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 大内地域交流センターの年末年始の休館

日等は右記のとおりとなります。また大内

小、大内南小、大内中の運動場及び体育館

も、右記の間利用停止となります。 

◎大内地域交流センター◎ 

◆年末大掃除 12月25日(水)    9:00～ 1 1 : 30 

◆公務納め  12月27日(金)    17 : 15まで 

◆公務始め  平成26年 1月6日(月) 8:30から 

◆センターの利用停止期間 

 12月25日（水） 8:30から22:00まで 

 12月27日 ( 17 :00から ) 1月5日まで 

 
 

◎大内小、大内南小、大内中体育施設◎ 

◆利用停止期間 12月27日 ( 17 :00から ) 1月5日まで 

※2月 1日以降の使用予約受付は 1月6日からです。 

※定期利用団体の利用も 

 できません。 

 御迷惑をおかけしますが 

 よろしくお願いします。 

  

 

 ＪＡ山口中央大内支所前： 

   4日・18日(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   11日・25日(水 )  15:30～16:10 

 

赤猫異聞 浅田 次郎 

大地のゲーム 綿矢 りさ 

脳過敏症候群 毎日ムック 

実年齢より20歳若返る！ 南雲 吉則 

ひらがなどうぶつ 岩合 光昭 

わくわく数の世界の大冒険 桜井 進 

じゆうなことばであいうえお 齋藤 孝 

もっかい！ 
エミリー・グラ

ヴェット 

1日 日 大内クリスマスコンサート 15:00～ 大内地域交流センター 12日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

4日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 18日 水 子ども手芸教室 15:00～ 大内地域交流センター 

7日 土 子ども料理教室 10:00～ 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 

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 子ども鷺流狂言教室 15:00～ 大内地域交流センター 

7日 土 子ども鷺流狂言教室 15:00～ 大内地域交流センター 23日 月 
三世代交流輪飾り・ミニ門

松づくり 
13:00～ 大内地域交流センター 

8日 日 
大内地区ソフトバレーボー

ル大会 
9:00～ リフレッシュパーク 25日 水 センター大掃除 9:00～ 大内地域交流センター 

10

日 
火 育児学級 クリスマス会 10:00～ 大内地域交流センター 27日 金 子ども生花教室 10:00～ 大内地域交流センター 
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２０１３年１２月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

◆日 時 12 /23日(月･祝) 13時から 

◆場 所 大内地域交流センター駐車場 

 ※雨天時は大集会場で行います 

◆対 象 地区在住者で、みんなと楽しく作れる人。

 年齢等は問いません。 

◆定 員 100人程度 

◆参加費 100円 (輪飾り、門松とぜんざいの材料費 ) 

◆持参物 ぜんざい用の「はし」と「おわん」 

◆その他 ①外で作業するので、寒くないようにして

 来てください。 

 ②動きやすい服装で来てください。 

◆申 込 12 /9(月 )までに、大内地域交流センター

 (927-0473)へ。 

 

※本事業は、地区の三世代交流 

 のために行うものです。 

 知らない人とも仲良くなって、  

 みんなで楽しく交流してくだ 

 さいね。 

 

☆主催 大内地区子ども 

    会育成連絡 

    協議会 

人口 ２２，８９２人　 男性 １１，０１３人

世帯 ９，２３８世帯 女性 １１，８７９人

 日本に昔から伝わる文化を学びなが

ら、たくさんの人と仲良くふれあうため

の場です。 

 お一人でも、御家族でも、グループで

も構いません、どうぞお気軽に御参加く

ださい。 

 ぜんざいも準備されるので、世代を越

えた、楽しい時間を過ごしましょう！ 
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 1 1 / 10（日）に第20回大内地区じんけん学習まちづくり大会が大内小学校体育館で開催され、約 330

人のご参加をいただき盛会裡に終わりました。当日は、大内小学校合唱団のすばらしい歌声の披露

からはじまり、児童生徒の意見発表、元NHKアナウンサーの吉川精一氏の講演があり、多くの方々

のご支援とご協力により、大変有意義な大会となりました。 

              大内地区人権学習推進協議会 

☆講演の概要 

 演題「されど、人生これから」 

 講師 元NHKアナウンサー 

      吉川 精一 氏 

 内容 吉川精一氏自身の父母からの教育で感得 

    したこと、「のど自慢」の司会者として 

    出会った人の感動的なお話などを得意の 

    話術で披露されました。人との関わり方 

    やこれからの生き方のヒントをたくさん 

    提供していただきました。 

子どもの 

 意見発表→ 

←大内小学校 

 合唱団歌声 

 の披露 

☆地域の子どもたちの意見発表  

 小・中・髙校生の素直な意見を発表していただきました。  

 ◇「人との関わり方」 

    大内小学校６年     原田 采果さん 

 ◇「生活の中で見つけた助け合いの心」 

    大内南小学校６年    河村 皇月さん 

 ◇「『めぐみ』を視聴して」 

    大内中学校２年     西村 千春さん 

 ◇「暮らしの中のじんけん」 

    山口中央高等学校１年  井町 眞絃さん 

○児童・生徒意見発表 

・どの児童・生徒も堂々と発表され、大変素晴らしかった 

・身近なところの人権･･･忘れかけていたものを思い出させ

てくれました。 

○吉川精一氏講演 

・人生はいつもこれから！遅すぎることはないと考えれる

ようになりました 

・「気づかないところで人を傷つけていないだろうか」これ

までの自分の人生を見つめ直すよい機会となりました 
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 1 1月2日（土）、ふるさと大内を知る機会とし

て、今回は御堀・氷上コースの史跡や施設等を

みんなで歩いて巡りました。幼稚園の子どもも

参加し、長い道のりでしたが 14kmを全員で歩く

ことができました。 

（上）リサイクルプラザでは、たくさんのペット

ボトルが梱包されて出てくるところを見て、子ど

もたちは興味津々。 

（左）山口市上下水道局では、給水車を見学し、

実際に蛇口をひねって水を出し、給水車の役割に

ついて学びました。 

～大会結果～        （  ）は合同 

１部           ２部 

 優 勝：（御堀・小野）   優 勝：氷上 

 準優勝： 小京都      準優勝：上千坊 ２部優勝の氷上チーム 

１部優勝の御堀・小野チーム 

 1 1月 17日（日）、後期女子バレーボール大会が

大内小学校・大内南小学校で開催されました。 

 寒い日でしたが、館内は熱気ムンムン。ラ

リーの応酬を制し、優勝したチームの皆さん、

おめでとうございます！ 


