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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。 

 今月は新刊図書に加えて、アウトドア関連の本を

取り揃えています。 

 これから子どもたちの夏休みも始まり、キャンプ

などのアウトドアライフを楽しむにはもってこいの

時期になります。 

 家族や仲間との思い出づくりの参考にしてみませ

んか？ 

 お問合せ先 市生活安全課 934-2986 

 ６月２６日、大内地区の住居表示実施についての２回目の審議会を開催しました。 

 今回の審議会では、第１回で継続審議となっていた、新しい名称（町名）について審議が行わ

れました。 

 地区代表の委員からは、町名と丁目割の案（一丁目、二丁目の境を表示した図）を各自治会で

周知したところ、特に異論はなかったとの報告がされました。また、他の委員からも異論がな

かったことから、新しい名称（町名）は、「大内矢田北一丁目～六丁目」「大内矢田南一丁目～八

丁目」とすることで審議会としての結論が出されました。 

 この審議会の結果は、後日、審議会の会長から市長への答申という形で報告されることとなっ

ています。 

 ※平成２５年度実施区域 
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発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

男子バレーボール大会結果 

 優 勝：小野・金成団地（合同） 

 準優勝：高芝 

 第三位：小京都・御堀  

 6月30日(日)、大内小学校で大内体

育協会主催の「男子バレーボール大

会」が開催されました。 

 激しいスパイクの打ち合い、粘りの

あるレシーブでどの試合も熱戦が続い

た中、小野・金成団地の合同チームが

今年度の栄冠を勝ち取りました！ 

 絵本の読み聞かせは、親子の絆を深めると同

時に、想像力・言語力を育むなど、子どもの成

長に大きく貢献するものと言われています。 

 おはなし会では、講師から読み聞かせのコツ

も教わることができます！ 

 8月もたくさんの絵本に囲まれて、ゆっく

り、のんびり過ごしませんか。 

■日 時 8月8日（木） 

     10：30～ 12：00 

■場 所 大内地域交流センター 和室 

■対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

■内 容 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう 

     ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

■申込み 不要 

■問合せ 大内地域交流センター 

     TEL 927-0473 
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大内地域交流センターでは、いつもたくさんの人が、いろいろな「楽しい」ことをやっています。

そんないろいろな「こうざ」を、夏休みのあいだにちょっとだけ体験してみませんか？  

いつもはなかなかできない、新しくて楽しいことにチャレンジしてみませんか！ 

 楽しくレクリエーションダンスをしましよ

う！ 

◆日 時 8/8(木 )  13 :30～ 15 :30  

◆対 象 小学校低学年 

◆定 員 20人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 お茶（飲み物） 

◆申 込 8/7までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 日本で一番古い体操を体験しましょう！ 

◆日 時 8/5(月) 10:00～11:30 

◆対 象 小学3～6年生 

◆定 員 5人（先着順） 

◆参加費 いりません ◆持参物 バスタオル 

◆申 込 8/1までに大内地域交流センターへ 

 いつもの「げき」とは少しちがう、ろう
どくげきをやってみましょう！ 
 はじめての人でもだいじょうぶですよ！ 
 
◆日 時 7/25(木 )  ,8/13  ,  8/27(火 )  
      13 :30～ 15 :00  
◆対 象 小学 1～6年生 10名 

◆持参物 筆記用具 

◆その他 続けて3回（ 1回でも参加可能） 

◆申 込 3日前までに 

 大内地域交流センターへ 

 夏らしい「うちわ」「コースター」をつく

りましょう！ 

◆日 時 8/10(土 )   10 :00～ 11 :00  

◆対 象 小学生 

◆定 員 20人くらい（先着順） 

◆参加費 100円 

◆持参物 はさみ、筆記用具 

◆申 込 8/2までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 人気の空手にちょうせんしましょう！ 

はじめてでも、できますよ 

◆日 時 8/18(日 )  13 :00～ 14 :00  

◆対 象 幼稚園年中～小学生 

◆定 員 20人（先着順） 

◆その他 運動ができる服装で。 

◆申 込 8/12までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 こえを出さないで話ができる「手話」を 

つかって、名前や住所を表現してみよう！ 
 

◆日 時 7 /27 (土 )  14 :00～ 15 :00 
◆対 象 小学生 

◆定 員 10人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆申 込 7 /25までに大内地域交流ｾﾝﾀｰ 
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 指でマフラーを編みましょう！ 

◆日 時 8/4(日) 9:30～11:30 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10人（先着順） 

◆参加費 100円  

◆申 込 8/2までに大内地域交流センターへ 

 クラシックバレエを体験してみませんか 

◆日 時 7/22 (月 )  17 :30～ 18 : 15  

◆対 象 幼稚園年少～小学生 

◆定 員 15人（先着順） 

◆申 込 7/18までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

◆その他 タオル、水筒、動きやすい服装 

    （飾りのないもの） 

 日本ならではの「おどり」を、おどってみま

せんか？ 
 

◆日 時 8 /19(月 )   14 :00～ 15 :00  

◆対 象 幼稚園～小学4年生 

◆参加費 いりません 

◆持参物 甚平または浴衣。足袋又はソックス 

◆申 込 8/15までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 盆栽の楽しみ方を子ども向けに説明します。 

◆日 時 8/10(土) 9:00～11:30 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10人（先着順） 

◆参加費 いりません  

◆申 込 8/8までに大内地域交流センターへ 
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 みんなで夏の盆踊りなどをおどります

よ！ 
 

◆日 時 8 /8(木 )   13 :00～ 15 :00  

◆対 象 小学生～中学生  

◆定 員 10人 

◆参加費 いりません 

◆持参物 ゆかた、帯（私服でも可） 

◆申 込 8/7までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 楽しく絵てがみをかいてみよう。 

◆日 時 8/2 (金）13:30～15:30 
◆対 象 小学3年～6年生 

◆定 員 8人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 絵の具セット、筆、小筆水入れ、 

     鉛筆、布、はがき大の画用紙数枚 

◆申 込 7/29までに大内地域交流センターへ 

 自分でつくれる朝ごはんをつくります。

とろ～りチーズのトマトスープなどのおい

しいごはんをみんなでつくりましょう！ 
 
◆日 時 8/3(土 )  9 :30～ 12 :30  

◆対 象 小学生  ◆定 員 20人 

◆参加費 材料代 100円 

◆申 込 7/26までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

◆持参物 ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、タオル、水筒 

     名札 

 誰でもできるやさしいフォークダンスを 

してみませんか？ 
 
◆日 時 7/31 (水 )  10 :00～ 11 :00  

◆対 象 小学生以上 

◆参加費 いりません 

◆持参物 運動のできる服装、靴、お茶 

◆申 込 前日までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

子ども生け花教室 ：7 /27、8 /25 (日 )  

子どもいご講座 ：7 /20､8 /3 ,17 (土 )  

子ども鷺流狂言  ：7 /20､8 /3 ,17(土 )  

手芸教室 ：7 /24、8 /28 (水 )  

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ教室 ：7/17、8 /7 ,21 (水 )  
 

 ※手芸・生け花は申込が必要です。 

 １週間前までに申込をしてください。 
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 夏休みに書道の課題をしよう。エコバッグ

に漢字をイラスト風にかくこともできます。 

◆日 時 7 /24(水 )   13:30～ 16 :00 
◆対 象 小学生～中学生 

◆定 員 15人（先着順） 

◆参加費 無料 ただしエコバッグは300円 

◆持参物 習字道具 

◆申 込 7/ 18までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 みんなで卓球を楽しみましょう！ 

おもしろいですよ！ 

 

◆日 時 8 /7(水 )  13 :00～ 14 :30  

◆対 象 小学3年生以上 

◆定 員 14人（先着順） 

◆その他 運動ができる服装、 

     体育館シューズ、飲み物、 

     タオル、ラケット（貸出可） 

◆申 込 8/2までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 楽しく絵てがみをかいてみよう。 

◆日 時 8/12（月) 13:30～15:30 
◆対 象 小学4年～6年生 

◆定 員 6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 絵の具セット、筆、小筆水入れ、 

     鉛筆、布、はがき大の画用紙数枚 

◆申 込 8/6までに大内地域交流センターへ 

 夏休みに書道を練習しよう。 

◆日 時 7 /23 ,  8 /27(火 )  9 :30～ 1  0 :30 
◆対 象 小学生 

◆定 員 6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 習字道具 

◆申 込 それぞれ３日前までに大内地域 

     交流ｾﾝﾀｰへ 

13 :00～ 15 :00  

13 :00～ 14 :30 
15 :00～ 16 :00 
15 :30～ 17 :00 

15 :30～ 16 :30 

  

 親子で夏バテを吹き飛ばすエクササイ

ズをしよう！ 

◆日 時 7/29(月 )  18 :00～ 18 :50 
◆対 象 小学生とその保護者 

◆定 員 10組（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 水筒、バスタオル、タオル 

◆申 込 7/25までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ  


