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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１４年１１月１日号 

人口 ２３,３８７ 人 男性 １１,２３１ 人

世帯 ９,５６０ 世帯 女性 １２,１５６ 人

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 

 10月26日（日）大内小学校で第62回大内地区健康体

育祭が開催されました。 

 地区内の多くの皆さんが参加され、選手の繰り広げ

る熱戦に各町内の応援席から声援が飛び交い活気に満

ち溢れ、とても良い親睦の場となりました。 

 総合優勝は2年連続で茅野神田自治会が勝ち取りま

した。 

 参加された皆さん、大変お疲れ様でした。 

連覇を果たした茅野神田自治会 

今年の選手宣誓は菅内台自治会 
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 ☆第62回健康体育祭結果  

  総合 
子ども会リレー 

男子 女子 

優 勝 茅野神田 茅野神田 小京都 

準優勝 上矢田 小京都 茅野神田 

第三位 下千坊 下矢田 氷上 

 ☆団結力コンテスト  

グッドマーチ賞 中矢田 

第二位 殿河内 

第三位 茅野神田 

菅内幼稚園 鼓笛隊の演技 

 今回で2回目となった入場行進の際に行わ

れる「団結力コンテスト」。各町内が様々な

趣向を凝らし、盛り上がりました。 

 結果は仮装のインパクトが強かった中矢田

町内会がコンテスト第1位のグッドマーチ賞

を獲得しました。 

グッドマーチ賞に輝いた中矢田町内会 

第二位の殿河内自治会 

第三位の茅野神田自治会 
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 大内中学校で講演会とコンサートが開催されます。いずれも入場

無料です。この機会に是非大内中学校へお越しください。 

☆大内中学校人権教育講演会 

 ◆日時 1 1月 12日（水） 13 :25～ 14 : 15 公開授業（各教室） 

            14 :45～ 15 :45 講演会（体育館） 

 ◆場所 大内中学校 

 ◆講師 内田 美智子 先生 

     演題「いのちをいただいてつなぐこと」 

※内田先生は福岡県で助産師、思春期保健相談士をされなが

ら日本全国で「命の大切さ」について講演をされてます。 

☆白井崇陽トーク＆ライブショー 

 ◆日時 1 1月21日（金） 1 1 : 15～ 12 : 15  

 ◆場所 大内中学校 体育館 

 ※白井崇陽氏は 1984年生まれ、3歳の時に

病気が原因で失明。直後にバイオリンを始

め、点字の楽譜で勉強を続け、2008年プロ

デビュー。音楽アーティストの他、陸上競

技アスリートとして活躍。2007年8月、ブ

ラジルで行われた国際視覚障がい者スポー

ツ協会主催の世界選手権で3段跳びで5位、

走り幅跳びで8位の成績を収める。 

今年は大内地区で野生鳥獣（サル、イノシシ）が出没したとの目撃情報が多く寄せ

られています。 

 サルやイノシシに遭遇したときに急に動いたり、逃げ出すと向かってくる可能性がありますので、騒が

ずゆっくりと距離をとってください。 

 危険ですので決して興味本位でからかったり、刺激したりしないようにしてください。  

 また、餌を与えないようにしてください。餌を与えるとその付近に居着いてしまう可能性があります。

小さな子供のサルやイノシシでも可愛いからと餌を与えることは絶対にしないでください。  

 民家の近くに餌となる野菜くずなどを放置すると野生鳥獣の餌場になる可能性がありますので放置しな

いようにしてください。 

 野生鳥獣を目撃したら、警察か地域交流センターへご連絡をお願いします。   

 写真やイラストを自由にレイアウトして自分流の年賀状をパソコンで作ってみませんか。  

 エクセルとワードを使って年賀状の作成をゆっくりと分り易く学べます。  

 過去に受講されたことがある方も大歓迎です。遠慮なくお申し込みください。  

 

 ◆日時 1 1月 12日（水）、 1 1月 19日（水） 13 :30～ 15 :30 

 ◆場所 大内地域交流センター 

 ◆受講料 1 ,500円（2回分） 

 ◆持参物 ノートパソコン 

 ◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473  

 

 ※受講料は2回分をまとめて 12日にお支払いください。 

  ノートパソコンがない方は貸出しますので、申し込みの際にお伝えください。  
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    5・ 19日（水） 

1日 土 第18回歩いて見よう会 8:30～ 大内地域交流センター 12日 水 パソコン講座① 13:30～ 大内地域交流センター 

1日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 15日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

4日 月 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 16日 日 女子後期バレーボール大会 8:30～ 大内小・大内南小 

5日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 19日 水 パソコン講座② 13:30～ 大内地域交流センター 

9日 日 
第21回大内地区じんけん学習 

まちづくり大会 
13:00～ 大内小学校 22日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

10日 月 
女子後期バレーボール大会 

抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 26日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

11日 火 母子相談 9:30～ 大内地域交流センター 27日 木 食推さんの料理教室 9:30～ 大内地域交流センター 

山女日記 湊 かなえ 

天の光 葉室 麟 

昨夜のカレー、明日のパン 木皿 泉 

子どもの心のコーチング 菅原 裕子 

はなまるマーケット 

ミラクル調味料レシピ 

はなまるマーケット 

制作スタッフ 

かいけつゾロリの 

だいまじんをさがせ！！ 
原 ゆたか 

わたしの木、こころの木 いせ ひでこ 

へいわってすてきだね 
詩 安里 有生 

画 長谷川 義史 

・ 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。 

 金成山を愛する会では、下記日時に金成山

の伸びた雑木の下刈りなどの整備作業を行い

ます。 

 一緒に金成山を整備していただける方のご

参加をお待ちしています。 

 

 ◆日時 11月29日（土） 9:00～ 

 ◆集合場所 育成学校駐車場付近 

       （金成山登山口） 

 10月16日（木）に大内長野のやまぐちリフレッシュパークに

て、大内地区老人クラブ連合会主催の「秋の球技大会」が開

催されました。 

 さわやかな秋晴れの下、グラウンドゴルフ、ペタンク、

ゲートボールが実施されました。参加者全員、明るく、楽し

く、元気にプレーされ、大会はとても盛り上がりました。 


