
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴いこいの里交流センターだより 

２０２０年 

中村 碧希さん 徳本 愛優さん 吉積 洸汰くん 

３月１８日(水)八代幼稚園「卒園式」 ３月１９日(木)八代小学校「第１４３回卒業証書授与式」が行われました。 

慣れ親しんだ学び舎から元気に巣立って行きました。今後ますますのご活躍を心よりお祈りいたします。 

みなさん、ご卒業おめでとうございます。 

 

髙原 水晶くん 

佐藤 湊くん 森次 玄氣くん 

４月号 

発行元：鶴いこいの里交流センター 

連絡先：0833-92-0003 

協 力：鶴里コミュニティ協議会 

    八代地区自治会連合会 

    八代地区社会福祉協議会 

No.50 

数字で見る八代地区 
（令和２年２月２９日現在） 

世帯数 ３１６世帯 

人 口 ６２２人 
（男） ２８２ 人 

（女） ３４０ 人 
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平素は、鶴里コミュニティの活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、八代地域も少子高齢化社会の中、人口減少と空き家が課題となっております。これから、八代の皆

さんが元気で安心して暮らしていただけるよう、里の案内人が移住者を受け入れるための活動を行っておりま

す。現在、空き家の実態把握と空き家所有者の方へ活用の呼びかけをして、一人でも多くの移住が増えるよ

うにご相談させていただいております。 

また、平成２８年１２月にスタートしました農産物直売所「つるのさと」はいつも新鮮な野菜等がならび、そし

てお客様に喜ばれる品揃えを心かけており皆さんに気楽に立ち寄ることのできる親しみやすく、楽しい憩いの

場となっております。 

これからも、人と鶴の共存を大切にしながら様々な行事をおこない、この八代に住んでいる人の幸せを求

めたいと思います。 

 今回、鶴いこいの里交流センターだよりは発行５０号を迎えました。今後も皆様に身近で笑顔になれる情報

を発信したいと思いますので、当コミュニテイ協議会にご支援とご協力をよろしくお願いします。 

         鶴里コミュニティ協議会 

         会長   佐伯  育夫 

コミュニティバス 

     『友愛号』を利用してみませんか！ 

高水駅・ゆめプラザ熊毛 行 鶴いこいの里 行 

鶴いこいの里 7：00 8：40 11：40 
ゆめプラザ 

熊毛 
10：30 15：50 17：45 

↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

ゆめプラザ 

熊毛 
7：20 9：00 12：00 鶴いこいの里 10：50 16：10 18：05 

 

米川公民館 行 （米川⇒サンリブ前） 八代地区内 行 （サンリブ前⇒米川） 

八代地区内 6：20 8：20 13：00 米川公民館 11：00 12：40 16：30 

↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

米川公民館 6：50 8：50 13：30 八代地区内 11：30 13：10 17：00 

★ 乗車の方法など不明な点は、鶴いこいの里交流センター（八代支所）まで お問い合わせ下さい。 

 

八代地区へお住まいの高校生の皆様へ 

コミュニティバス通学への助成制度 
種  類 助成方法 

回数券（300 円券 11 枚綴）3,000 円 
1 ヶ月に 1 冊(11 枚綴)を助成 

（複数月まとめ助成可） 

★ 助成制度をご希望の方は、回数券を購入する際に「学生証または在学証明書」の写しを 

鶴いこいの里交流センター（八代支所）までご持参してください。 

 

鶴里コミュニティ協議会 
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●公民館文庫 
新刊を入荷いたしました。 

貸出希望の方は、お気軽に鶴いこいの里交流センターまでお越しください。 

著 者 名 書 名 

東野 圭吾 希望の糸 

高橋 ユキ つけびの村 

瀬尾 まいこ そして、バドンは渡された 

佐々木 聰 ふたりの桃源郷 

誉田 哲也 背中の蜘蛛 

湊 かなえ 落日 

辻村 深月 ツナグ 想い人の心得 

ブレイディ みかこ 
ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょつとブルー 

山崎 総一郎 こども六法 

 

矢部 太郎 

大家さんと僕 

大家さんと僕 これから 

大家さんと僕と僕 

●令和２年度鶴いこいの里交流センター定期利用団体の紹介 

内  容 団 体 名 開 催 日 時  間 場  所 

大正琴 カトレヤ会 第２・４火曜日 13:00～17:00 研修室・視聴覚 

剣道 スポーツクラブ 友 不定期  屋内運動場 

健康体操 いきいき健康教室 第 1金曜日 10:00～12:00 視聴覚室 

健康体操 いきいき健康体操 

（ゆる体操） 

第 1月曜日 10:00～12:00 講座室 

健康体操 いきいき百歳体操 毎週水曜日 10:00～11:00 視聴覚室 

グランドゴルフ グランドゴルフ愛好会 毎週火曜日 8:30～10:00 運動場 

屋内運動場・視聴覚室 

お花の稽古 いけばな教室 第４月曜日 15;00～17:00 研修室 

俳句 くまげ句会 第３木曜日 13:00～16:00 研修室 

定期利用団体の講座に参加してみたい方は、鶴いこいの里交流センターまでお問い合わせください。 
≪お問い合わせ先≫ 鶴いこいの里交流センター ℡９２－０００３ 

●お花見グランドゴルフ大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止します。 

周南市内の公民館だよりをインターネットでもご覧になれます！ 

「しゅうなん地域づくり応援サイト」で検索！ 

http://shunan-chiikijoho.jp/council/ 

 

 

お知らせ 

http://shunan-chiikijoho.jp/council/
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☆令和元年度を振り返って 

令和元年度はいろいろな面で活気ある年でありました。まずその１は交流セ

ンターの研修室に事務所を開設させていただいたこと。その２は便利屋さん

の利用券を発行したこと。その３は福祉員さんの交代の年度にあたり始めて

福祉員になられた方が１０名居られましたが４月当初研修会を開催し活動

内容を理解され見守り活動や情報交換会に積極的に取り組んでいただい

たこと。いきいきサロンでは参加人数が増え活性化したこと。そして、宇部市

琴芝校区の社会福祉協議会様と交流会が持てたことです。残念だったことは、コロナウイルスの感染流行で

３月の行事をすべて中止したことです。しかし、これも全国的な危機感に共有し、お互いが関心を持てたこと

はよかったのではないでしょうか。令和２年度も皆様のご支援ご指導のもと社会福祉協議会の活動に努力す

る所存です。よろしくお願いします。 

☆親睦グランドゴルフ・いちご狩りツアーを開催   

去る２月２８日（金）いきいきサロン遊技教室で親睦グランドゴルフ大会

といちご狩りツアーを開催しました。会場はバーデンハウスのグランドゴ

ルフ場、参加者は２２名。朝１０時にグランドに到着。４人１組の５チー

ム、日ごろ練習した技を競いました。グランドゴルフの後は、田布施町

の麻郷いちごファームに行き、いちご狩りを楽しみました。 

 

 

 

☆宇部市琴芝校区社会福祉協議会との交流会 

去る２月１３日宇部市琴芝校区の社会福祉協議会様と交流会を行いま

した。当協議会様２１名、八代社協より９名のメンバーでした。八代社協

からは便利屋さんの活動や一人暮らしの方の見守り活動・いきいきサロン

の様子などを話しました。琴芝社協からは、サポート会や広報活動・福祉

員だよりなどについて話されました。時間的な制約があって十分な協議が

できませんでしたが有意義な会になりました。 

☆いきいきサロン会員募集      八代支所に申込用紙があります。 

 

 

 

 

 

 

※保険料が６００円かかります。但し、ゆる体操については、入会金が別途 600円必要です。 

 上記サロンの連絡先は、徳本仁(080-5617-9463)・浅野忠臣(91-3401)・久行保子(91-3522)  

 

 

 

八代地区社協だより 

●香典返し指定寄付 

ご芳名 ご住所 

佐伯 好治 下須野河内 

 

善意銀行 

内 容 日 時 会 場 

ゆる体操 毎月第１月曜日１０時～１２時 交流センター講座室 

健康教室  毎月第１金曜日１０時～１２時  交流センター視聴覚室 

遊技教室 毎週火曜日９時～１１時 グランド又は交流センター視聴覚室 

※主としてグランドゴルフですが、雨天の場合は視聴覚室でペタンク・輪投げなどをやります。 

百歳体操 毎週水曜日 10時～１１時 30分 視聴覚室 

 

ありがとうございました 
（敬称は省略させていただいております） 

令和元年度に加入しておられた方も新たに申し込んで下さい。 

グランドゴルフ成績  

【優勝】藤井敏子 【準優勝】高橋フミコ 【３位】森脇美代子 

          


