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 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

・ 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。 

◆日 時 12 / 10(火 ) 10 :00～ 1時間程度  

◆場 所 大内地域交流センター2階講堂 

◆対 象 乳幼児とその保護者 25組 

◆内 容 ☆ミニコンサート 

   ･･･「しゅふーず」の皆さん 

     ☆絵本の読み聞かせ 

       ･･･「おはなしクレヨン」 

      など 

◆申 込 11/18(月)から大内地域交流 

     センターへ申込 (927-0473)  

     ※お子さんの年齢（月齢）を 

      お知らせください 

 ※参加費は必要ありません 

◆主 催 山口市母子保健推進協議会大内地区 

恒例のクリスマス会です！ みんなで楽しい時間を過ごしませんか？ 

今年もサンタさん来てくれるかなぁ･･･♪ 

■日 時 12月 12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 

聖なる怠け者の冒険 森見 登美彦 

爪と目 藤野 可織 

四季折々 下 中川 秀樹 

子どもに迷惑かけたくなければ相続の

準備は自分でしなさい 
五十嵐 明彦 

疲れない身体をいっきに手に入れる本 藤本 靖 

手元あったか ハンドウォーマー・ミ

トン・てぶくろ 

日本ヴォーグ

社 

おかめ列車 嫁に行く いぬんこ 

いきのびる魔法 西原 理恵子  

 

ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 

地
区
旗 

   

人口 ２２，８９２人　 男性 １１，０１３人

世帯 ９，２３８世帯 女性 １１，８７９人
山口市大内矢田９５１－５  

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１３年１１月１５日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

◆日 時 11/28(木 ) 9 :30～ 13 :00  

◆場 所 大内地域交流センター 

◆講 師  食生活改善推進協議会大内地区 

◆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）  

◆申込み 大内地域交流センター 

     (927-0473 )へ 

 
★ ＭＥＮＵ ★ 

  

 ・サフランライス 

 ・かぶのスープ 

 ・とりのガランティーヌ 

 ・キャベツのロールサラダ  

 デザート 

 ・ティラミス 

 今年の冬はスカラップキルトでつくる手

作りのクリスマスツリーを飾って、あった

かいクリスマスを過ごしませんか？ 

 クリスマスを盛り上げるあったか

レシピを学んでご家庭でもつくって

みませんか？ 

◆日 時  1 1 /27（水）、 12/2（月）、 12/6（金） 

      の全3回  9：30～ 12：00 

◆場 所  大内地域交流センター 

◆持参物  カッター、カッター台、手芸道具、 

      10cm幅のものさし（あれば） 

◆定 員  15名（先着順） 

◆参加費  全3回 1 ,500円 

◆申込み  1 1 /25（月）までに 

      大内地域交流センターへ                        

             （927-0473） 



２０１３年１１月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 山口市では成人式を平成26年 1月 12日 (日 )

午後2時から「山口市民会館」で開催しま

す。 

 当日は会場までバスが出ますので、利用

を希望される方は、 12月 10日 (火 )までに山

口市社会教育課(934-2865)まで申込

をしてください。 

 案内状が届かない場合や山口市

以外に住所があって山口市の成

人式に参加したい場合には、山

口市社会教育課まで御連絡くだ

さい。 

◆日 時 1月 12日（日） 14:00～  

◆場 所 山口市民会館 

◆対 象 平成5年4月2日～平成6年4月 1日 

 の間に生まれた人です 

★大内地区の新成人の写真撮影を、式典前の 

 13:00から山口市民会館で行いますので、 

 遅れないように集まって下さい。 

★当日は会場が冷え込むことが予想されま 

 すので、防寒具の準備をお願いします。 

 

◆問合先 山口市社会教育課 (934-2865) 

 子育て中のお母さんへ・・・子育ての合間に疲れた身体をやさしくケアし、ホっとす

る時間をつくってみませんか。がんばっているお母さんへの応援講座の第２弾です。 

 ◇日 時 12/6（金） 10：00～11：30 

 ◇会 場 大内地域交流センター 

 ◇内 容 「リズムに乗ってレッツダンス」 

       心と体のリフレッシュ 

       講師 健康体操インストラクター 

          清王 節子 

      「ママライフを楽しむ秘訣」 語らいカフェ 

 ◇参加費 無料 

 ◇対 象 乳幼児と母親  

      託児の申込受け付けます 

 ◇持参物 運動スタイル・水筒・タオル 

 ◇主 催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

 ◇申込先 大内地域交流センター （927-0473） 

 成人式で撮影する、大内地区新成人の記念写真は有料(写真代 1,500円)および事前申込制

となります。 

 ご希望の方は、1/24(金)までに代金とともに大内地域交流センターに申込みください。 

 申込みされないと、写真をお渡しすることができませんのでご注意ください。 

◆問合せ 大内地域交流センター (927-0473) 

２０１３年１１月１５日

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 大内吹奏楽団あ～べんと主催の楽しいクリスマス 

コンサートを下記のとおり開催します。 

 今年話題になったあまちゃんのテーマ曲やクリスマス

の定番曲などの演奏をお楽しみいただけます。 

 ぜひ、この機会に大内地域交流センターへ足をお運び

下さい。 

 

  

◆日時 平成25年12月1日（日） 

    15：00開演 

   （14：30開場） 

◆場所 大内地域交流センター 

    2階 講堂 

◆入場 無料 

◆連絡先 090-7124-3275（東川）  

◆日 時 12/7(土) 10:00～13:00 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆対象者 小学生以上 先着20名 

◆持参物 エプロン、三角巾、水筒 

◆材料費 100円 

◆申 込 大内地域交流センター(927-0473)へ 

◆主 催 山口市食生活改善推進協議会大内地区 

 子どもたちが大好きなパンケーキと体にやさ

しく、簡単に作れる朝ごはんをみんなでつくっ

てたべてみよう！ 

★ ＭＥＮＵ ★  

 

 ・ヨーグルトパンケーキ 

 ・ブロッコリーと卵のサラダ 

 ・たまねぎとにんじんスープ 

 ・ヨーグルトゼリー 

 10月1日に「大内まちづくり協議会」の事務

局長になりました石田拓治（いしだたくじ）で

す。微力ではございますが、大内のまちづくり

に懸命に取り組んでまいりたいと思います。

ご指導と協力をよろしくお願いいたします。  


