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発行元：長府地区まちづくり協議会 広報部会

「城下町長府時代祭り」は、山口県のガイドラインに従い、感染対策マニュアルを徹底し開催いたします。地域
の皆さんに元気と笑顔を届けられる時代祭りを行います。(感染状況によりやむなく中止になる場合があります)

４月２６日、１８時３０分より、長

㈱ナカオ 加藤善久副社長

府観光会館で「令和３年度長府地区ま
ちづくり協議会通常総会」が、新型コ
ロナウイルス感染対策を遵守し開催
されました。来賓の前田晋太郎市長は、
市内の感染状況や対策、ワクチンの効
果を話され、市民の安心安全を力説さ
れました。議長選出後、令和２年度事
業報告、決算報告及び監査報告、役員
改選、令和 ３ 年度事業計画
案、収支予算案が説明され、
議案は全て承認されました。
また、㈱ナカオ様より当協
議会にはしごと寄付金の寄
贈があり、贈呈式が行われ
ました。寄贈品は活動やイ
ベントで有効に使わせてい
ただきます。ありがとうご
ざいました。
協議会顧問・
塩満県会議員

４月２５日、四王
司山清掃登山が行
われました。子供７
名・大人４２名の健
脚者達は、ゴミを拾
いながら、桜の木に

まちづくり協議会関係者と有志１００名が、長府中
学校３年生と豊浦小学校６年生に
と、メッセージボードを作成し学校に届
けました。思いがけない地域の方からのメッセージに
生徒や児童は熱心に見入っていました。

肥料を蒔きながら、頂上を
目指しました。下山後は豚
汁とおにぎりでお腹を満た
し、自然も満喫できました。
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下関市の 15 地区の
まちづくり協議会が、
スマートフォンを使っ
たスタンプラリーを開
催中です。ラリーポイ
ントのマーカーに、ス
マートフォンのカメラ
をかざしてスタンプを
集めます。1 地区に 5
か所のラリーポイント
があり、スタンプを 5
個集めるとその地区の
オリジナル賞品が当た
ります。また、5 地区以上達成された方には、達成証及び AR おみくじ缶バッジがプレゼントされます。
親子で、家族でスタンプラリーに参戦しよう‼ まずは、

のダウンロードから‼

新型コロナウイルス感染拡大防止のためや、台風などの自然災害で学校が休校になる場合があります。
保護者や学校関係者には安心メールで休校連絡が届きます。子供達の交通安全見守り活動や、支援活動をされ
ている地域の皆さん、また、日頃から子供達を見守ってくださっている地域の皆さん、安心メールを登録しま
せんか？（安心メールの内容は、休校連絡や、運動会の順延連絡などです。
）

安心メール登録手順

登録用 QR コード

ＩＤとパスワードは
忘れないように

①空メールを送ります。(パソコン・スマートフォン・携帯電話からＯＫ)
●ＱＲコード対応機種なら左の QR コードを読み取ってそのまま送れます。
●直接入力なら
self@kam.edu.city.shimonoseki.yamaguchi.jp
②登録用メールが届きます。
③メール内の URL をクリックすると登録画面が表示されます。
④「新規登録者の人はこちら」をクリックします。
⑤認証コード ７１３０２ を入力、認証ボタンをクリックします。
⑥登録情報を入力します。
I
D
１４５ は豊浦小学校のコードです。続けて英数字等を入力します。
パスワード
英数字等を入力します。
名
前
名前を入力します。
カ
ナ
読み仮名をカタカナ(全角)で入力します。
番
号
３桁の数字を入力します。省略できます。
組
織
「関係者」で登録します。
最後に作成をクリックすると登録完了です。
登録情報確認・変更用
※登録情報の確認変更手順
QR コード
①登録サイトにアクセスします。右の QR コードから、直接入力なら
http://kam.edu.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/mail/parent/index.php
②「登録済みの人はこらから」をクリックし、登録 ID とパスワードでログインします。
③メニュー画面の該当処理を選択してください。

