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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年３月１５日号 

人口 ２３,３８７ 人 男性 １１,２１１ 人

世帯 ９,５６６ 世帯 女性 １２,１７６ 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 

 春の火災予防週間の初日、山口市消防団東部方面隊大内分団約 30名による「自主訓練」が、雨の中、下

千坊仁保川河川敷において行われました。 

 大内分団第4班に新たに配備された最新鋭の消防ポンプの試運転・操作確認を兼ねた自主訓練では、消防

車と5台のポンプそれぞれが、仁保川の水をくみ上げての放水訓練を中心

に、資機材の点検・操作確認を行いました。 

 分団長を中心としたきびきびとした行動、新入女性隊員も真剣なまなざ

しで、ポンプ操作や放水訓練に取り組むなど、充実した自主訓練でした。  

 消防団の皆さんが、正業をもちながらボランティアで、私たちのまち

「大内」の安心安全のために活動されていることに対し感謝申し上げま

す。消防団では、新入団員を募集しています。我こそはと思われる方は、

大内地域交流センター（℡927-0473）に御一報ください。 

下記の期間はセンターの利用はできません。 

◇県議会議員選挙関係 

 ○研修室及び調理室：4月8日（水）午後 ～ 12日（日）終日 

 ○その他の部屋：4月 12日（日）終日 

◇大内まつり関係 

 ○研修室及び調理室：4月 16日（木）午後 ～ 20日（月）終日 

 ○大集会場 ：4月 17日（金） 15 :00 ～ 20日（月）終日 

 ○その他 の部屋：4月 18日（土）～20日（月）終日 

 

※利用されている方に個別に連絡はいたしませんので御注意ください。  



２０１５年３月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

★タイムスケジュール 

 １０時スタート  小野ルート（所要時間６０分） 

 １１時過ぎ    平川グループと合流 

           お花見と交流 

           大内グループは多聞寺跡で食事 

 １２時  下山 

 １３時  解散  

◇お問合せ 

 083-923-9703（入江） 

◇主 催   氷上浪漫里山の会 代表 田中一義 

◇開催日時  平成27年4月5日（日） 10時集合  

◇集合場所  大内小野 吉田クリーニング社員駐車場 

◇持参物等  お弁当、お茶、山登りの出来る服装 

◇申込み   不要（集合場所で待合せ） 

 多聞寺シダレ桜は「残したい山口市の巨樹・名樹50選」に記載されており、幹回りは2ｍ、樹高は22ｍです。平成

12年頃から旧大内さとづくりまちづくり協議会が整備をされていましたが、その後途絶えておりました。平成23年に

問田ルートからの道を探し、シダレ桜を楽しんでいましたが、平川ルートからも有志が登られたことを知り、「山頂

で合流しましょう」という思いが双方にありました。大内からは小野ルートで登り、山頂で平川グループと合流し

て一緒にシダレ桜を楽しみます。 当日、集合場所でお待ちしております。 

 4月に入ると子ども達も新たな学校、新たな学年での生活が始

まります。 

 大内っ子まもり隊も、これまで同様 1年を通し、すべての子ど

も達の安全を守るための活動を続けていきたい考えています。 

 特に、4月から6月は子ども達の交通事故が多い時期であると

の統計データもあります。 

 子ども達、特に下校の時間帯が広範にわたる中学生を含めた子ども達の安全を守るためには、われ

われ大内っ子まもり隊の活動だけでは限界があります。学校・

家庭・地域が一体となった見守りや、子ども達自身の交通マ

ナーの向上にも取り組んでいかなければなりません。 

 住民のみなさんにおかれましても、子ども達の下校時に家の

前に出て見守りをしたり、声かけを行っていただく等できる範

囲でのご協力をお願いします。 

 大内っ子まもり隊の会員も随時受け付けておりますので、ご

協力いただける方は事務局（050-1265-7063）までご連絡くだ

さい。 

（参考）小学校、中学校の始業日：4月8日（水） 

       大内中学校の下校時刻：4月～9月…18:30 10月…17:45     



２０１５年３月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

サークル名 曜日 時間

糸東空手道

スポーツ少年団・古武道
毎週日曜日 9:00～14:00

ジャザサイズ
毎週火曜日

(祝祭日は除く)
9:00～12:00

ジャザサイズ（夜クラス） 毎週月曜日 19:00～22:00

少林寺拳法

山口大内スポーツ少年団
毎週火・土曜日 19:00～22:00

新日本婦人の会

山口支部大内班
第３土曜日 10:00～12:00

真味の会 第３火曜日 9:30～12:30

高芝寿歌おう会
第２・４月曜日

（祝祭日は除く）
13:00～17:00

日本習字 毎週土曜日 13:00～15:00

日本舞踊　扇の会 第１・３月曜日 13:30～16:00

音夢 毎週火・土曜日 13:30～16:30

ハウオリ・フラ大内 第１・２・３金曜日 10:00～12:30

ふしぎな花倶楽部
第３土曜日

第４木曜日
9:30～16:30

ふれあい

いきいきサロン新矢田
第３月曜日 13:00～17:00

防長岳風会 吟道研究会 第１日曜日 9:00～12:00

防長岳風会 御堀支部 第２・４土曜日 13:00～16:00

墨風会　山口 第２月曜日 9:00～13:00

山口盆栽同好会 第２土曜日 9:00～12:00

ゆかり歌謡教室 第１・３火曜日 13:00～16:00

夢工房「喜喜」

彩グループ
毎週木曜日 10:00～12:00

夢工房「喜喜」

花グループ
毎週水曜日 10:00～12:00

レクリエーションダンス

初心者サークル
第１・３木曜日 13:00～16:00

朗読劇やまぐち 第１・２月曜日 13:00～17:00

錬心舘空手

山口県地区本部
毎週水曜日 18:00～22:00

山口日仏協会 毎週火曜日 18:30～20:00

やさしい仏様を彫る会 第１・第３木曜日 9:00～13:00

山口市食生活改善推進協議会

山口支部　大内地区
第１火曜日 9:00～13:00

山口市母子保健推進協議会

大内地区
第２火曜日 9:30～13:00

サークル名 曜日 時間

２５日会 毎月２５日 19:00～22:00

３Ｂ体操（火曜教室） 毎週火曜日 19:30～21:00

３Ｂ体操（木曜教室） 毎週木曜日 9:00～12:10

子育てサロン　大きくなあれ 第２水曜日 9:30～12:00

池坊　生け花教室 第３木曜日 18:00～20:00

絵手紙教室　一期一会 第２・４月曜日 13:30～15:30

絵手紙教室　秋桜の会 第１・３金曜日 13:30～15:30

笑顔会 毎週火曜日 13:00～16:00

大内あすなろ会 第２月曜日 9:00～12:00

大内紀月会

民踊・新舞踊教室
毎週木曜日 13:00～17:00

大内高齢者囲碁同好会 毎週水・金曜日 13:00～17:00

大内社交ダンス教室 毎週木曜日 18:00～22:00

大内吹奏楽団”あ～べんと” 毎週土曜日 18:00～22:00

大内卓球クラブ 毎週月・火・木・金
9:00～15:30

(曜日により異なる)

大内きららの会 第２・４土曜日 13:00～16:00

大内フォークダンスサークル 毎週水曜日 9:00～12:00

大内ラージ卓球クラブ 毎週水曜日 13:00～15:30

大内レクリエーションダンス

同好会
第２・４木曜日 13:00～15:30

大内地区老人クラブ

モチーフつなぎ
第１日曜日 9:00～12:00

岳誠流日本吟道岳誠会 毎週金曜日 14:00～16:00

型染遊禅染色教室 第１・３月曜日 9:30～16:30

黒田バレエスクール

山口教室
毎週月曜日 17:00～22:00

こうる・ソアーヴェ
第２・４金曜日

第１・３・５土曜日

19:00～22:00(金)

9:00～13:00(土)

琴同好会 第１～４火曜日
13:00～17:00(第1・3)

17:00～21:00(第2・4)

玄游会　彩月書道教室
毎週火曜日

毎週土曜日

16:00～19:00(火)

9:00～12:00(土)

墨花会 第２・４火曜日 9:00～12:00

自彊術　大内教室 毎週月曜日 10:00～11:30



２０１５年３月１５日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

風花帖 葉室 麟 

初恋料理教室 藤野 恵美 

天災から日本史を読みなおす 磯田 道史 

せんぽ東京高輪病院 

日本一の減る塩定食 
足立 香代子 

たまねぎ氷 

スムージー＆スープ健康法 
村上 祥子 

アナ！アナ！ 

チョコケーキをつくる 

作 ドミニク・ローク 

絵 アレクシ・ドルマル 

ほしのかえりみち きたじま ごうき 

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンノスケ 

・ 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。 

 大内だより2/15号

でお知らせしました

とおり、成人式の写

真ができています。

写真の申し込みをさ

れた方で受け取りが

まだの方は大内地域

交流センターに取り

に来て下さい。 

 これから総会シーズンに入り、センターの

印刷機の利用が多くなります。 

 一度に大量の印刷をする場合には、お電話

でもかまいませんので、利用の予約をしてい

ただきますようよろしくお願いします。 

「素晴らしい技を習得することにより自分自身に自信ができ、勇

気とやる気がわいてきます」 

 錬心舘空手は世界20カ国以上の国と地域で皆さんに愛されて活

動している団体です。 

 礼儀を重んじ、技術の向上に努め、青少年の健全育成に努力し

ています。 

 大内地域交流センター大集会所で毎週水曜日 18 :00～22:00まで練

習しています。一日体験も出来ます。お気軽にご連絡ください。 

 問合先 錬心舘山口県地区本部長 山本栄一 

     ℡932-7743 


