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 ＪＡ山口中央大内支所前： 

   11・25日(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   4・18日(水 )   15:30～16:10 

昨夜のカレー、明日のパン 木皿 泉 

ハピネス 桐野 夏生 

「怖くて動けない」がなくなる本 石原 加受子 

小学校に入る前に親がやってはいけ

ない115のこと 
立石 美津子 

宇宙のサバイバル ホンジェチョル 

毎日がパンまつり 主婦の友社 

きょうのえほん いもとようこ 

シバ犬のチャイ 長谷川 義史 

1日 日 市民体育大会 8:30～ 
維新百年記念公

園他 
18日 水 

デジカメ講座② 
10:00～

13:30～ 
大内地域交流セ

ンター 

3日 火 健康相談 13:30～ 
大内地域交流セ

ンター 
子どもゲートボール教室 15:30～ 大内小学校 

4日 水 
民児協定例会 9:30～ 

大内地域交流セ

ンター 
19日 木 

ブックスタート体験会 10:00～ 
大内地域交流セ

ンター 
子どもゲートボール教室 15:30～ 大内小学校 20日 金 

7日 土 
子どもいご講座 13:00～ 

大内地域交流セ

ンター 
21日 土 

子どもいご講座 13:00～ 
大内地域交流セ

ンター 

子ども鷺流狂言教室 15:00～ 
大内地域交流セ

ンター 
子ども鷺流狂言教室 15:00～ 

大内地域交流セ

ンター 

10日 火 母子相談 10:00～ 
大内地域交流セ

ンター 
25日 水 子ども手芸教室 15:00～ 

大内地域交流セ

ンター 

11日 水 デジカメ講座① 
10:00～

13:30～ 
大内地域交流セ

ンター 
27日 金 第１回 料理教室 9:30～ 

大内地域交流セ

ンター 

15日 日 
スローピッチソフトボール

大会 
8:30～ 

リフレッシュ

パーク 
28日 土 子ども生花教室 13:00～ 

大内地域交流セ

ンター 

 今年度の住居表示実施区域に関する審議会が終了したことに伴い、８月５日、審議会会長から市長へ 

答申がありました。 

 答申の内容は、審議会で審議された、実施区域・住居表示の方法・新しい名称（町名）についての３ 

項目で、下記のとおりです。 

 今後は、９月市議会で実施区域及び住居表示の方法について議会上程し、可決されれば、１０月に新 

しい町名及び区域の公示を行います。 

 

◇答申内容 

  実施区域：中矢田、新矢田、茅野神田、上矢田、高芝（一部を除く） 

  住居表示の方法：街区方式 

  新しい名称（町名）：大内矢田北一丁目～六丁目、 

            大内矢田南一丁目～八丁目  
 お問合せ先 市生活安全課 934-2986 
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山口市大内矢田９５１－５  
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２０１３年９月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

 
★ ＭＥＮＵ ★ 

  

 ・雑穀ごはん 

 ・白いマーボー豆腐 

 ・油揚げとチンゲン菜の煮浸し 

 ・サンラータン（スープ） 

★デザート 

 ・さつまいものチーズようかん 

 ・くだもの 

◆勤務時間 事務局長：8:30～17:15 

       事務局員：8:30～17:00 

◆休  日 土曜日、日曜日、年末年始及び 

      祝日 

◆応募方法 9月20日（金）までに、下記へ 

           履歴書を提出してください。 

◆応募･問合先 大内まちづくり協議会 

 （大内地域交流センター内） 

  TEL 927-0473 

◆勤務内容 大内まちづくり協議会及び関係団体 

      の事務 

◆資  格 ・大内地区在住の方 

      ・パソコンができる方 

      ・平成25年 10月から勤務できる方 

      ・大内のまちづくりに熱意のある方 

◆勤務場所 大内地域交流センター 

◆勤務日数 事務局長：週4日勤務を基本とする 

      事務局員：週3日勤務を基本とする 

人口 ２２，８７０人　 男性 １１，００５人

世帯 ９，２３６世帯 女性 １１，８６５人

 託児も 

  ありますよ！ 

 山口市食生活改善推進協

議会大内地区の皆さんに、

体にいい健康レシピを伝授

してもらいます。 

 ぜひご参加下さい！ 

◆日 時 9/27(金 ) 9 :30～ 13 :00  

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 20名 (先着順 )  

◆受講料 300円 

◆その他 三角巾、エプロン持参のこと 

     託児あり（要申込）  

◆申 込 大内地域交流センター 

     (927-0473 )へ 
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 8月3日（土）、大内地域交流センターにおいて、大内地区青少年健全育

成協議会主催の標語看板づくりが行われました。 

 今回は、毎年制作している黄色い標語看板

に加え、大内地区が住みよい地域になること

を願って、「あいさつ」をテーマとした大型

標語看板も制作しました。大型看板は、大内

中学校美術部の皆さんにデザイン・制作をし

ていただき、若さあふれる明るい看板に仕上

げていただきました。 

 大型看板は交流センターの大集会場の壁に

設置していますので、お越しの際は、ぜひご

覧になってください！ 

 山口市スポーツの森所長 梶原稔氏による健康づくり体操を山口リフレッシュパークにおいて

開催します。 

 また、当日は、山口市北東地域包括支援センター 藤本小百合保健師による介護予防講座も

ありますので、皆さんお気軽にご参加下さい！ 

◇日 時 9月17日（火） 10：00～12：00 

◇会 場 山口リフレッシュパーク   

◇講 師 山口市スポーツの森 所長 梶原 稔 

◇費 用 無料 

◇主 催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

◇申込先 9/12（木）までに大内地域交流センターへ（927-0473）  

 平成２５年度山口市民体育大会が開催されます。 

 大内地区の代表選手に温かい声援を送りましょう！ 

 

 日時 ９月１日（日） 開会式 ８：３０～ 
 場所 維新百年記念公園陸上競技場（陸上、レクスポーツ） 

    県スポーツ文化センター（バレーボール、卓球） 

    やまぐちリフレッシュパーク（ソフトボール） 

    維新百年記念公園ちょるる広場（グラウンドゴルフ） 

 ※山口リフレッシュパークでは、 

 中高年の方の健康づくりを目的に、 

 毎週水曜日の午前中にいきいき 

 健康教室が開催されています。 

 興味のある方は、リフレッシュ 

 パーク（927-7211）にお問い合わ 

 せ下さい。 

 夏休み期間中の8月8日、大内中学校の生

徒が大内地区内の清掃活動を行いました。 

 道に捨てられているゴミをひとつひとつ

拾い、道を 

きれいに 

していき 

ました。 

   
よく見ると、ゴミ

がたくさん落ちて

いました 
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 暑い夏が過ぎると、スポーツの秋がやって来

ますね。 

 さて、来る9月 14日 (土）には、大内小学校と

大内南小学校で運動会が開催されます。楽しい

種目がたくさん予定されていますが、その中

で、平成26年度に入学予定のお子さんによる

「かけっこ」が行われます。 

 小学校の広い運動場を友達と力いっぱい走っ

てみませんか。 

 たくさんのお子さんの参加をお待ちしており

ます。 

 

 ◆問合先  大内小学校   927-001 1  

  大内南小学校  927-7373 

【集合予定時刻】 

 大内小学校 ：午前9時45分ごろ 

 大内南小学校：午前 1 1時ごろ 

 ※雨天順延 

 生きる上での基本となる「食育」。お子さんと一緒に学んでみませんか？  

 今回は、食育ボランティア「山口市立保育園給食研修会」より講師の先生に来ていただき、「親子で

つくれる朝ごはん」を教えていただきます。 

 日 時：9月20日（金） 

     10：00～ 12：00 

 場 所：大内地域交流センター 調理室、研修室 

 対 象：2歳以上の未就園児とその保護者 10組程度 

 内 容：食育のお話（朝ごはんの大切さ） 

     親子でクッキング「簡単朝ごはん」 

 講 師：「山口市立保育園 給食研修会」より 

     大内保育園 森近 千恵 先生 

 参加費：無料 

 持参物：エプロン、三角巾、手拭タオル 

      （お子さんのものも用意してください） 

 申込先：大内地域交流センター 

     TEL 927-0473  

 ※申込の際、お子様の年齢をお知らせ 

  下さい。 

 ※アレルギーのある方は事前にお知らせ 

  下さい。） 

主催：山口市母子保健推進協議会  

   大内地区 

協力：山口市立保育園 給食研修会 


