
２０１４年６月１日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    1 1・ 18日（水） 

4日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 19日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

6日 金 第３回 出勤前の朝活 7:00～ 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 
地区330歳 

ソフトボール大会抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 

8日 日 
地区バドミントン大会 
地区卓球大会 
地区フットベースボール大会 

8:30～ 
大内小学校 
大内南小学校 

25日 水 子ども手芸教室 15:00～ 大内地域交流センター 

9日 月 
前期女子バレーボール大会 

抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 28日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

10日 火 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 29日 日 
地区330歳 

ソフトボール大会 
8:30～ 

リフレッシュ

パーク 

15日 日 前期女子バレーボール大会 8:30～ 大内小学校      

怒り 上・下 吉田 修一 

恋歌 朝井 まかて 

まかない節 山本 一力 

12歳からのスマホのマナー 藤川 大祐 

普段着BOOK 香菜子 

おべんとうばこのうた さいとう しのぶ 

どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ 

ちょっとだけまいご クリス・ホートン 

・ 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。 

  

 去る5月7日、山口県セミナーパークにおいて、昨年 12月 1日
に一斉改選された大内地区の民生児童委員の皆さんが、最初

の研修事業として介護入門の研修に参加されました。 

 ベッドでは、介護される人の症状や癖などを注意深く観察

し、手助けしすぎないこと、車イスでは、乗っている人の感

覚で介助すること、何をするにも声かけが大切など、体験し

ながらの研修で、とても有意義でした。 

 皆さんの団体でも、研修に「介護入門講座」を取り入れて

みてはいかがでしょうか。 
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山口市大内矢田北一丁目10番11号  

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１４年６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 ２３，３５８人　 男性 １１，２２０人

世帯 ９，５１５世帯 女性 １２，１３８人

 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！ 

 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 6月 19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 

 今年も大雨が心配される梅雨･台風シーズンが近づいてきまし

た。 

 これに備えて、宮島町の上下水道局に配備されている排水ポン

プ車（毎分10㌧の排水能力）の操作訓練を、山口市と大内地区の

防災活動の第一線で活躍されている消防団大内分団が合同で行い

ます。 

 見学は自由にできます。これを期に、水害への備えを再確認し

ましょう。 

◆日 時 平成26年6月8日（日） 9:30～ 10 :30 

◆場 所 やまぐちリフレッシュパーク（市民プール） 



大内クラブではメンバーを募集しています。 

興味のある方はお気軽にご連絡ください。 

 

◆日 時 毎週火曜日と金曜日 20：00～22：00 

 

◆場 所 大内小学校体育館 

 

◆問合先 大内クラブ 代表 中本藤美(TEL 083-927-0596) 

２０１４年６月１日号 
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 地域を知ることにより、郷土愛を育てる

とともに、班活動をとおして生徒間の助け

合い・友愛の精神を育てることを主な目的

とした「地域学習」として大内中学校が行

うものです。 

 学校から最も遠いところで宮島町の厳島

神社や象頭山までの 10数箇所の史跡を、新

入生約250名が、昨年、大内まちづくり協

議会が発行した「大内史跡マップ」を手に

歩いて探訪します。 

 学校からは、「地域の皆さんにご迷惑をお

かけしますが、趣旨をご理解の上ご協力お

願いします」との言葉をいただいていま

す。 

 昨年に引き続き、地域の皆さんのご協力

により、史跡の中にはこのときにしか見ら

れない貴重な文化財の公開も用意されてい

ますので、交通安全に最大の注意を払わ

れ、史跡散歩にお出かけされてはいかがで

しょうか。 

 

◆日時 平成26年6月6日（金）9：00～ 16：00 

    （雨天順延 6月 10日（火）） 

 

◆場所 大村益次郎医学記念碑、長野八幡宮、 

二義少年の碑、桜木神社、妙見社、氷上古墳、 

山根観音堂、乗福寺、御堀神社、象頭山、 

厳島神社、志多里八幡宮などの大内地区の史跡 
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 5月 1 1日（日）、大内小学校で大内地区男子バレー

ボール大会が開催されました。 

 今大会は参加6チームを2ブロックに分けて予選

リーグを行い、各リーグの上位2チームずつ、計4

チームで決勝トーナメントを行いました。 

 決勝戦は上矢田VS高芝、ともに予選リーグを2勝0敗

で勝ち上がってきた2チームの戦いとなりました。 

 最終第3セットまでもつれた大接戦を制し、見事、上

矢田が優勝しました。 

 地区男子バレーボール大会結果  

 優 勝 上矢田 

 準優勝 高芝 

 第３位 氷上 茅野神田 

 5月25日（日）、山口市リフレッシュ

パークで大内地区前期ソフトバレー

ボール大会が開催されました。 

 男子の部 10チーム、女子の部 12チー

ム、混合の部 15チームが参加し熱戦を

繰り広げました。 

 12月にも後期ソフトバレーボール大

会が開催される予定ですので、皆さん

のご参加をお待ちしております。 

 前期ソフトバレーボール大会結果  

     

  

  

女子の部 

優 勝 氷上A 

準優勝 高芝 

第３位 茅野神田B 宮ノ馬場 

混合の部 

優 勝 下千坊A 

準優勝 氷上A 

第３位 高芝 金成団地A 

男子の部 

優 勝 中矢田 

準優勝 茅野神田B 

第３位 下千坊A 下千坊B 


