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２０１４年９月１日号 

発行／山口市大内地域交流センター（旧公民館） 

   山口市大内矢田北一丁目１０番１１号 

   ＴＥＬ・ＦＡＸ／０８３－９２７－０４７３ 

人口 ２３,４２３ 人 男性 １１,２６７ 人

世帯 ９,５７１ 世帯 女性 １２,１５６ 人

 大内まちづくり協議会生活

環境部会のメンバーと大内中

学校の生徒が一緒に種をまい

たひまわりが大きく育ち、ひ

まわりの迷路になりました。 

 8月 19日には大内保育園の園

児が遊びに来てくれました。

子ども達は元気いっぱい、迷

路を走り回って楽しんでいました。 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 氷上橋歩道橋の工事も終わり、こ

の度標記の工事を実施することとな

りましたのでお知らせします。 

 また、交差点改良工事に伴い下記

の関連工事を行いますので併せてお

知らせします。 

 施工業者、交通規制などの詳細が

決まりましたら、工事看板等でお知

らせいたします。 

◆場  所 氷上ロータリー周辺 

      （右図参照） 

◆実施期間 平成26年～ 

       平成28年（予定） 

◆担 当 課 山口市都市整備部道路河川建設課（℡934-2838） 

◆関連工事 上水道工事 山口市上下水道局水道整備課（℡933-6672） 

      下水道工事 山口市上下水道局下水道整備課（℡933-6694） 

      ガス工事  山口合同ガス㈱山口支店（℡922-7500） 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 8月10日、山口市子ども会球技大会が開催され、男子

ソフトボール5チーム、女子フットベースボール9チーム

が熱戦を繰り広げました。 

 当初8月3日開催予定が雨により順延となり、10日も台

風11号の影響で開催が危ぶまれましたが、 なんとか開催

することができました。 

 参加いただいた選手、指導者、保護者の皆さん、お世

話いただいた役員の皆さん、ありがとうございました。 

 大会の成績は以下のとおりです。 

 ノラ猫による糞尿や鳴き声等でお困りの皆様、地域ぐるみで解決する方法を学びませんか？ 

 地域猫発案者の横浜市職員、黒澤泰さんを講師に迎え、学習会を開催します。 

 ◆日 時 平成26年9月 10日（水） 14 :00～ 16:00 

 ◆場 所  山口県教育会館 1階第 1研修室 

 ◆主 催 山口県  

 ◆申込・受講費用 不要 

 ◆問合先 山口県生活衛生課（℡083-933-2974） 

 ◆日 時 平成26年9月11日（木）、12日（金） 両日とも10時～12時 

 ◆場 所 大内地域交流センター 

 ◆対 象 平成26年1月1日から平成26年3月31日の間に生まれた乳児とその保護者。 

    ※受付は随時行います。 

    ・所要時間は15分程度です。 

    ・対象者にはハガキでご案内いたします。 

 ◆問合先 山口市立中央図書館（℡901-1040） 

 山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児とその保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通し

て親子の絆を強めることができる「ブックスタート体験会」を開催しています。ぜひご参加ください。 

～大会結果～ 

○男子ソフトボールの部   ○女子フットベースボールの部 

 優 勝：小京都Ａ      優 勝：茅野神田 

 準優勝：吉敷マウンテンズ  準優勝：小京都Ｂ 

               第三位：下千坊 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 やまぐちリフレッシュパーク所長 松本博之氏による中高年の健康づくりのお

話しと体験講座を開催します。皆さんお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。 

 ◇日 時 9月26日（金） 10：00～ 12：00 

 ◇会 場 やまぐちリフレッシュパーク（山口市大内長野） 

 ◇講 師 やまぐちリフレッシュパーク所長 松本博之氏 

 ◇費 用 無料 

 ◇持参物 室内シューズ 

 ◇主 催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

 ◇申込先 9／ 19（金）までに大内まちづくり協議会事務局 

      （大内地域交流センター内）へ（℡050-1265-7063） 

 日頃、運動が足りないと感じている皆さ

ん、日常生活のちょっとした工夫で歩数は増加し

ます。普段の生活をちょっと工夫して、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？ 

 ご家族やご近所、職場仲間など誘い合ってお申

し込みください。もちろんひとりでのお申し込み

も可能です。 

 歩数またはウォーキング時間を記録し、記録表

を3ヶ月間提出された方の中から抽選で活動量計を

プレゼントします。 

◆チャレンジ期間 平成26年10月1日（水）～12月31日（水） 

◆参 加 費  無料（ただし、記録表を郵便で提出する場合の 

       郵送料は自己負担。） 

◆申込方法  受付場所に備え付けの申込書に必要事項を 

       記入し、窓口持参、電話、郵送、FAX、 

       ｅメールで申し込んでください。 

◆受付期間  平成26年8月15日（金）～9月25日（木） 

◆受付場所  各保健センター及び各地域交流センター 

      ※ちらし・申込書は各受付場所にあります。 

       市ウェブサイトからもダウンロードできます。 

◆問 合 先  山口市保健センター（℡083-921-2666） 

 暑い夏が過ぎると、スポーツの秋がやって来ますね。 

 さて、来たる9月20日（土）には、大内南小学校と大

内小学校で運動会が開催されます。楽しい種目がたくさ

ん予定されていますが、その中で、27年度に入学予定の

お子さんによる「かけっこ」を行います。 

 小学校の広い運動場を友だちと力いっぱい走って

みませんか。たくさんのお子さんの参加をお待ちし

ております。 

◆問合先 大内南小学校 ℡927-7373  

     大内小学校  ℡927-0011 

  

 

 

 

【集合予定時刻】 

 大内南小学校 ～ 午前 1 1時頃 

 大内小学校  ～ 午前 10時頃 

          ※雨天順延 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    3・ 17日（水） 

2日 火 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 16日 火 
地区スローピッチ 

ソフトボール大会抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 

3日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 17日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

6日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 20日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

8日 月 山口市人権学習講座 13:30～ 大内地域交流センター 21日 日 
地区スローピッチ 

ソフトボール大会 
8:30～ リフレッシュパーク 

9日 火 母子相談 9:30～ 大内地域交流センター 24日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

10日 月 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 27日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

14日 日 市民体育大会 9:00～ 維新百年記念公園他      

ヤマの疾風 西村 健 

川の光２－タミーを救え！ 松浦 寿輝 

ＨＨｈＨ プラハ、1942年 ローラン・ビネ 

仕事・人間関係 どうしても許せ

ない人がいるときに読む本 
心屋 仁之介 

化粧品を正しく使えば 

あなたはもっとキレイになる。 
川島 眞 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 74巻 尾田 栄一郎 

きせきのお花畑 藤原 幸一 

いのちをいただく 

 みいちゃんがお肉になる日 

原案 坂本義喜 

作 内田美智子 

絵 魚戸おさむ 

・ 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。 

 今年度の住居表示実施区域に関する審議会が終了したことに伴い、8月8日、審議会会長から市長へ答申がありま

した。 

 答申の内容は、審議会で審議された、実施区域・住居表示の方法・新しい名称（町名）についての3項目で、下

記のとおりです。 

 今後は、9月市議会で実施区域及び住居表示の方法について議会提案し、可決されれば、10月に新しい町名及び

区域の公示を行います。 

 なお、今年度から河川を町の境界とする際には、河川の中心線を基本とすると

規定したことに伴い、昨年度住居表示を実施した大内矢田及び大内長野の一部に

隣接する仁保川部分を追加することについて、併せて議会提案します。 

 

 ◇答申内容 

  実施区域：氷上（一部を除く）、金成団地、高芝の一部 

  住居表示の方法：街区方式 

  新しい名称（町名）：大内氷上一丁目～七丁目 


