理サークルを開催しました。この日はお弁当をつく
り、みんなで楽しく食べました。

おいしくできたかな？

ご協力ありがとうございます

資源回収に取り組みました
6月2日（土）から4日（月）までの間、たくさん
の資源物を集めていただきました。この回収で集ま
った収益は、秋穂子ども会の活動費となります。地
域の皆さん、ご協力、本当にありがとうございました。

たくさん集まりました

交通安全シールを配りました

交通ルールを守って乗ります
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ご活用ください

「地区祭り開催奨励金事業」
秋穂地域内で地区祭りを開催された地区へ、奨励
金を交付します。
◦金
額…1地区年1回、祭り開催に伴う経費の
一部を助成します。（上限10,000円）
◦申請書類…①申請書（事務局にあります）
②祭り開催が確認できる書類
（チラシ・当日の写真など）
◦提 出 先…秋穂地区社会福祉協議会事務局
TEL 083-984-2662

〈おはなし会〉
◦ 5日（木）11時00分〜 よちよちだっこのおはなし会（秋図）
◦11日（水）10時30分〜 らんらんおはなし会（らんらんドーム）
◦19日（木）11時00分〜 わくわくおはなし会（秋図）
◦25日（水）10時30分〜 にこにこおはなし会（コミ）

秋穂図書館
だより

〈ブックスタート〉◦10日（火）10時30分〜（秋図）
〈おしゃべりサロン〉◦20日（金）13時30分〜（交セ）

TEL 083-984-0065

日
1

8

◆ 7 月の休館日◆
月
2

9

火
3

水
4

木
5

金
6

〈今月の企画展示〉 ◦一般…夏本番
◦児童…早めにすまそう。自由研究！

土
7
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■は休館日

新 収 本 紹 介

他にも
たくさん
出ています

●一般向け
「未来」
（湊 かなえ）
「ののはな通信」（三浦 しをん）
「元禄お犬姫」
（諸田 玲子）
「ウォーターゲーム」
（吉田 修一）
「やっぱり食べに行こう。」
（原田 マハ）
「便と尿の悩みをスッキリ解決す
る本」
（きょうの健康番組制作班）
「冷凍フルーツのひんやりスイー
ツ」
（あまこ ようこ）
●ティーンズ向け・マンガ
「緑衣の美少年」 （西尾 維新）
「相棒は小学生 図書館の少女は
新米刑事と謎を解く」
（ひずき 優）
「ケンタロウスのポロス」
（ロベルト・ピウミーニ）
「少女のための性の話」
（三砂 ちづる）
「もしときサバイバル術Ｊｒ .
災害時に役立つスキルを手に入
れろ」
（片山 誠）
●児童（こども）向け
「つくえはつくえ」（五味 太郎）
「ちょうちょのためにドアをあけ
よう」（モーリス・センダック）
「はりねずみのおいしゃさん」
（ふくざわ ゆみこ）
「ふたごのカウボーイ」
（フローレンス・スロボドキン）
「すみっコぐらしまちがいさがし
あっちもこっちもすみっコ編」
（主婦と生活社編）
「よくわかる大使館 だれが働い
ているの？どんな仕事をしてい
るの？」
（河東 哲夫）
「ミラクルガール相談室女の子の
トリセツ」
（ミラクルガールズ委員会編）

■7月の＂ぶっくん＂の運行日
4日（水）
・18日（水）の2回秋穂地区にやってきます。時間は下記の
とおりです。40分間停車しています。ぶっくんで借りた本は大海小学校
の返却ポスト、秋穂図書館でも返却できます。ぜひお立ち寄りください。
9時50分〜10時30分 大海総合センター
10時50分〜11時30分 秋楽園
13時10分〜13時50分 大海小学校

「すきなおはなしの絵」の展示会
今年も秋穂小・大海小・二島小の子どもたちが、自分の好きなお話を絵に描
いてくれました。どれも力作ぞろいです！日程は下記のとおりです。図書館の
子どもコーナーに展示してありますので、ぜひみなさんでご来館ください。
　　　 7月　　 3日
（火）～　　 7月15日
（日） 二島小1・3・5年生
 　　 7月18日
（水）～　　 7月29日
（日） 秋穂小1年生
　　　 7月31日
（火）～　　 8月12日
（日） 秋穂小2年生
　　　 8月14日
（火）～　　 8月26日
（日） 秋穂小3年生
　　　 8月28日
（火）～　　 9月　　 9日
（日） 秋穂小4年生
　　　 9月11日
（火）～　　 9月23日
（日） 大海小1・2年生
　　　 9月26日
（水）～10月14日
（日） 大海小3年生
10月16日
（火）～10月28日
（日） 大海小4・5・6年生

第8回

秋 穂 図 書 館 ま つ り

ますますパワーアップして開催します。どうぞお楽しみに！
●日時…8月4日（土）9時30分〜15時00分
●場所…秋穂図書館＆秋穂地域交流センター
●内容…①ブックリサイクル（図書友）
②おはなし会スペシャル（おはなしぐるるんぱ）
③ミニコンサート（カプリチオ）
④大村益次郎の紙芝居上演（夢ひこうき）
⑤ワークショップ バルーンアート・オリジナル缶バッチつくり
折り紙教室・ビーズ教室
⑥秋穂大師びな展示＆体験コーナー（秋穂大師びなの会）
⑦布絵本展示 ―さわったり、遊んだり―（布絵本の会）
⑧秋穂の古写真展示＆貸出（図書友）
⑨昔遊び体験コーナー（伝承教室）
⑩バザー：とびっきりカレー販売（市食推秋穂支部）
⑪バザー：ポップコーン販売（青年団）
⑫移動図書館「ぶっくん」での本の貸出（10時～ 15時）
＊秋穂図書館「特製しおり」を今年も200人にプレゼントします！

図書館まつりの古本市にご協力ください
ご家庭に眠っている本はありませんか？8月4日の秋穂図書館まつりで行うブック
リサイクルにご協力をお願いいたします。
古本は7月3日（火）から31日（火）まで、秋穂図書館のカウンターで受付いたします。
＊百科事典や全集、汚れの著しい本は受付ができません。ご了承ください。

第１３回おもしろ雑学講座
なぜ海外を目指そうと思ったのか、海外に足を踏み出せるようになるまで
の15年間どんなことを考えて何をしてきたのか、周囲の協力支援の大切さ、
読書の持つ力などについてお話しくださいます。
■テーマ…「町工場世界へ翔ぶ」
■講 師…木原 利昌氏 ㈱木原製作所専務取締役
■日 時…7月28日（土）14時00分～ 15時30分
■会 場…秋穂地域交流センター 大会議室
■参加費…無料
■定 員…30人程度
■主 催…図書館と友だちの会・秋穂 ■共 催…秋穂図書館
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秋穂幼稚園・大海保育園・秋穂保育園
３園の子どもたちが交流しました
5月25日（金）
、
秋穂幼稚園・
大海保育園・秋穂保育園の年
長さんが、秋穂幼稚園から小
浜海岸までハイキングし、1
日楽しく過ごしました。
この日参加した子どもたち
は、潮水を浴びたり磯のいき
ものを探したり大はしゃぎで
した。またみんなでおいしく
お弁当を食べて、交流を深め
ていました。

磯のいきものを探しました

シルバー会員になって
活躍してみませんか？
高齢者の豊かな知識、経験を活かして、社会貢献
や仲間づくりをしてみませんか。7月は秋穂で入会説
明会、手続会を行います。一度お話を聞いてみませ
んか？
■日 時…7月10日（火）13時30分～ 入会説明会
11日（水）13時30分～ 入会手続会
■場 所…秋穂総合支所 第1会議室
■問い合わせ先…山口市シルバー人材センター
秋穂出張所 TEL 083-984-3355

参加者募集 男性料理教室
■日
時…7月29日（日）10時00分〜
■場
所…秋穂保健センター
■募集定員…20人（先着順）
■参 加 費…200円
■持参するもの…エプロン、
三角巾、
米1合
■申込期限…7月25日（水）
■申込み先…秋穂保健センター
TEL 083-984-8031

海眺の宿あいお荘
リニューアルオープン
海眺の宿あいお荘は、今年１月から耐震補強・改
修工事に伴い休館していましたが、7月1日（日）か
ら営業を再開します。耐震補強工事に加え施設の一
部改修を行ったほか、これまでどおり秋穂名産の車
えびメニューをたくさんご用意していますので、海
眺の宿あいお荘にぜひお越しください。
■営業時間…レストラン 11時30分～ 15時
（ラストオーダー 14時30分）
ご入浴 10時～ 20時
（最終受付19時）
■お問い合わせ先…海眺の宿 あいお荘
住所 〒754-1101 山口県山口市秋穂東768-13
TEL 083-984-2201 FAX 083-984-2279
メールアドレス aioso@c-able.ne.jp
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カニさんどこかな？

大海小学校&
秋穂幼稚園&地域
合同避難訓練を
行いました
6月7日（木）、大海小学校と秋穂幼稚園・地域の
皆さんが、合同で避難訓練を行いました。
この合同避難訓練では、地震による津波発生を
想定し、「早く安全な場所まで」避難できるかを確
認しました。この日は、地域のかたがたも一緒に
避難され、有意義な訓練になりました。

上級生と下級生が手をつないで避難しました

園児や地域のかたも一緒に避難しました

スペインの魅力たっぷり！スペインを知っちゃおう in AIO
5月19日（土）、秋穂国策交流サークル主催の「スペインを知っちゃ
おうinAIO」が地域交流センターで開催されました。
この日は、山口市国際交流員のエフライン・ビジャモール・エレ
ロさんとマリア・ルビオさんを講師に招き、スペインの文化・習慣
の紹介やスペイン料理教室、スペインの遊び紹介が行われました。
スペインと日本の習慣の違いにびっくりし、ランチは皆さんで
作ったミックスパエリアや白いんげん豆のサラダ、デザートをおい
しくいただきました。午後からは、スペインのすごろくを楽しみま
した。スペインの魅力たっぷりの楽しい1日となりました。

パエリア上手にできました

ツール・ド・山口湾

あいおトマトどうぞ！

5月20日（日）、
「ツール・ド・山口湾」が開催されました。この
大会は、山口市南部地域を中心に美しい風景などを楽しみながらサ
イクリングを行う催しです。この日参加した約600人のサイクリス
トは、山口市内の美しい景色を満喫しました。大海総合センターの
ＡＳ（エイドステーション）では、おいしい「あいおトマト」が振
るまわれました。

■秋穂コミュニティセンターだより

7 月のにこにこ行事
■問い合わせ・申し込み…秋穂コミュニティセンター
TEL 083-984-2130（FAX兼）
（担当 小田）

第53回将棋大会

7月22日
（日）
9時30分〜
（受付9時00分～）
対
締

象…どなたでも 参加費…1,500円（昼食代含む）
切…7月14日（土）

夏休み工作教室
「ペットボトルでかざぐるまを作ろう！」
7月27日
（金）
13時30分〜

講 師…伝承グループ
対 象…小学生
定 員…30人（定員になり次第締め切り）
参加費…無料
締 切…7月20日（金）

絵本の読み聞かせ
「にこにこおはなし会」

お世話になります
～秋穂地域母子保健推進員～
山口市から委嘱を受け、保護者の皆さんと乳幼児の健
康を守るために市保健師とのパイプ役として活動してい
ます。
妊娠中や赤ちゃん誕生後等に家庭訪問をしますので、
妊娠や育児に関する心配事などお気軽にご相談ください。
秋穂地域では『あつまれ！すくすく秋穂っ子』（おや
こたいそう、仲良しサロン、運動会など）の開催、広報
誌『こあら』の発行、市の母子相談の補助等も行ってい
ます。
氏名
秋本 里子
礒川 泰子
岩田久美子
原田 順子
安井 千恵
西村 弘子
山﨑 睦子
藤本 節子
森田 葉子

担当地区
大河内北・南
天神町・浜中
北条・中条
井南・浜内
小浜・赤崎
日 地
金山嶺
西青江・先青江・中道
花香南・花香北・中津江

＊問い合わせ先

7月25日
（水）
10時30分〜 対 象…どなたでも

参加者募集

子どもの居場所づくり活動

「そうめん流し
をしよう」
■日 時…7月7日（土）11時〜
■場 所…秋穂地域交流センター
■対 象…幼児、小学生
■定 員…20人程度
■主 催…秋穂にこにこクラブ
■申込先…秋穂地域交流センター（福田）
TEL 083-984-2132

氏名
浦崎 由美
江村三和子
福村 靖代
清水 京子
内田みね子
原田 奈美
福永 恵理
田中多津子

担当地区
加茂・海岸通・屋戸
本町・東本町・上本町
祇園町
下 村
中 野
東天田
西天田・宮之旦
黒潟北・黒潟南

山口市秋穂保健センター
TEL 083-984-8031

★こんにちは 秋穂保健センターです
～平成30年4月から秋穂総合支所総合サービス課に
健康づくり担当として保健師が配属されました～
お気軽に保健センターにご相談ください。
・健康相談・・・血圧測定、健診結果の説明		
・各種ケンシンに関すること 			
行事や
・予防接種に関すること				
訪問活動で
・健康づくり、食生活に関すること			
地域に出ている
・母子健康手帳の発行				
ことも多いので、
・妊婦・乳幼児健診に関すること			
まずはお電話
・子育て相談など
ください
【問い合わせ先】
秋穂保健センター TEL 083-984-8031		
＊保健師不在時は小郡保健福祉センターにつながります

★7月の秋穂保健センター行事
月

日

7月3日

曜日

火

時

間

10時00分～
11時30分

内

容

すくすく秋穂っ子
『絵本であそぼ』

6

秋穂小

秋穂小・大海小 大運動会
5月19日（土）、秋穂小学校、5月27日（日）、大海小学
校でそれぞれ「大運動会」が開催されました。この日は天
候にも恵まれ、家族のかたや地域のかたから、あたたかい
声援を受けて子どもたちは元気いっぱいがんばりました。

大海小

にちは皆さん
こん

お

世話

に なりま す

■勤務先…大海総合センター
ましげ

り か

■名 前…眞重 理加
■年 齢…ひ・み・つ
■現在の住まい…山口市阿知須
■趣味・特技…神社・仏閣巡り
■秋穂地域のかたへひとこと…
4月から大海総合センターに
勤務しています。
心温かい地域のかたがたと自
然豊かな環境の中で、
日々頑張っ
ています。
施設のご利用など気軽にお立
ち寄りください。
どうぞよろしくお願いします。

7

投
稿 募集
コーナー

たのSEA秋穂づくり協議会では、地域
の皆さんのご協力によりこの情報紙を
充実させていきたいと思います。

料理・クイズ・イラスト・家族写真・イベント紹介・エコなコト
などお気軽にご応募いただき、楽しい紙面になるようご協力をお願いし
ます。写真はご自身で撮られたものに限ります。記事は一部修正する場合
があります。広報委員会で協議し、採用分には記念品として図書カード
（1,000円分）を差し上げます。
（記事に提供者名を記載します）

◎申込方法

写真、レシピなど、内容のわかる記事（簡単に）、イラストなどに住所・
氏名（本名と記載ネーム）・電話番号を明記して郵送またはご持参く
ださい。募集は随時しておりますが、イベント情報などは２カ月前に
はお知らせください。

◎申込先・詳細

〒754-1101 山口市秋穂東6823番地1 秋穂地域交流センター内
たのＳＥＡ秋穂づくり協議会
TEL 083-984-5333

お待ちしております。

地域情報紙

7月のカレンダー

（大セ）
1 ◦地区対抗ソフトボール大会
◦ＡＩＯキッズセーリング教室 10:00～
㊐ ◦チャリティ秋穂歌謡祭（大セ）
仏滅 ◦レノファ山口VS横浜FC
（みらスタ）
◦3年生思春期子育て体験事業
（秋中）
2
㊊

図休
も
図休

大安

3

１７

（保セ）10:00～11:30
◦すくすく秋穂っ子「絵本であそぼ」

㊋

き

赤口

4

あいお
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◦保護者懇談会
【～19日】
（秋中）

文月

㊋

仏滅

図休

（秋小）
（大小）
１８ ◦保護者懇談会【～19日】

び

㊌

大安

19 ◦わくわくおはなし会（秋図）11:00～

も

㊍

赤口

◦5年生宿泊学習【～5日】
（大小）

㊌

こ

先勝

（秋図）11:00～
5 ◦よちよちだっこのおはなし会
◦1年生ボランティア体験学習（秋中）
㊍ ◦3年生進路説明会（秋中）

㊎

も

【～22日】
21 ◦キャンプインあいお
◦レノファ山口VS水戸ホーリーホック
（みらスタ）
㊏ ◦木村大×榊原大「Rosso Nero」コンサート（大セ）15:00～

友引

プ

先負

◦AIOキッズセーリング教室閉講式 15:00～
22 ◦第43回オープンバレーボール大会
㊐ ◦第53回将棋大会
（コミ）9:30～

先負

「そうめん流し」
（地交）11:00～
7 ◦子ども居場所づくり
◦参観日・七夕会・救急法（大保）

23 ◦行政相談（社協）10:00～12:00

仏滅

仏滅

㊏ ◦夏まつり（秋保）

㊊

8 ◦AIOキッズセーリング教室 10:00～

24

大安

大安

㊐

９ ◦3年生思春期子育て体験事業（秋中）
㊊

も

ふ

㊌

赤口

（秋中）
26 ◦市秋季体育大会【〜29日】

先勝

先勝

㊋

㊍

11 ◦らんらんおはなし会（大セ）10:30～

27 ◦夏休み工作教室（コミ）13:30～

友引

友引

㊌

も
図休
プ

㊎

も

㊍

図休

◦にこにこおはなし会
（コミ）10:30～
25 ◦ふれあいグラウンド
・ゴルフ教室（地交）8:30～11:00

（地交）
10 ◦くしやま学級
◦ブックスタート（秋図）10:30～11:30

12

も

㊋

図休

赤口

プ

㊎ ◦おしゃべりサロン
（地交）13:30～

先勝

友引

6 ◦伝承グループとのそうめん流し（秋幼）

（秋小）
（大小）
（秋中）
（秋幼）
20 ◦終業式
◦おとまり会
（大保）

先負

28 ◦第13回おもしろ雑学講座（地交）14:00～15:30
㊏

先負

13

プ

㊎

赤口

◦セーリング連盟フリートレース 10:00～
29 ◦レノファ山口VSFC町田ゼルビア
（みらスタ）
㊐ ◦男性料理教室
（保セ）10:00～

仏滅

14 ◦第2回子ども会長会議（地交）

30

先勝

大安

㊏

㊊

15 ◦AIOキッズセーリング教室サマーキャンプ 17:00～

31

友引

赤口

㊐

16

も
図休

㊋

も

◦海の日
㊊ □

図休

先負

（総支）…秋穂総合支所（☎ 984-2121）（地交）…秋穂地域交流センター
（☎ 984-2132）（保セ）
…秋穂保健センター
（☎ 984-8031）
（大セ）…大海総合センター（☎ 984-2053）（秋図）…秋穂図書館
（☎ 984-0065） 図休 ＝図書館休館日
（みらスタ）…維新みらいふスタジアム （社協）…秋穂地区社会福祉協議会
（☎ 984-2662）（秋中）
…秋穂中
（☎ 984-2114）
（秋小）…秋穂小（☎ 984-2250）（大小）…大海小（☎ 984-2253）（歴民）
…歴史民俗資料館
（コミ）…秋穂コミュニティセンター（☎ 984-2130）（秋幼）
…秋穂幼稚園
（☎ 984-2586）（秋保）
…秋穂保育園
（☎ 984-2557）
（大保）…大海保育園（☎ 984-2241）
ごみ・資源の収集日
も ＝燃やせるごみ
こ ＝古紙・ペット
プ ＝プラ容器包装
び ＝びん・缶
ふ ＝不燃
（燃やせないごみ）
・灰 き ＝金属・小型家電

発行：平成30年7月1日

あいおの人口
（推計値） 2,516世帯 6,402人 H30.6.1現在
たのSEA秋穂づくり協議会広報委員会 山口市秋穂東6823番地1 ☎083-984-5333

たのSEA秋穂づくり協議会HP

http：//www.tanosea-aio.jp
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