
 朝の時間を有効に利用することは、自分のやる気を出すにも、脳の働きを活性化さ

せるためにもとても大切なことです。その貴重な時間を仕事や生活の幅を広げるため

の時間に使いませんか。 

 今回の朝活は、やまぐち総合研究所有限会社取締役所長の中村伸一氏を講師に迎え、

「強みを活かした仕事術」と題し、経営コンサルタントのプロに語っていただきま

す。仕事でも私生活でも役立つこと間違いなし！ぜひご参加下さい。 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年３月１日号 

人口 ２３,３８５ 人 男性 １１,２１８ 人

世帯 ９,５６９ 世帯 女性 １２,１６７ 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 

 講 師：中村伸一氏（やまぐち総合研究所有限会社取締役所長）  

 内 容：「強みを活かした仕事術」 

     ・強みの見つけ方と活用 ・水平思考で仕事をする   

■日 時 3月23日(月) 7:00～8:00 

■会 費 100円（会員制で会費は各回お支払いいただきます） 

■場 所 大内地域交流センター 

■その他 朝食はパンとコーヒーを用意します 

■定 員 20名 

■申込先 大内地域交流センター ℡927-0473（締切 3月 13日（金））  

  大内まちづくり計画策定委員になって、これからの大内のことを一緒に考えてみませんか？ 

◆活動期間 平成27年4月から平成28年3月末まで 

◆活動内容 住民対象のワークショップへの参加、計画案の作成等 

◆募集人数 若干名（応募多数の場合、委員会構成等を考慮し選考） 

◆応募条件 18歳以上。夜（概ね 19時から）または土日に行う会議等に出席できること 

◆申込み・ 大内まちづくり協議会事務局（大内地域交流センター内） 

 問合せ先 （〒753-0221 山口市大内矢田北一丁目 10番 1 1号 ℡050-1265-7063）  

      （ｅ-mai l ouchi_machizukur i@yahoo.co . jp） 

◆応募方法 住所・氏名・年齢・電話番号・地域づくりに対する夢（400字以内） 

      を持参、郵送、FAX、ｅメールのいずれかの方法で大内まちづくり協 

      議会事務局までご提出ください。（様式自由） 

◆募集期限 3月31日（火） 16時まで 



２０１５年３月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

男女共同参画社会の実現に向けて、政治・経済・文化等の基礎学習をはじめ、地域の生活課題につ

いて学習し、地域社会やグループ・団体などの身近な活動に、その成果を活かしてみませんか？ 

日 時 講座内容 講師および備考 

H27年 

4月9日 

開講式 

 コミュニケーションを深めて仲良くなろう！ 

 ボイスアカデミーコルデ 

  代 表  白松 あつ子 

5月 14日 
女性が活躍するためには 

 ワーク・ライフ・バランス 

 山口大学 経済学部 

  教 授  鍋山 祥子 

6月 1 1日 

子育て支援の現状 

 

 現場を語る 

 井関にこにこクラブ 

  主任指導員 上野 敦子 

 ほっとサロン西門前てとてと 

  センター長 中村 優子 

7月 16日 
学長講座 

 学長は語る 

 山口シティカレッジ学長 

  山口市長 渡辺 純忠 

8月20日 
くらしと経済 

 これからの消費税 ここがポイント 

 山口大学 経済学部 

  教 授  仲間 瑞樹 

9月 10日 
山口を知る 

 まちづくりを語る 

 山口大学 

  名誉教授 小谷 典子 

10月8日 
公開講座 

 シニアの社会貢献～必要とされる生き方～ 

 山口大学 

  名誉教授 小川 全夫 

1 1月 12日 視察研修旅行 防府市  防府市 

12月 10日 くらしと選挙 選挙制度～憲法の視点から～ 
 山口学芸大学 

  教 授  香川 智弘 

H28年  
1月 14日 

健康 いつまでも元気に活躍する秘訣 
 山口県立大学 

  理事長  江里 健介 

2月4日 くらしと政治 時事問題から 
 NHK山口放送局 

  局 長  坂井 律子 

3月 10日 閉講式 学びを活かすために 
 山口シティカレッジ 

  運営委員 

◆期 間 平成27年4月～平成28年3月までの 1年間 

◆日 時 毎月第2木曜日 10時～ 12時（9時半受付開始） 詳細は下表参照 

     ※H27.4月とH28.3月の講座は時間延長、 1 1月の視察研修旅行は一日研修となります。 

◆会 場 山口市男女共同参画センター（ゆめぽぽら）第 1講座室 

    （〒753-0074 山口市中央2丁目5-1 ℡934-2841）  

◆対 象 山口市に居住する市民（山口市内に勤務する方を含む） 

◆定 員 50人（初めて受講される方を優先します） 

◆受講料 年間2,500円（開講時にご持参ください） 

◆申込み 山口市生涯学習・スポーツ振興課 企画振興担当 

 問合先（〒753-8650 山口市亀山町2-1 ℡934-2912 FAX934-2665） 

◆申込方法 ハガキまたはファックスにて、住所・氏名・電話番号・年齢・性別（班編成のため）・受講 

      歴の有無を明記してお申し込みください。※電話でのお申し込みは受け付けていません。 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 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3月12日（木）、3月13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7月1日から平成26年9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） 

3月8日（日）に開催される歴史講座の駐車場についてお知らせします。 

地域の皆さんのご協力により下図のとおり駐車場が確保できました。 

駐車可能台数に限りがございますので、なるべく乗り合わせでお越しください。 

なお、当日は菅内川の護岸工事のため一部車両通行止めとなりますので、工事看板に

従って、迂回をお願いします。 

ⓟ
 

ⓟ 

ⓟ 

ⓟ 

ⓟ 

㈲中
村民

芸社
 

県道山口秋穂線 

※
車
両
通
行
止
め

 

瀧
口
川
 

菅
内
公
民
館 

仁平寺 

菅内川 

仁平寺周辺の地図 
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 伸びゆく大内 人の輪  夢の輪 地域の輪 

大内地域交流センター（ 10:00～ 10:40） 

    4・ 18日（水） 

2日 月 体協役員会 19:00～ 大内地域交流センター 10日 火 母子相談 9:30～ 大内地域交流センター 

3日 火 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 21日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

4日 水 民児協定例会 10:00～ 大内地域交流センター 23日 月 出勤前の朝活 7:00～ 大内地域交流センター 

7日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 25日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

8日 日 大内歴史講座 10:00～ 仁平寺（菅内） 28日 土 子ども生け花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

親鸞 完結篇 上・下 五木 寛之 

キャロリング 有川 浩 

物語のおわり 湊 かなえ 

クックパッドの 

あの店あの味 絶品レシピ 
クックパッド 

もっと楽しく、 

少しだけていねいな 

お母さん仕事 

ひぐま あさこ 

リサとガスパールのしんがっき 
文 アン・グットマン 

絵 ゲオルグ・ハンスレーベン 

おおきくなるの ほりうち せいいち 

なぜイヌの鼻はぬれているの？ 
文 ケネス・スティーブン 

絵 オイヴィン・トールシェーテル 

・ 1回につき、一人3冊まで借りることができます。 

・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。 

 押し花にする厚みのない小花（ビオラ、パンジー、ノースポール、

カスミソウ、レースフラワー、バーベナ、ディフィニュームなど）を

少し持って来てください。 

 また、小物作り（花はがき、しおり、シール）もします。 

◆日 時 3月 12日（木） 10:00～ 12:00 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆参加費 500円 

◆申込先 ふしぎな花倶楽部（押花クラブ） 

     宮原（TEL 927-0849）  

     ※申込締切 前日まで 


