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 ＪＡ山口中央大内支所前： 

   5・19日(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   10（月）・26日(水 )  15:30～16:10 

 

村上海賊の娘 上・下 和田 竜 

家族喰い 小野 一光 

わたしが正義について語るなら やなせたかし 

大好きが伝わるほめ方・叱り方 明橋 大二 

明日のカルタ 倉本 美津留 

ロート製薬のスマートごはん ロート製薬 

おさるのジョージ 
マーガレット・

レイ 

ピンポーン 中川 ひろたか 

1日 土 

子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 
15日 土 

子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

英語でメッセージを送ろう 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 21日 金 第１回 出勤前の朝活 7:00～ 大内地域交流センター 

4日 火 市県民税申告受付相談 9:30～ 大内地域交流センター 22日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

5日 水 
民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 

26日 水 
子ども手芸教室 15:00～ 大内地域交流センター 

第2回大内まつり実行委員会 19:00～ 大内地域交流センター 
第3回大内まつり実行委員

会 
19:00～ 大内地域交流センター 

6日 木 センター定期利用団体代表者会議 19:00～ 大内地域交流センター 27日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

12日 水 学校体育施設定期利用団体調整会議 19:00～ 大内地域交流センター           

ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 
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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 

２０１４年２月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 
人口 ２２，９１８人　 男性 １１，０２１人

世帯 ９，２４６世帯 女性 １１，８９７人

 2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 2月27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 

 朝の時間を有効に利用することは、自分のやる気を出すにも、脳の

働きを活性化させるためにもとても大切なことです。その貴重な時間

を仕事や生活の幅を広げるための時間に使いませんか。 

 プロフェッショナルの生き様から知識や技術を学び、交流の輪を広

げていく！そんな講座が登場！ 

 朝の時間を有効に使い、ライフスタイルを豊かにしてみませんか。 

講 師：中山 元気 氏 
     レノファ山口ＦＣ Ｕ-18監督（元レノファ山口監督） 
内 容：「ここ一番で力を発揮できる心と体の備え方」 

■日 時 2月21日（金） 7 :00～8:00 

■会 費 100円（会員制で会費は各回お支払いいただきます） 

■場 所 大内地域交流センター ■持参物 名刺交換用の名刺 

■その他 朝食はパンとコーヒーを用意します 

■定 員 15名  ■申込み 大内地域交流センター TEL 927-0473 

★次回予告 

講師：TYS テレビ山口 

     横溝アナウンサー 

内容：「人に伝わる話し方」 
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第６回 大内まちづくり協議会 健康福祉部会 

 

テーマ あったらいいな！ 
 
   ～こどもから熟年のふれあいの場

 わたしたちのまち「大内」の魅力を知り、子どもから熟年までの世代が一緒になって、話し・

遊び・体験し、みんなが元気になる秘訣を考えてみませんか。 

 「まちを元気にする達人」の取り組みを聴き、ご一緒に話しましょう！ 

 皆さまのご参加をお待ちしています。 

 （カフェ形式で楽しく和気あいあいとした語り合いの場です。） 

・日  時 2月23日（日） 10：00～ 12：00 

・会  場 リサイクルプラザ（大内御堀） 

・内  容 ■紙芝居「てくてく萩往還（大内めぐり）」 

         紙芝居じゃがいも 代表 熊野 初代さん 

      ■パネルディスカッション 

        「あったらいいな ～こどもから熟年のふれあいの場～」 

       ・パネリスト 

        すろーふーどらいふ・和 代表    白木 美和さん 

        大内まちづくり協議会文化教養部会  松前 了嗣さん 

        大内夢工房「喜喜」代表       林 由喜子さん 

       ・コーディネーター 

        大内まちづくり協議会健康福祉部会長 中川 忍子さん 

・主   催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

・申 込 先 2/14（金）までに大内地域交流センターへ（927-0473） 

      ※託児を希望させる方は2/14（金）までにご連絡下さい。 

 まだ寒い日が続きますが、お部屋の中に春を呼び込む準備をしません

か。春の花を押し花にし、お部屋に飾れるよう額に入れて仕上げます。

きれいな色の押し花をお部屋に添えれば、春の雰囲気を感じ、心まで和

んできますよ。どなたでも参加できます。 

◆日 時 2/27（木）、3/ 15（土）、3/27（木） 10 :00～ 12 :00  

     都合のよい日をお知らせ下さい。  

◆場 所 大内地域交流センター 

◆参加費 1 ,000円（ 1回）額（23cm× 17cm)込み 

◆申込先 ふしぎな花倶楽部（押花クラブ） 

     宮原（TEL 927-0849） 申込締切 2/21（金）まで 
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◇お問合せ先 

 市生活安全課  

   934-2986 

 昨年１２月市議会において、今年度の住居表示実施区域の新しい町名及びその区域について承認を

いただきました。これにより、２月２２日（土）から下記の地域の住所が変わります。 

 １月下旬より、市委託業者の調査員が対象区域を巡回し、各御家庭の新住所の決定通知を配布して

おります。併せて、表示板の取付けも行いますので、御協力をお願いします。 

 対象区域の皆様方には、御住所の変更手続き等で大変お手数をおかけいたしますが、御理解、御協

力を賜りますようお願いいたします。  

 ＜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 

現大字名称 

 

 

（        ） 

 

◆新しい郵便番号及び町名 

 〒753-0221 大内矢田北一丁目～六丁目 

〒753-0222 大内矢田南一丁目～八丁目                

 ◆これまでの表示 

 「大字名+○○番地」 

      ↓  

◆今後の表示 

    「新町名+●番●号」  


