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・ 1回につき、一人3冊まで借りることができます。 

・本を借りる時は、事務室の貸出ノートに記入して下さい。 

・返す時は事務室に持ってきて下さい。 

・初めて借りる人は、登録カードを作ります。 

※本は、みんなで利用するものです。大事にあつかってくだ 

 さい。もし破れたりしたら、返す時に声をかけて下さい。 

  

 

 ＪＡ山口中央大内支所前： 

   10(水 )・24(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   3(水 )・17日(水 ) 15:30～16:10 

3日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 13日 土 アユの放流体験 9:30～ 仁保川河原 

3日 水 子どもゲートボール教室 15:30～ 大内小学校 13日 土 大内地区子ども会総会 19:00～ 大内地域交流センター 

6日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 17日 水 子どもゲートボール教室 15:30～ 大内小学校 

8日 月 大内体育協会総会 19:00～ 大内地域交流センター 20日 土 大内まつり準備 13:00～ 大内地域交流センター 

10日 水 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 21日 日 大内まつり 9:00～ 大内地域交流センター 

何者 朝井リョウ 

七つの会議 池井戸 潤 

トヨタの片づけ ＯＪＴ 

秘密のノート 重盛 佳世 

ブルガリアヨーグルトレシピ アスコム 

こびと大研究 なばたとしたか 

よーい ドン！ ビーゲン セン 

ONE PIECE 69 尾田 栄一郎 

◇お問合せ 

 083-923-9703（入江） 

 多聞寺シダレ桜は「残したい山口市の巨樹・名樹50選」に記載されており、幹回りは2m樹高は22m。平成12年頃か

ら旧大内さとづくりまちづくり協議会が整備をされていましたが、その後途絶えておりました。平成23年に問田

ルートからの道を探し、シダレ桜を楽しんでいましたが、昨年平川ルートからも有志が登られたことを知り、「来年

は山頂で合流しましょう」という思いが双方にありました。大内からは小野ルートで登り、山頂で一緒にシダレ桜

を楽しみます。 当日集合場所でお待ちしております。 

★タイムスケジュール １０時 スタート 小野ルート（所要時間６０分） 

    １１時過ぎ    平川グループと合流 

             お花見と交流 

                    大内グループは多聞寺跡で食事 

           １２時  下山 ⇒ １３時  解散  

◇主  催  氷上浪漫里山の会 

       代表 田中一義 

◇開催日時  平成２５年４月１４日（日曜日） １０時集合 

◇集合場所  大内小野  吉田クリーニング社員駐車場                  

◇持参物等  お弁当 お茶 山登りの服装 

◇申込み   不要（集合場所で待合せ） 

ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 
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山口市大内矢田９５１－５  
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２０１３年４月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 
人口 ２２，８５４人　 男性 １１，００２人

世帯 ９，１６０世帯 女性 １１，８５２人

○通行止め：4/21（日）9:00～ 16:00 

大内地域交流センター 

山口市大内矢田９５１－５ 

大内 

地域交流 

センター 

 当日は、市道小野高芝線終点交差点の大内

地域交流センター前から大内保育園入口北側

までの約100ｍが通行止めとなります。 

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理

解・ご協力賜りますようよろしくお願いいた

します。 

 会場では、各団体の演技・歌などの発表や、はしご車・起震

車体験、各種販売などがあり、さらに今回は、かわいい子牛や

うさぎ達とふれあえる「ちびっこどうぶつ村」も開設！ 屋内

でもいけ花・手芸・絵てがみなどの体験教室も行われます。 

  ※くわしくは同時に配布されているプログラムをご覧くださ

い。 

 恒例の「大内っ子まもる日」を下記のとお

り開催します。新学年のはじめに、子ども達

と一緒に下校し、登下校の安全への意識を高

めましょう。 

           記  

 ●大内小学校  4/11（木） 14：50～ 

 ●大内南小学校 4/17（水） 15：00～ 

 4月は下記の教室をお休みします。 

         記  

 ●子どもいご教室 

   ・・・ 4/20（土） 

 ●子ども手芸教室  

   ・・・ 4/24（水） 

 ●子ども生け花教室 

       ・・・ 4/27（土） 
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※前日や当日の天

候及び川の水量に

よっては、中止す

ることがあります。 

 「環境を守る」ための様々な活動が、日

本各地で行われています。 

 山を守る、川を守る、生き物を守る、空

気を守る、等々、いろいろな活動があると

思います。 

 今回も「仁保川の環境保全」の一環とし

て、そして、子ども達の「生物愛護の精

神」を育むための活動として、大内地区の

北側を流れる「仁保川」に、アユの子ども

を放流します。 

 昨年に引き続いての開催で、「川」と

「魚」を体験する貴重な機会です。 

 多くの子どもたちの参加をお待ちしてい

ます。 

◆日 時 4月13日（土）9:30～ 10:30 

◆場 所 育成学校前の「仁保川」河原 

◆対象者 幼児(保護者同伴でお願いします) 

 小学校 1～3年生程度 

◆定 員 30人程度 

◆持ってくる物 小さなバケツ、タオル 

◆申 込 4月12日の午前中までに、 

 大内地域交流センター 

     (927-0473) 

     へ申し込んで下さい。 

◆その他 汚れても良い服と靴で来て 

     ください。 

 （長靴があると便利です） 

 3月2日（土）、大内地域交流センターにおいて、

大内まちづくり協議会健康福祉部主催のワーク

ショップが開催されました。 

 テーマごとに分かれ、「大内の気になるところ」

「子供たちを応援するには」などの題目について話

し合い、活発な意見が出されました。 

 参加者の皆さんから出たご意見は、大内まちづく

り協議会において、今後の事業計画への参考とされ

ます。 

２０１３年４月１日号 

 3か月間、体を動かすことを意識し

て生活し、生活歩数やウォーキング時

間の増加にチャレンジするものです。

歩いた時間または歩数を記録し、記録

表を 1ヶ月ごとに提出します。 

 「目標をたてる」「記録表をつけて

提出する」こと

は、ウォーキン

グの継続に効果

大！ 

 「忙しくて運

動する時間がと

れない」という

方は、日常生活

でこまめに体を

動かし、少しず

つ歩数を増やす

ことを目標にし

てみましょ

う！。 

◆受付期間 3/15～4/22 
◆実施期間 5/1～7 /31（3か月間） 

◆対象者  山口市民、又は山口市に通勤・通学して 

      いる方 

◆参加費 無料（ただし記録表を郵便で提出される

 場合の郵送料は自己負担となります。 

 また、歩数計は各自でご用意ください。）  
◆受付方法 申込書に必要事項を記入し、ご持参くだ

 さい。電話でも申込可能です。 

◆受付場所 各保健センター（健康増進課各健康 

      づくり担当）、各地域交流センター及び 

      分館 

 ※ちらし・申込書は各地域交流センターにあります。 

  市のホームページからもダウンロードできます。 

 ※内容等詳しくは下記まで問合せください。 

 

◆問合せ先 市保健センター（921-2666） 

 4月1日付人事異動により、大内地域交流センターから2名の

職員が転出となりました。これまで地域の皆様には大変お世話

になりました。 

 大内まちづくり協議会発足時からこちらに赴任にし、地域

の皆様には公私ともども大変お世話になりました。これから

も大内地域住民の一人としてよろしくお願い致します。充実

した3年間をありがとうございました。 

       大内地域交流センター 主幹 徳光 直之  

 3年間、大内地区の皆様には大変お世話になりました。窓口業

務が主で、直接、大内地区の方とゆっくりお話をする機会があ

まり無かったのですが、賑わいのある地域で、この3年間があっ

という間に過ぎてしまったように感じます。 

 これからますます地域が活性化する、パワーある大内を、陰

ながら応援しております。 

        大内地域交流センター 主査 栗林 敏  
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