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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１４年１２月１５日号 

人口 ２３,４００ 人 男性 １１,２３４ 人

世帯 ９,５７８ 世帯 女性 １２,１６６ 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 

 27年度の交流センター及び学校体育施設の定期利

用の募集をします。1/16（金）までに定期利用申請

書を、大内地域交流センターに提出して下さい。 

 様式はセンター事務室にあります。平日の 17時 

15分までに取りに来て下さい。 

 26年度の定期利用団体についても申請が必要で

す。27年度も利用を希望する場合は大内地域交流

センターまで申請書類を取りに来て下さい（27年
度、優先的に利用できる訳ではありません）。 

 なお、申請書類の郵送は行いませんので、御注意

下さい。 

☆センター定期利用は2/4（水） 19：00から、

学校体育施設定期利用は2 /18（水） 19：00か

ら交流センターにおいて調整会議を行いま

す。申請書提出団体は忘れずに出席して下さ

い。 

※学校体育施設とは、大内

小・大内南小の体育館と運

動場、及び大内中の体育館

のことです。 

 

 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

は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（大掃除のため） 

  12月26日（金） 17 :00から 1月4日（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（金） 17 :00から 1月4日（日）まで 

 ※2月 1日以降の使用予約受付は 1月5日（月）からです。 



２０１４年１２月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 第37回大内まつりを平成27年4月 19日（日）に開催しま

す。大内地区が誇る春の一大イベント、「大内まつり」に

参加する「出展・出演者」を募集します。 

 みんなで一緒にまつりを盛り上げてみませんか？ 

 

 ◆募集内容 大内まつり出展・出演者 

   ※前回の参加団体には個別にご案内します。 

  

 ◆応募先 大内地域交流センター ℡927-0473 

       締切り 1月8日（木） 

  

 ◆第１回実行委員会を下記のとおり行います。 

  ※応募された団体はお集まりください。 

   日 時 平成27年1月14日（水）19:00～ 

   場 所 大内地域交流センター 

 今年も年の始めに、 1年の健康を願い、

昔から続いてきた『七草』の行事を大切

にして、七草がゆをいっしょに作って食

べてみませんか？ 

◆日 時 平成27年 1月6日(火) 

 9:30～ 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆対 象 子どもからおとなまで、 

 どなたでもどうぞ。 

◆定 員 40人（先着順） 

◆参加費 100円 

◎献立 

・七草がゆ 

・けんちょう 

・白菜のおきな漬け 

・みかん 

◆持ち物 エプロン・三角巾・手拭きタオル 

◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473 

◆主 催 山口市食生活改善推進協議会大内地区 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

優勝した宮本さん（左）と錬心舘山口県

地区本部長の山本さん（右） 

 大内地域交流センター大集会場で毎

週水曜日に活動している、錬心館空手

山口県地区本部に所属する宮本大夢さ

ん（大内在住）が去る11月16日（日）に

岡山市総合文化体育館で開催された

第6回錬心館中・四国空手道選手権

大会一般男子型の部で見事優勝さ

れました。 

 宮本さんは今回の優勝で第4回大

会から3連覇を達成。来年8月に台

湾で開催予定の国際親善大会への

出場も決定しています。 

 「体重や体脂肪を減らしたい」「運動の

方法を教えて欲しい」「食生活を見直した

い」など、健康づくりに関するお悩みや

疑問・相談などある方は、お気軽に健康

相談をご利用下さい。まずは一度お越し

になりませんか？ 

◆日 時 1 /6（火) 13 :30～ 14 :30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆内 容 保健師による健康相談･血圧測定・ 

     体脂肪測定。 

◆料 金 無料 

◆問合先 市保健センター (921-2666) 

   男子の部 

 優 勝 氷上Ａ   

 準優勝 茅野神田Ｂ 

 第３位 小京都 氷上Ｃ 

   混合の部 

 優 勝 茅野神田 

 準優勝 氷上 

 第３位 菅内台Ａ 金成団地Ａ 

   女子の部 

 優 勝 茅野神田Ｂ 

 準優勝 氷上Ａ 

 第３位 宮ノ馬場 茅野神田Ａ 

 12月7日（日）、後期ソフトバレーボール

大会が開催されました。 

 例年はやまぐちリフレッシュパークを会

場に開催されるのですが、今回は同会場が

補修工事に入り使用できないため、

男子と女子の部を大内中学校体育

館、混合の部を大内小学校体育館と2

会場に分けての開催となりました。 

 各町内から多数の参加があり、男

子の部 17チーム、女子の部 14チー

ム、混合 14チームが寒さに負けず熱

戦を繰り広げました。 

 参加された皆さん、お世話された役員の皆さん大変お疲れ様

でした。大会の結果は右のとおりです。 
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 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

緋の天空 葉室 麟 

川の光 外伝 松浦 寿輝 

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤 

まんがでわかる 7つの習慣② 小山 鹿梨子 

住まい方 ハンドブック② 近藤 典子 

ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとうわきこ 

だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ 

おかあさんだいすきだよ みやにしたつや 

 年末年始にあたり市立中央図書館、小郡図書館、秋穂図書館、阿知須図書館、徳地図書館、阿東図書

館は、 12月29日（月）から 1月3日（土）まで休館いたします。 

 また、市立図書館及び大内地域交流センターに設置されている「市立図書館用返却ポスト」はそれぞ

れ下記の間、受け入れを休止します。 

 ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

記 

 

  市立図書館 返却ポスト休止期間      大内地域交流センター 返却ポスト休止期間 

   平成26年 12月28日（日） 17 :00から      平成26年 12月26日（金） 17 :00から 

   平成27年 1月 4日（日） 8:30まで      平成27年 1月 5日（月） 9:00まで 

・ 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。 

 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。 

 ◆日 時 平成27年1月8日（木）、1月9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4月1日から平成26年6月30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） 


