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・ 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。 

  

 

 大内地域交流センター前： 

   2(水 )・16(水 )  10:00～10:40  

 小京都ニュータウン集会所： 

   9(水 )・23日(水 ) 15:30～16:10 

下記の期間はセンターの利用はできません。 

◇大内まつり関係 

 ○研修室及び調理室：4月 10日（木）午後～ 14日（月）終日 

 ○大集会場 ：4月 10日（木）～ 14日（月）終日 

 ○その他 の部屋：4月 12日（土）～ 14日（月）終日 

  

◇市議会議員選挙関係 

 ○研修室及び調理室：4月 18日（金）午後～27日（日）終日 

 ○その他の部屋：4月27日（日）終日 

※利用されている方に個別に連絡はいたしませんので御注意ください。 

 お知らせ    

 4月から、ＪＡ山口中央大内支所に来ていた移

動図書館ぶっくんの位置が大内地域交流セン

ター事務所前駐車場に変わります。 

首折り男のための協奏曲 伊坂幸太郎 

花のれん 山崎 豊子 

吹部！ 赤澤 竜也 

うちの３ねこ １ 松本 ぷりっつ 

おり手紙 清水 あかね 

からすのやおやさん かこ さとし 

からすのおかしやさん かこ さとし 

まま みてて まどか ななみ 

2日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 12日 土 大内まつり準備 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 13日 日 第36回大内まつり 9:00～ 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 

19日 土 

アユの放流体験 9:30～ 仁保川河原 

大内地区子ども会総会 19:00～ 大内地域交流センター 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

7日 月 大内体育協会総会 19:00～ 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 木 福祉員会議 13:30～ 大内地域交流センター           
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山口市大内矢田北一丁目１０番１１号  
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２０１４年４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 ２２，９１０人　 男性 １１，０１６人

世帯 ９，２４８世帯 女性 １１，８９４人

○通行止め：4/13（日）9:00～ 16:00 

大内地域交流センター 

山口市大内矢田北1丁目10番11号 

大内 

地域交流 

センター 

 当日は、市道小野高芝線終点交差点の大内地域

交流センター前から大内保育園入口北側までの約

100ｍが通行止めとなり、通り抜けができなくな

ります。 

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご

協力賜りますようよろしくお願いいたします。 

 会場では、各団体の演技・歌などの発表や、はしご車・起震車体

験、各種販売などがあり、さらに今回はみんなで楽しめるダンス

「恋するフォーチュンクッキー」や歌「花は咲く」など楽しいイベ

ントが目白押し！ 屋内でもいけ花・手芸・絵てがみなどの体験教

室も行われます。 

  ※くわしくは同時に配布されているプログラムをご覧ください。 

 恒例の「大内っ子まもる日」を下記のとお

り開催します。新学年のはじめに、子ども達

と一緒に下校し、登下校の安全への意識を高

めましょう。 

           記  

 ●大内小学校  4/15（火） 14：50～ 

 ●大内南小学校 4/16（水） 15：00～ 

 4月は下記の教室をお休みします。          

         記   

 ●子ども手芸教室  

   ・・・ 4/23（水） 

 ●子ども生け花教室 

       ・・・ 4/26（土） 
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 日頃、運動不足を感じている皆さ

ん、普段の生活を工夫して、歩数や歩

く時間を増やしていく歩数アップ生活

にチャレンジしてみませんか。 

 歩数アップで心身ともにすっきり！

素敵な生活を春から始めましょう。 

 

☆3か月連続で記録表

を提出した方の中か

ら抽選で活動量計を

プレゼントします！ 

◆対象者  運動不足を解消したい方、定期的な 

      運動習慣を身につけたい方 

◆チャレンジ期間 5/1（木）～7/31（木）の 

          3か月間  
◆内 容  ①自分の目標を決める 

      ②歩数アップにチャレンジ 

      ③歩数や歩いた時間を記入した 

       記録表を提出 

◆参加費 無料（ただし記録表を郵便で提出される

 場合の郵送料は自己負担となります。） 

◆受付方法 申込書に必要事項を記入し、4/25（金） 

      までにご提出くだい。 

◆申込場所 市保健センター（健康増進課健康 

      づくり担当）、地域交流センター 

※チラシ・申込書は申込場所にあります。 

 市のウェブサイトからもダウンロードできます。 

 ※内容等詳しくは下記まで問合せください。 

 

◆問合せ先 市保健センター（921-2666） 

 2月1日（土）に開催した「アメリカの友達に絵と手紙を届けよう！」で、参加した子ども達が苦労

しながら英語で書いた手紙と絵をアメリカの小学校へ送って約１ヵ月後…。ついに返事が送られてき

ました！ 

 3月15日（土）に開催した2回目の講座で、返事を楽しみにしていた子ども達は送られ

てきた手紙や絵を見ながら、とてもうれしそうな表情で返事を読んでいました。 

 手紙に書かれていたアメリカの子ども達の生活やまちの様子などいろいろ知ることが

でき、子ども達の視野も少し広がったように見えました。 

 遠いアメリカの子どもたちと手紙を通して心がつながった瞬間でした！ 

パンにチョコソースを

ぬってフルーツをのせた

もの。アメリカでもよく

食べられるお菓子。みん

なで試食しました！ 

返事にはとてもカラ

フルな色づかいの手

紙と絵が入っていま

した！ 

２０１４年４月１日号 

※前日や当日の天候

及び川の水量によっ

ては、中止すること

があります。 

 「環境を守る」ための様々な活動が、日

本各地で行われています。 

 山を守る、川を守る、生き物を守る、空

気を守る、等々、いろいろな活動があると

思います。 

 今回も「仁保川の環境保全」の一環とし

て、そして、子ども達の「生物愛護の精

神」を育むための活動として、大内地区の

北側を流れる「仁保川」に、アユの子ども

を放流します。 

 昨年に引き続いての開催で、「川」と

「魚」を体験する貴重な機会です。 

 多くの子どもたちの参加をお待ちしてい

ます。 

◆日 時 4月 19日（土）9:30～ 10 :30 

◆場 所 育成学校前の「仁保川」河原 

◆対象者 幼児(保護者同伴でお願いします) 

 小学校 1～4年生程度 

◆定 員 30人程度 

◆持ってくる物 小さなバケツ、タオル 

◆申 込 4月 18日の午前中までに、 

 大内地域交流センターへ 

     申し込んで下さい。 (927-0473) 

◆その他 汚れても良い服と靴で来て 

     ください。 

 （長靴があると便利です） 

 4月1日付人事異動により、大内地域交流センターから2名の職員が転出となりまし

た。これまで地域の皆様には大変お世話になりました。 

 3年前に大内地域交流センターに配属され、

今日まで皆様には大変お世話になりました。 

 山口市で2番目に人口の多い大内地区で、毎

日様々な業務に関わらせていただき、実に多く

のことを学ぶことができました。 

 窓口で皆様にお会いできなくなるのは寂しい

ですが、これからも大内地区の発展を心から

願っております。ありがとうございました。 

   

   大内地域交流センター 

       行政窓口担当 長谷川 聡実  

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 大内地区の皆様には大変お世話になりまし

た。多くの方々に支えられ、様々なことを学び

ながら過ごした3年間はとても内容の濃いもの

で、3年という期間を感じさせない程あっとい

う間でした。 

 皆様への感謝を胸に、これからも精進してま

いりたいと思っています。 

 大内地区の皆さん、本当にありがとうござい

ました。 

   大内地域交流センター 

          地域担当 國本 高明 


