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 ＪＡ山口中央大内支所前： 

   9・23日(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   ２・16・30日(水 )  15:30～16:10 

 忙しい毎日、身近にお花を飾って、ちょっとリフレッシュしてみませんか？ 

 日 時： 10月 15日（火） 

     10：00～ 1 1：30 

 場 所：大内地域交流センター2階講堂 

 講 師：フラワーアトリエ「フェイバリット」 

     山見 悦子 先生 

 対象者：乳幼児（未就園児）を持つ保護者20組 

     ※講堂の中にお子様が遊べる場所を作ります。 

     保護者の方から離れられないお子様は、ひざに 

     抱かれたり、近くで遊ばせながら行ってください。 

参加費：500円 

主 催：山口市母子保健推進協議会 

    大内地区 

申込先：大内地域交流センター 

    TEL 927-0473  

    ※出来上がった作品を持ち 

     帰るための袋をご持参下 

     さい。 

ロスジェネの逆襲 池井戸 潤 

ホテルローヤル 桜木 紫乃 

7分で眠れる超熟睡法 小野垣 義男 

NISA活用入門 竹川 美奈子 

子宮を温める健康法 若杉 友子 

子どもの発達を促す  

    知育おもちゃ 
寺西 恵里子 

乗り物の迷路 香川 元太郎 

ペネロペ おねえさんになる アングットマン 

2日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 19日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

5日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 19日 土 子ども鷺流狂言教室 15:00～ 大内地域交流センター 

5日 土 子ども鷺流狂言教室 15:00～ 大内地域交流センター 20日 日 第61回大内地区健康体育祭 8:30～ 大内小学校 

7日 月 健康体育祭抽選会 19:00～ 大内地域交流センター 23日 水 子ども手芸教室 15:00～ 大内地域交流センター 

9日 水 デジカメ講座③ 
10:00～

13:30～ 
大内地域交流センター 24日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

10日 木 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 26日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

15日 火 そばうち・石風呂体験 9:30～ 重源の郷 31日 木 食推さんの料理教室 9:30～ 大内地域交流センター 

16日 水 デジカメ講座④ 
10:00～

13:30～ 
大内地域交流センター           
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２０１３年１０月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

★ ＭＥＮＵ ★ 
  

 ・ひじきごはん 

 ・はなっこりーの豚肉巻き 

 ・カラフル野菜の塩麹あえ 

 ・根菜のみそ汁 

★デザート 

 ・ヨーグルトゼリー 

 ・くだもの 

人口 ２２，８８９人　 男性 １１，０１６人

世帯 ９，２３７世帯 女性 １１，８７３人

 託児も 

  ありますよ！ 

 体にいい成分が豊富で、食材の旨みを引き出すと言

われる塩麹。そんな塩麹を使って、体にやさしいレシ

ピを学びます。保健師さんのお話もありますので、こ

の機会に健康について学んでみませんか。 

◆日 時 10/31 (木 ) 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 

 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！ 

 10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 10月24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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 今年度も「市民大学講座」が、山口市民会館、徳地文化ホールで開催されます。 

 完売になり次第販売を終了しますので、お早めにお買い求めください。 

◆発売日  10月1日（火） 午前8：30から 

◆料 金  山口市民会館開催2講座分1,000円（通し券のみ） 

      徳地文化ホール開催講座分500円（単独券） 

◆発売場所 市内地域交流センター、山口市生涯学習・スポーツ振興課（山口総合支所3階）、 

      山口市民会館、山口情報芸術センター 

      ※大内地域交流センターでは、電話での取り置き等を一切行いませんので 

       ご了承ください。 

◆主 催  山口市 

◆問合先  山口市生涯学習・スポーツ振興課 TEL 083-934-2874 

      ※市報10月1日号に詳しく掲載されていますのでご覧下さい。 

  日 付 場 所 講 師 演 題 

① 11月18日（月） 山口市民会館 三遊亭 好楽 笑いと人生 

② 12月6日（金） 山口市民会館 北村 晴男 生活の中の法律 

③ 12月15日（日） 徳地文化ホール おおたわ 史絵 病気になる人、ならない人 

【講演時間】①②は午後6時半～午後8時  ③午後1時30分～午後3時 

・日  時 10月26日（土）9：00～ 12：00 

・集合場所 やまぐちリフレッシュパーク駐車場（大内長野） 

・参加資格 中学生以上 

・定  員 50名（先着順） 

・講  師 松前 了嗣（大内史跡マップ編集委員） 

       佐伯 康男（大内史跡マップ編集委員） 

・参 加 費 無料 

・主   催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

・申 込 先 10/24（木）までに大内地域交流センターへ 

      （927-0473） 

※雨天決行、飲み物は各自持参してください。 

※大内まちづくり協議会より配布されている「大内史跡マップ」をお持

ちの方は当日持参してください。 

まち歩きコース（４～５km） 

※当日変更となる場合もありま

す。 

 

リフレッシュパーク駐車場 → 

脱隊諸士招魂碑 → 大塚古墳 

→ 観音堂 → 二義少年顕彰碑 

→ 長野八幡宮 → 大宮堤 → 

リフレッシュパーク駐車場 

２０１３年１０月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 お問合せ先 市生活安全課 934-2986 

 今年度の住居表示実施に伴い、平成２５年１０月１日から、新しい町名、字の区域の新設（案）の公示を行い

ます。（各総合支所・各地域交流センター（※ただし、小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東のセンターを除く）、市ウェ

ブサイトhttp://www.city.yamaguchi.lg.jp/でも確認できます。） 

対象区域に住所を有し、市議会議員および市長の選挙権を有する方で、この案に異議のある場合は、平成  

２５年１０月３１日までに、５０名以上の連署に理由を付して案に対する変更の請求をすることができます。 

 また、１０月以降、市委託業者の調査員が現地調査のため、対象区域を巡回します。場合によっては、御質

問させていただくことがありますので、御協力をお願いします。調査員は、写真入りの調査員証を携帯しており

ますので、御不審な場合は、調査員証の提示をお求めください。  

 ＜新町名・町割図（案）＞ 

 この地図は山口市発行の山口市都市計画図を複製したものです。 

凡   例 

新町界線  

新 町 名  

現大字の境界線 

現大字名称 
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