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 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

・ 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。 

虚ろな十字架 東野圭吾 

約束の海 山崎豊子 

眠る魚 坂東眞砂子 

「ななつ星」物語 一志治夫 

里山資本主義 藻谷浩介 

立体切り紙12カ月 大原まゆみ 

せんそう 

昭和20年3月10日 東京大空襲のこと 
文・塚本千恵子 

絵・塚本やすし 

ピヨピヨ はじめてのキャンプ 工藤ノリコ 

1日 金 胃がん検診 
7:30 

～9:00 
大内地域交流センター 11日 月 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 

2日 土 青少協標語看板作り 9:00～ 大内地域交流センター 21日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

2日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 21日 木 体協第2回役員会 19:00～ 大内地域交流センター 

3日 日 山口市子ども会球技大会 8:30～ リフレッシュパーク 23日 土 
第31回子ども会 

「夏のフェスティバル」 
11:00～ 大内地域交流センター 

6日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 25日 月 第3回体育委員会 19:00～ 大内地域交流センター 

9日 土 
第3回子どもの会長・副

会長会議 
10:00～ 大内地域交流センター 27日 水 子ども手芸教室 15:00～ 大内地域交流センター 

大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    6・20日（水） 

去る6月16日、平成26年度大内地区人権学習推進協議会の総会を開催しました。 

平成25年度の事業報告及び決算、平成26年度の事業計画及び予算についてそれぞれ承認をいただきました。 

昨年度は第20回の記念大会として開催しましたが、今年度の「大内地区じんけん学習まちづくり大会」も下

記により開催します。 

また恒例の山口市人権講座も大内地域交流センターを会場とする講座が下記のとおり開催されます。 

是非この機会に「人権」について考えてみませんか。多くの方の参加をお待ちしています。 

山口市人権講座 

◆日 時 9月8日（月）13:30～15:30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆講 師 霜川 正幸 氏（山口大学教育学部教授） 

 演 題 「今、子どもたちに伝えたいこと」 

     ～子どもの目線から「人権」を見つめて～ 

◆問合先 山口市人権推進課 

     TEL 083-934-2784 

第21回大内地区じんけん学習まちづくり大会 

◆日 時 11月9日（日）13:00～15:30（予定） 

◆場 所 大内小学校 

◆講 師 坂本 昌穂 氏 

◆問合先 大内地域交流センター 

     TEL 083-927-0473 
※詳細は時期が近づきましたら改めてお知らせします。 
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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８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 ２３，３９９人　 男性 １１，２４９人

世帯 ９，５５１世帯 女性 １２，１５０人

 大内まちづくり協議会では、大内の自慢できる風景や行事の写真を募集しています。 

〈応募規定〉平成26年7月 1日から9月30日までに撮影したもの。 

〈応募方法及び締切り〉2Ｌの大きさの写真を所定の応募用紙に貼付し、撮影場所の地図、写真の解     

           説・感想を記入の上、応募してください。 

           応募用紙は大内まちづくり協議会事務局か同WEBページで入手できます。 

           ※締切り 10月 10日（金） 

 応募いただいた作品（春・夏・秋・冬）の中から、最優秀賞（ 1点）、優秀賞（2点）、入選（5点）

を選びます。 

 その他詳細は、大内まちづくり協議会にお問い合わせいただくか、同WEBページをご覧ください。 

 ※「秋（ 10月 1日～ 12月31日）」・「冬（ 1月 1日～3月31日）」の写真も後日、おおうちだよ

り等を通じて募集します。 

〈応募・問合先〉大内まちづくり協議会（大内地域交流センター内） 

        TEL 050-1265-7063 

 大内まちづくり協議会では、次のまちづくり計

画（平成28年度～32年度）の策定に当たり住民の

皆さんの生活上の課題や地域への思いをお聞きす

るためにアンケート調査を行います。 

 対象者は「山口市個人情報保護条例」による手

続きを経て、山口市の協力によ

り無作為抽出で選出されます。 

 調査票が届きましたらご協力

をお願いします。 

播種から約6週間。 

梅雨も明け、夏本番。

ひまわりの季節がやっ

てきました。 

強い日差しを受け、 

ぐんぐん育ってま

す。 



２０１４年８月１日号 

◆日 時 平成26年8月30日（土） 10:00～12:00 

◆会 場 サンフレッシュ山口（山口勤労者総合福祉センター） 

     山口市湯田温泉五丁目5番22号 TEL083-933-0011 

◆講 師 KDDI株式会社 ケータイ安全教室 

     専任講師 大久保 輝夫 氏 

◆対 象 どなたでも（保護者、幼稚園・保育園・小中学校 

(先着40名)      教職員、青少年育成団体関係者等） 

◆持参物 筆記用具 

◆託 児 無料（要申し込み） 

◆申込・ 山口市教育委員会 社会教育課 

 問合先  TEL083-934-2865 

1987年DDI（現KDDI）に入社。総務部、首都圏営業部東京支店に勤務された

後、DDIポケット（現ウィルコム）出向されました。 

帰任後、KDDI教育推進部長を経て、2007年からは総務部CSR・環境推進室担当部長としてご活躍されるか

たわら、年間200回を超える講演を実施してこられました。今年4月からは、ケータイ安全教室の専任講師

として引き続き全国各地を飛び回っておられます。 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

携帯電話やスマートフォン以外にも、ゲー

ム機や音楽プレーヤーでインターネットに

接続できるものがあることをご存知です

か？ 

ネット犯罪や課金トラブルから子どもたち

を守るためには、まず私たち大人がネット

トラブルの現状を知る必要があります。 

子どもたちが親の目の届かない世界で迷子

になってしまわないように、最新の情報を

学んでみませんか？ 

 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 8月21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 

２０１４年８月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

7月19日（土）、大内地域交流センターにおいて、毎
年恒例の子どもカレーづくり講座が開催されまし
た。 
小学1～6年生の男女34名が、4つのグループに分か
れて、カレー作りに挑戦しました。 
野菜の皮の剥き方、切り方、大きく切りすぎると火が
通りにくいこと、鍋に入れる材料の順番など色々習い
ながら、みんなで協力して取り組みました。包丁で指
を切った子もいましたが、大きなケガはなく、元気
に美味しいカレーを食べることができました。 
本講座の開催にあたり、野菜をご提供いただいた
り、講師役を務めていただいた地域の皆さま方、 
ありがとうございました。 

7月24日（木）、昆虫教室を開催しました。昨年に引
続き実施したこの企画、今年もバスの定員いっぱい

となる約40名の参加がありました。 

国立山口徳地青少年自然の家周辺の草木が生い茂る

山道、急斜面もありましたが、子どもたちは元気

いっぱいに駆け回ってました。 

今回も大内南小学校の田中校長先生に講師をお願い

しました。校長先生が木を蹴るとクワガタ虫がぽと

りと落ちてきます。クワガタ虫が落ちた音を聞き漏

らさないよう木の周りでスタンバイ

した子どもたちは真剣な顔で耳を澄

ませています。 

クワガタ虫を見つける度にテンショ

ンが上がっていく子どもたち、全部

で約40匹もクワガタ虫を捕まえるこ
とができました。 

子どもたちのためにご協力いただい

た田中校長先生、山道を付いて歩い

ていただいた保護者の皆さんありが

とうございました。 

 

 大内子ども会の夏休み恒例行事「夏のフェスティバル」が大内地域交流センターで開催されます。 

 子ども達が企画したゲームやお化け屋敷、特設屋台などが会場に並びます。 

 ※後日配布される「子ども会のちらし」をご覧下さい。 

 日 時：8月23日（土） 1 1：00～ 15：00（予定） 

 場 所：大内地域交流センター 

     ※会場に駐車場がありませんので、お車でのお越しはご遠慮下さい。 


