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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。 

 6月25日、大内地区の住居表示実施についての2回目の審議会を開催しました。 

 今回の審議会では、第 1回目で継続審議となっていた、「住居表示の実施区域」並びに「字の区域

及び新しい名称（町名）」について審議が行われました。 

 地区代表の委員からは、町名と町割の案（一丁目、二丁目の境を表示した図）を各自治会内で周

知したところ、特に異論はなかったとの報告がされました。また、他の委員からも異論がなかった

ことから、新しい名称（町名）は、「大内氷上一丁目～七丁目」とすることで審議会としての結論

が出されました。 

 この審議会の結果は、後日、審議会の会長から市長へ答申という形で報告されることとなってい

ます。 
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大内地域交流センター 

 がん検診の目的は、がんを早期発見し適切な

治療を行うことです。 

 早期発見のために、定期的にがん検診を受診

しましょう。 

◆種類 胃がん ◆日時 8/1（金）7:30～9:00 

◆場所 大内地域交流ｾﾝﾀｰ 

◆内容 問診・胃部Ｘ線検査（バリウム） 

◆対象 40歳以上 ◆自己負担金 900円 

 ※胃がん検診は予約が必要です 

   申込・問合先 市保健ｾﾝﾀｰ（921-2666） 

◆種類 肺がん ◆日時・場所 右日程表参照 

◆内容 問診・胸部Ｘ線検査 

   （場合により喀痰検査） 

◆対象 40歳以上 

◆自己負担金 無料（喀痰検査600円） 

 お問合せ先 市生活安全課 934-2986 
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発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

330歳ソフトボール大会結果 

 優 勝：中村 

 準優勝：氷上 

 第三位：殿河内、御堀 

バスで国立山口徳地青少年自然の家まで行って、

クワガタなどの昆虫を採集します。 

採集したあとには、図鑑などで昆虫の名前などを

調べたりします。採集した虫たちは持って帰れます

ので、夏休みの自由研究の参考にもなります。 

採集した虫たちといっしょに夏の思い出をつくり

ませんか。 

日 時：平成2６年7月２４日（木）  6：30-12：00 

    ※少雨決行 

集 合：朝6：30に大内地域交流センターに集合 

会 場：国立山口徳地青少年自然の家 

対 象：小学生の親子40名（申込順） 

参加料：無料 

持参物：長袖・長ズボン・帽子（白っぽい色がよい）、 

    長靴、カッパ（雨の場合）、虫かご、虫採り網、 

    虫除け、図鑑（ある人）、飲み物など 

行 程：6：30出発→7：30ごろから昆虫採集・観察→ 

   9：30ごろから昆虫調べ→11：00ごろ徳地出発 

申込先：大内地域交流センター TEL927-0473 

 6月3日と6月12日、大内

小学校の2年生が大内地域交

流センターを訪問しました。 

これは「大内の町探検」とい

う生活科学習の一環で、学校

から地域に出かけ、地域社会

や自然とのかかわりを深める

ことを目的としたものです。 

 ご協力いただいた、セン

ター利用者のみなさんありが

とうございました。 

播種から約3週間、

だいぶ大きくなりま

した。 

順調に育ってます。 

2部 

優 勝：中村 

準優勝：中矢田 

第三位：上千坊、下矢田 

1部 

優 勝：氷上 

準優勝：下千坊 

第三位：茅野神田、上矢田 

地区ソフトボール大会結果 
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 夏休みの書道課題のお手伝い。筆の持ち

方、払いなど、基礎的なことを教えます。 

◆日 時 7/29(火 )   

1～3年生9:30～ 10 :30 4～6年生 10 :30～ 12 :00 

◆対象 小学生 ◆定員 各6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 習字道具 

◆申 込 7/ 18までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ  

大内地域交流センターでは、いつもたくさんの人が、いろいろな「楽しい」ことをやっています。

そんないろいろな「こうざ」を、夏休みのあいだにちょっとだけ体験してみませんか？ 

いつもはなかなかできない、新しくて楽しいことにチャレンジしてみませんか！ 

№2 

ウォールポケットを作ろう 

①型染＆金彩加工 ②型染＆パーリックカラー 

◆日 時 ①7/29（火）②7/30（水） 10 :00～ 12 :00 

以下①②共通  

◆対 象 小学生 ◆参加費 300円 

◆定 員 20人（先着順）◆持参物 エプロン、タオル2枚 

◆申 込 一週間前までに大内地域交流センターへ 

 シールを押し花で作り、はがき・しおり

を作ってみよう 

◆日 時 7/24(木 )   10 :00～ 1 1 : 30  

◆対 象 小学生 

◆定 員 20人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 はさみ 

◆申 込 7/ 18までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 民踊、浴衣の着付け、作法などを習ってみ

ませんか。 

◆日 時 7/24(木 )   13 :00～ 15 :00 

◆対 象 小学生～中学生  

◆定 員 20人 

◆参加費 いりません 

◆持参物 ゆかた、帯など一式 

◆申 込 7/23までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

夏休み！楽しく作ろう朝ごはん 

 ～早寝早起朝ごはん～ 

◆日 時 7/26(土 )  9 :30～ 12 :30  

◆対 象 小学生  ◆定 員 20人 

◆参加費 材料代 100円 

◆申 込 7/18までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

◆持参物 ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、手拭タオル 

※当日の朝ごはんは食べて来てね 

 夏休みに書道を練習しよう。 

◆日 時 7/22 ,  8/26(火 )  9 :30～ 10 :30 

◆対 象 小学生 

◆定 員 6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 習字道具（半紙不要） 

◆申 込 それぞれ３日前までに大内地域 

     交流ｾﾝﾀｰへ  

 バレエ、ダンスの体験ができます 

◆日 時 7/28(月 )  17 :30～ 18 : 10  

◆対 象 幼稚園年少～小学生 

◆定 員 15人（先着順） 

◆申 込 7/18までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

◆その他 動きやすい服装（飾りのないも 

     の）、タオル、飲み物 

№ 1 

浮世絵に挑戦 手さげバッグを作ろう 

◆日 時 7/24（木） 10 :00～ 12 :00 

◆対 象 小学生 ◆参加費 500円  

◆定 員 20人（先着順） 

◆持参物 エプロン、タオル2枚 

◆申 込 一週間前までに 

     大内地域交流センターへ 

 みんないっしょに体操をして体を動か

しましょう！ 

◆日 時 7/24(木) 10 :30～ 12:05 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 タオル、飲み物、シューズ 

◆申 込 大内地域交流センター 

 簡単な手話（名前、あいさつ）や指文字

を習ってみよう 

◆日 時 7/26(土 )  14 :00～ 15 :00 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆申 込 7/25までに大内地域交流ｾﾝﾀｰ 
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 簡単なダンスをしましよう！ 

◆日 時 8/7(木 )  13 :30～ 14 :30 

◆対 象 小学生低学年 

◆定 員 20人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 飲み物、運動靴 

◆申 込 前日までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

ろうどくげきをやってみましょう！ 

 はじめての人でもだいじょうぶですよ！ 

◆日 時 8/4 ,8/25(月 ) 13 :00～ 14 :30 

◆対 象 小学2～6年生 10名 

◆持参物 筆記用具 

◆参加費 いりません 

◆申 込 3日前までに 

         大内地域交流センターへ 

 空手にちょうせんしましょう！ 

◆日 時 8/ 10(日 )  12 :30～ 14 :00 

◆対 象 幼稚園年中～小学生 

◆定 員 20人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆その他 運動ができる服装で。 

◆申 込 8/4までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 楽しく絵てがみをかいてみよう。 

◆日 時 8/1 (金）13:30～15:30 

◆対 象 小学3年～6年生 

◆定 員 8人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 絵の具セット、筆、水入れ、 

 パレット、鉛筆、布、はがき大の画用紙数枚 

◆申 込 7/25までに大内地域交流センターへ 

 誰でも踊って遊べるフォークダンスで

す。お気軽に参加してください 

◆日 時 7/30(水 )  10 :00～ 1 1 :00 

◆対 象 小学生以上 

◆参加費 いりません 

◆持参物 上靴、飲み物 

◆申 込 前日までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 みんなで卓球を楽しみましょう！ 

◆日 時 8/6(水 )  12 :45～ 14 : 15  

◆対 象 小学3年生以上 

◆定 員 12人（先着順） 

◆その他 体育館シューズ、飲み物、 

 タオル、ラケット（貸出可） 

◆申 込 8/1までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 楽しく絵てがみをかいてみよう。 

◆日 時 8/11（月) 13:30～15:30 
◆対 象 小学4年～6年生 

◆定 員 6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 絵の具セット、筆、水入れ、 

 パレット、鉛筆、布、はがき大の画用紙数枚 

◆申 込 8/4までに大内地域交流センターへ 

 日本ならではの「おどり」を、おどっ

てみませんか？ 

◆日 時 8/4(月 )   14 :30～ 15 :30 

◆対 象 小学生 

◆参加費 いりません 

◆持参物 甚平または浴衣 

     足袋又はソックス 

◆申 込 7/31までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

 日本で一番古い体操をしてみませんか 

◆日 時 8/ 1 1 (月 )  10 :00～ 1 1 : 30  

◆対 象 小学3～6年生 

◆定 員 4人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 バスタオル、運動できる服装 

◆申 込 8/4までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ  

 空手の基本を体験してみよう。 

◆日 時 毎週水曜日（7/30は除く） 

 幼児～低学年 18 :00～ 19 :00 

 高学年以上 19 :30～20:30  

◆対 象 3歳以上 

◆定 員 各回 15人（先着順） 

◆参加費 100円 

◆持参物 飲み物、タオル 

◆申 込 前日までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

子ども生け花教室 ：第4土曜日  

子どもいご講座 ：第 1 ,3土曜日  

子ども鷺流狂言  ：第 1 ,3土曜日  

手芸教室 ：第4水曜日  

 ※手芸・生け花は申込が必要です。 

 １週間前までに申込をしてください。 

13 :00～ 15 :00  

13 :00～ 14 :30 
15 :00～ 16 :00 
15 :30～ 17 :00 


