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  上宇部地区の人口動態（12月１日現在） 

世帯数  7,097 世帯  前月比 － 10 世帯 

人 口 13,504 人  前月比 －  14  人 

男 性  6,603 人  前月比 －   9  人  

女 性  6,901 人   前月比 －  5  人 
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上宇部地域 １月の主要行事予定 

 燃やせないゴミの日・・・  1月収集なし 

 古紙の日・・・・・・・・  1/18（火） 

月 日 曜 行 事 名 

1 4 火 ごみ臨時収集日（5日の収集なし） 

 6 木  民児協定例会 13:30 

 8 土 宇部市消防出初式 9:00 

 9 日 どんど焼き・新春ハッスル大会 

9：00 （右記参照） 

 11   火  小・中学校始業式 

 社協役員会 10:00 

 自治連自治会長会議 18:00 

 13 木 ふれあい定例会（別館）19:00 

 17  月  地域協役員会 18:30 

 18  火  婦人部定例会 10:00 

 ヒューマントーク太陽 18:30 

 19 水 上子連定例会・役員会 19:00 

 21 金 地域協理事会 18:30 

 22 土 まなびーや『ウクレレ教室』(上中) 

 23 日 地域見守り活動研修会 10：00 

 24 月 上子連運営委員会（別館） 19:00 

 31 月 地域協予算委員会 10:00 

この予定表は１２月１５日時点のものです。その後の状況によ

り変更する場合が有ります。ご注意下さい。 

 

  

 
上宇部小学校学校運営協議会でミニ熱議 

ご案内 

                         

 新年明けましておめでとうございます。 

 新型コロナウィルスにより、地域の活動も中止や縮小を余儀なくさ

れましたが、ここにきてようやく下火の兆しがみえつつあり、皆様に

は健やかに新春をお迎えのことと、お喜び申し上げます。 

 さて、新しい地域づくりを目指して平成31年に発足した「上宇部地

域づくり協議会」は、4年目を迎えます。そうした中で、昨年度から

平成29年3月に制定した地域づくりの指針となる「地域計画」の見直し作業を行って

います。私たちが上宇部地区で生活していく上で、健康・福祉、子育て・教育、防

災・環境等々いろいろな課題が山積しています。これらの課題を抽出し、解決してい

くために地域で取り組む計画を策定し、住民や諸団体が連携し、ベクトルを合わせて

活動していかねばなりません。そうすることにより、もっと住みよい上宇部になるも

のと思います。皆様の一層のご支援、ご協力をお願い致します。 

 令和４年の干支「壬寅（みずのえとら）は、厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新し

い成長の礎となるイメージだそうですが、今年の干支に準えて、皆様と共に、上宇部

地区が発展する年にしたいものです。 

「地域はひとつの大家族」に寄せて 

１１月２６日（木）に、第３回学校運営協議会を開催しま

した。今回の会議には、第１回に引き続き６年生の児童が参

加しました。 
まず、前回発表した運営委員会の子どもたちが「あいさ

つ」の取組についての進捗状況を発表しました。いろいろな取組の成果により、学校

評価アンケートの結果はすべて向上しており、少しずつではありますが、子どもたち

のあいさつの輪は広がりつつあることがわかりました。 
次に、各委員会の委員長が、学習・地域連携・健康安全・校内環境の４つの部会に

別れて、委員の皆さんとそれぞれの課題についての熟議を行いました。子どもたちか

らの意見に、委員からは「子どもたちはしっかり考えている」「ぜひ地域行事の企

画・運営にも子どもたちに参加してほしい」などの感想をいただきました。今後は、

交わした意見を少しでも実践に活かし、課題解決に取り組んでいければと思います。 

 

この度、ふれあいセンターのコピー機を更新しました。使用

に関しては以下の通りです。 

 

使用の条件 

☆利用できるのは 原則 平日の ８：３０～１７：１５まで です   

   （土日祝は使用不可） 

☆コピー機の利用は原則セルフサービスです 

☆大量にプリントされる場合はあらかじめ予約が必要です 

 

利用料金 

☆Ａ4白黒は1枚5円、Ａ4カ

ラーは1枚10円、多数枚プリ

ントの場合、枚数に応じて料

金は減額します。 

 

詳細は、ふれあいセンター

へ問い合わせ下さい。 

お知らせ 最新型コピー機を導入 

上宇部地域づくり協議会                              

   会長 淺田 宏之 

ご案内 上宇部校区人権教育推進大会 

●２月１９日（土）13:30～15:20（どなたでも参加できます） 

●上宇部会館３階大会議室 ●上宇部校区人権教育推進委員協議会 

●演題：人生前向き！ ～みんな違って当たり前～ 

●講師：西村 和幸 氏 

 

どんど焼き  ≪少雨決行≫ 

サブグラウンド 

受付  9:00～10:30 

点火 10:00 

消火 11:00 

ハッスル大会  9:30～ 

グラウンド（雨天時、体育館のみ） 

 9:45 どんど焼きの話 

      ２０２２年１月９日（日） 

         会場：上宇部小学校 

※小雨決行（雨天の場合はどんど焼きのみ中止、ハッスル大会は体育館で開催） 

☆今年度は昨年同様、コロナ対策のため豚汁・ぜんざい等のふるまいはありません 

スタンプラリー開催！ 

 受付：体育館前 先着100名 

ジャンボカルタ大会 

 10:30～ 低学年の部 

 11:00～ 高学年の部 

たこあげ大会 

 どんど焼き消火後 
ご来場の方へ福袋プレゼント 
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健康福祉部会だより 

庭のクルミの枝の葉が落ちた跡「離層」が羊の顔

にそっくり、目も鼻もついています。新芽が帽子の

よう、思わず微笑んでしまいました。 

   

クルミの木に「羊」 

14区 吉冨氏投稿 

 25組の親子が参加して、可愛いミニ門松が出来ました。 

 ミニ門松を作ろう！ 

  １２月１０日（日） 

  上宇部地域活動 

  母親クラブ       

     

 上宇部自主防災会は、地区民の防災意

識を高めるために、大きな地震が発生し

災害が発生したとの想定で、上宇部会館において防災訓練を行った。 

訓練内容は。① 緊急連絡網訓練として、宇部市から避難勧告を受

けたとして、自主防災会の緊急連絡網訓練を行い、② 避難所開設訓

練として、上宇部会館の安全確認後、3Ｆ大会議室に災害対策本部を設

置し、避難所を開設した。（参加者：スタッフ、地区住民 合計34

名、別途宇部市避難拠点要員 6名）続いて、③住民の避難者カード記

入後、防災体験学習として3Ｆ和室でＡＥＤ体験および2Ｆ学習室で煙

中避難訓練行い、避難所待機中にＤＶＤ視聴を行った。防災体験学習

を終了後、災害対策本部の解散宣言を行い防災食およびお茶を配布

し、訓練を終了した。 

防災訓練 

    １１月２８日（日） 

  上宇部自主防災会 

開連合会は、毎年12月に開催する八王子社例祭を名称変更し「開

秋まつり」として、新型コロナウイルス感染防止のため、恒例の餅

まきなど諸行事を中止し、役員と地域の方の参拝者で神事のみを

行った。また、同時開催として、幼児・児童約100名が登下校時の地

域のおじさん・あばさんの見守り活動に感謝して絵手紙を作成した

ので、開公会堂の壁に張り出し、展示を行った。 

 開秋祭りと子ども会展示  

     １２月５日（日） 

       開連合会 

 琴崎八幡宮に特大絵馬 

     １２月４日（土） 

      上宇部中学校 

 上宇部中学校の美術部有志が描いた絵馬が琴崎八幡宮にお目見えした。除

幕式は、部員はじめ学校、神社および地域の関係者約40名が集まり正面大鳥

居横で行った。今年が6回目の年末恒例の絵馬（縦3㍍、横3.6㍍）は、来年の

干支である寅を中央に配したデザインで、3年生9名が夏休みを中心に完成さ

せた。これは同校の地域連携の一つとなっている。 

 また、地域の人から来年の年賀状の写真に使いたいとの申し出があるほど

の素晴らしい出来栄えでした。 

 社会教育推進委員会は、令和３年度の「まなび－や」第１回行事を上宇部

会館３階大会議室で行った。講師は吉冨勉さん（同会委員）で、講演「～敵

を知ろう、ウィルスは非生物～」を行ない、参加者は新型コロナウイルス感

染症の謎を理解できた。 

 なお、 第２回 まなびーやウクレレ教室は、令和4年2月11日（土）9:00～

で、会場を上宇部中学校音楽室として、行うのでどなたでも参加してくださ

い。（申込先：上宇部ふれあいセンターで、定員：先着20名まで－予約制、

ウクレレ貸出し有り） 

 

  第１回「まなびーや」開講！ 

         １２月１１日（土） 

        社会教育推進委員会 

 子ども会育成連絡協議会は、体験学習で美祢市に行った。小学生17

名、ジュニア9名、保護者17名が参加し、バームクーヘン作り・景清洞

探検・メダル鋳造体験と盛り沢山の行事を行った。 

 バームクーヘン作りでは、生地作りと、炭火の上で生地を塗った竹を

くるくる回して焼き、完成したバームクーヘンはとても美味しく見栄え

もよかった。景清洞探検では、ヘルメットを被り長靴を履いて、洞窟の

奥まで探検し、洞窟の中でみんなでライトを消して暗闇を体験した。メ

ダル鋳造体験では、自分たちで考えた絵や文字を型に書いて、そこに溶

けた錫（すず）を流し込む体験をし、とても貴重な楽しい1日でした。 

 １日体験学習 

   １２月１２日（日） 

  子ども会育成連絡協議会 

「旅々やまぐち県民割」 

で行く研修バス旅行 

  １１月１７日（金） 

   上宇部地区 

   まちづくりサークル 

上宇部地区まちづくりサークルは、「旅々やまぐち県民割」で行く研修

バス旅行を開催した。 

はじめに長門市三隅の「香月泰男美術館」で芸術を鑑賞したあと、仙崎

の「道の駅センザキッチン」で山陰の海の味覚を満喫し、帰途に立ち寄っ

た「Mine秋吉台ジオパーク」では晩秋の大自然に感動した。 

参加者からは「もう今日は帰らんで泊まろうや」とか「またどこか行き

たわあ」という声が数多く寄せられた。今後も魅力ある企画を提供します

ので、奮って参加ください。 

 上宇部シニアクラブ（加藤隆夫会

長）と上宇部中学校第１期卒業生有志

が12月10日（金）に上宇部会館に門松

を設置した。松、竹、梅などの材料

は、主に上宇部地区で調達したものを

持ち寄り、約１時間かけて手際よく製

作した。昨年から猛威を振るった新型

コロナ感染症を吹き飛ばし、来年が平

穏な年となるよう願いつつ、高さ約３

ｍと例年にない巨大な門松が出現し

た。 

門松づくり 

 シニア 

 クラブ会 

 母子保健推進員会のびのび育児の

会は12月14日(火)に感染対策をしな

がら、上宇部会館３階大会議室に

て、今年も親子で『クリスマス会』

を開きました。 

 はじまるよ～”のピアノ伴奏で始

まり、ケンちゃんとおしゃべりし

て、卓上カレンダーを作っていた

ら、サンタさん登場！！プレゼント

をもらって、みんな にっこにっ

こ。短い時間でしたが、楽しいひと

ときでした。 
 
 

 のびのび 

 育児の会 

   


