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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１４年１２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 

◆日 時 12 /23日(火･祝) 13時から 

◆場 所 大内地域交流センター 大集会場 

◆対 象 地区在住者で、みんなと楽しく作れる人 

     年齢等は問いません 

◆定 員 100人程度 

◆参加費 100円 (輪飾り、門松とぜんざいの材料費 ) 
◆持参物 ぜんざい用の「はし」と「おわん」 

◆その他 ①寒くないようにして来てください 

 ②動きやすい服装で来てください 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 
    12月 10日（水）締切 
 

※本事業は、地区の三世代交流のために行うものです。 

 知らない人とも仲良くなって、みんなで楽しく交流してく

ださいね。 
 

☆主催 大内地区子ども会育成連絡協議会 

 日本に昔から伝わる文化を学びながら、た

くさんの人と仲良くふれあうための場です。 

 お一人でも、御家族でも、グループでも構

いません、どうぞお気軽に御参加ください。 

 ぜんざいも準備されるので、世代を越え

た、楽しい時間を過ごしましょう！ 

 

人口 ２３,４１０ 人 男性 １１,２３６ 人

世帯 ９,５７３ 世帯 女性 １２,１７４ 人

 大内地域交流センターの年末年始

の休館日等は右記のとおりとなりま

す。また大内小、大内南小、大内中

の運動場及び体育館も、右記の間利

用停止となります。 

 

※定期利用団体の利用もできません。 

ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い

します。 

◎大内地域交流センター◎ 

 ◆年末大掃除 12月24日(水)9:00～ 1 1 : 30 

 ◆公務納め  12月26日(金) 17 : 15まで 

 ◆公務始め  平成27年 1月5日(月)8:30から 

 ◆センターの利用停止期間 

  12月24日（水） 8:30から22:00まで 

  12月26日 ( 17 :00から ) 1月4日まで 

◎大内小、大内南小、大内中体育施設◎ 

 ◆利用停止期間 12月26日 (17 :00から ) 1月4日まで 

 ※2月 1日以降の使用予約受付は 1月5日からです。 
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 子育て中のパパ・ママへ。子育ての合間に、心と体をリフレッシュして親子で楽しくほっとする時間

をつくってみませんか？がんばっているパパとママへの応援講座です。  

 ◆日 時 12月 12日（金） 10 :00～ 1 1 : 30 ◆会 場 大内地域交流センター 講堂 

 ◆対 象 乳幼児とパパ＆ママ 

  ◆持参物 運動できる服装、水筒、タオル 

 ◆申込先 大内まちづくり協議会 ℡050-1265-7063 締切 

 ◆内 容 ①「リズムに乗って！～心とからだのリフレッシュ！」 

        講師 健康体操 清王節子さん 

      ②語らいカフェ（託児あり）「パパ・ママライフを楽しむ秘訣！」 

 今年も大内小フェスタが開催されます。 

 小さいお子様から、おじいちゃん・おばあちゃんま

で、どなたでも楽しめるお祭りです。 

◆日 時 12月 13日（土）9:30～ 14 :30 

◆場 所 大内小学校 

◆駐車場 農林総合技術センターグラウンド 

◆内 容 バザー、ゲーム、飾りもの等販売、 

     体験コーナー、飲食（うどん・フランクフ 

     ルト・きなこ揚げパン等）、おもしろい企 

     画（体操、クイズ）、もちまき等 

◆問合先 大内小学校ＰＴＡ（大内小学校内） 

     ℡083-927-0011 

 1 1月 16日、大内小・大内南小体育館にて大内地区

女子後期バレーボール大会が開催されました。 

 1部・2部とも4町内ずつの計8町内が参加し、熱戦を繰

り広げました。 

 参加された選手の皆さん、お世話いた

だいた役員の皆さんお疲れ様でした。 

 大会結果は以下のとおりです。 

   １部       ２部 

 優 勝 氷上   優 勝 高芝 

 準優勝 御堀   準優勝 殿河内 

1部優勝の氷上自治会の皆さん 

2部優勝の高芝町内会の皆さん 
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 1 1 /9（日）に第21回大内地区じんけん学習まちづくり大会が大内小学校体育館で開催され、約 240人の

ご参加をいただきました。大内吹奏楽団あ～べんとの演奏で開会し、児童・生徒の強い決意に溢れた意見

発表、坂本昌穂先生の心温まる講話と続き、大内中学校合唱部の歌声に酔いしれ、最後は会場の全員でふ

るさとを合唱し盛会のうちに終わりました。多くの方々のご支援とご協力により、大変有意義な大会とな

りました。 

大内地区人権学習推進協議会 

 先日の大内地区じんけん学習まちづくり大会でも素晴ら

しい演奏を披露していただきました、大内吹奏楽団あ～べ

んとのクリスマスコンサートが開催されます。 

 例年、大内地域交流センターで開催されていましたが、

今年は仁保地域交流センターでの開催となります。 

 今回は定番のクリスマスソングや今年大ヒットした「ア

ナと雪の女王」など、幅広い世代の皆さんに気軽にお楽し

みいただける曲が予定されています。 

◆日 時 12月7日（日） 14:00開演（13:30開場） 

◆会 場 仁保地域交流センター 仁保ホール 

◆主 催 大内吹奏楽団あ～べんと 

◆問合先 大内吹奏楽団あ～べんと 

     代表 東川 ℡090-7124-3275 

 ※入場無料です 

■日 時 12月 18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 

     ℡083-927-0473 

☆地域の子どもたちの意見発表  
 小・中・髙校生のまっすぐな意見に会場の大人も

大きな感銘を受けました。  

 ◇「一人一人が世界に一人だけの自分」 

    大内小学校６年     佐々木 麻衣さん 

 ◇「だれもが学べる世界へ」 

    大内南小学校６年    吉松 真之介くん 

 ◇「一人ひとりが輝く町へ」 

    大内中学校２年     片山 沙耶さん 

 ◇「地域活動に参加して」 

    西京高等学校２年    阿部 未月さん 

                岸本 美咲さん 

☆講演の概要 演題 「優しき勇者」 

  講師  前周南市教育長 

      元山口県立南陽工業高校野球部監督 

       坂本 昌穂 氏 

  内容 南陽工業高校野球部監督時代に教え子とし

て出会った故津田恒美投手とのエピソードを交えなが

ら、津田投手の優し過ぎる性格から来る心の弱さ、弱

さを強さに変え、優しさと強さを併せ持つ真の勇者と

なっていく津田投手の成長を温かい指導者の視点で

語っていただきました。 

 先入観で人を見ず、人は変われるということを信じ

て人と接することが大切。そうして築いた信頼し合え

る人間関係こそが

人生の豊かさに繋

がっていくという

ことを教えていた

だきました。 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    3・ 17日（水） 

3日 水 民児協定例会 14:00～ 大内地域交流センター 17日 水 子ども手芸教室 15:30～ 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 18日 木 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

7日 日 地区ソフトバレーボール大会 9:00～ 
大内小学校 

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

9日 火 育児学級 クリスマス会 10:00～ 大内地域交流センター 23日 火 
三世代交流輪飾り・ 

ミニ門松づくり 
13:00～ 大内地域交流センター 

12日 金 
大内でパパ・ママライフを 

楽しもう 
10:00～ 大内地域交流センター 24日 水 センター大掃除 9:00～ 大内地域交流センター 

15日 月 第3回体協役員会 18:30～ 大内地域交流センター 25日 木 子ども生け花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

・ 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。 

◆日 時 1月 11日（日） 14:00～  

◆場 所 山口市民会館 

◆対 象 平成6年4月2日～平成7年4月 1日 

     の間に生まれた方 
 

★大内地区の新成人の写真撮影を、式典前の 

 13:00から山口市民会館展示ホールで行います

ので、遅れないように集まって下さい。 

★当日は会場が冷え込むことが予想されま

すので、防寒具の準備をお願いします。 
 

◆問合先 山口市社会教育課 (934-2865) 

 山口市では成人式を平成27年 1月 1 1日 (日 )午後2時

から「山口市民会館」で開催します。 

 当日は会場までバス（ 12 :20 大内地域交流セン

ター発）が出ますので、利用を希望される方は、

12月 11日(木)までに 

 山口市社会教育課(934-2865)まで申込み

をしてください。 

 案内状が届かない場合や山口市以外に住所が

あって山口市の成人式に参加したい場合には、山

口市社会教育課まで御連絡ください。 

 成人式で撮影する、大内地区新成人の記念写真は有料(写真代 1,500円)および事前申込制となります。 

 ご希望の方は、１月２３日（金）までに代金とともに大内地域交流センターに申込みください。 

 申込みされないと、写真をお渡しすることができませんのでご注意ください。  

   ◆問合せ 大内地域交流センター (927-0473) 

鹿の王 上・下 上橋 菜穂子 

阿蘭陀西鶴 朝井 まかて 

「自分」の壁 養老 孟司 

目は１分でよくなる！ 今野 清志 

まいにち食べたい“ごはんのような”

クッキーとビスケットの本 
なかしましほ 

宇宙のしつもん 荒舩 良孝 

メリークリスマス、ぺネロぺ！ アン・グットマン 

しんかんくんのクリスマス のぶみ 


