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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年５月１５日号 

人口 ２３,３２８ 人 男性 １１,１９０ 人

世帯 ９,５７６ 世帯 女性 １２,１３８ 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 

 大内地区学校週五日制教育懇談会では、子どもたち

が安心して活動できるような「居場所づくり」のため

に、「大内子ども夢クラブ」を実施しています。 

 この「夢クラブ」に入ることで、違うクラス、違う

学年、違う学校の人と一緒に、ふだんなかなかできな

いような活動や、自分がやってみたいと思った活動に

参加できます。 

 新しい友達を作るため、放課後退屈しないため、友

達が行くって言うから…。 

 理由はそれぞれです。早速会員登録をして、水曜・

土曜は大内地域交流センターで楽しみましょう！！ 

◆会員になれる人：大内地区に住んでいる小中学生ま

たは大内地区の小中学校に通学している人 

◆会員になる方法：会員申込書に必要事項を記入し

て、大内地域交流センターに提出するか、電話で申

し込んでください。 

 ※申込書は大内地域交流センターにあります。 

◆参加費：講座によっては、材料費や保険料がかかる

ことがあります。 

◆申込・問合先：大内地域交流センター 

        （℡ /FAX 083-927-0473）       

◇子どもいご講座 

 日 時 第 1・3土曜日の 13時 

 場 所 大内地域交流センター 

  先生の説明や対局があります。 

◇子ども手芸教室 

 日 時 第4水曜日の 15 :30 

 場 所 大内地域交流センター 

 先生と一緒に色々な作品を作り

ます。 

 ※材料代200円が必要です。 

◇子ども生け花教室 

 日 時 第4土曜日の 13時 

 場 所 大内地域交流センター 

 先生と一緒に生け花をします。 

 ※お花代500円が必要です。 

※この他にも色々な講座や教室を企画します。 

 大内まちづくり協議会では、大内を活力に満ちた、安心して暮らせる地域にするために、そこに住む人

や活動する団体が力を合わせて取り組んでいく内容を定める５ヵ年計画（平成28年度から）を策定中で

す。この計画に多くの皆さんのお知恵やご意見を反映させるために座談会を開催します。座談会は、参加

者が公平に意見を述べ、より具体的な形にまとめていけるように、和やかな雰囲気によるワークショップ

形式で行います。皆さんの参加をお待ちしております。 

◆日 時 1回目6月7日（日）、2回目6月28日（日）いずれも 13 :30～ 17 :00 全3回（3回目は 10月頃予定）  

◆場 所 大内地域交流センター2階 講堂（託児あり） 

◆申込・連絡先 大内まちづくり協議会事務局 

        （℡050-1265-7063、FAX927-0473、メールouchi_machizukur i@yahoo.co . jp） 

        ※5月25日（月）までに氏名、年齢、住所、電話番号をお知らせください    
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講師の先生に教えていただきながら親子で体を動かしてふれあって楽しく遊びましょう。 

大内地区の食推さんによる「手作りおやつタイム」もあります。 

◆日 時 6月2日(火) 10:00～11:30 

◆場 所 大内地域交流センター 2階和室（親子あそび）、1階研修室（おやつタイム） 

◆対 象 乳幼児とその保護者（0歳さんから参加できます） 定員20組程度 

◆内 容 ☆親子あそび（親子ふれあいあそび、絵本の読み聞かせなど）10:00～11:00 

      講師 大内光輪保育園 子育て支援センター大内 KOURIN すくすく 原田和枝先生      

     ☆おやつタイム 11:00～11:30 

      大内地区の食推さんに作っていただいたおやつをみんなでいただきます。幼児の間食のとり方、レシ 

      ピの紹介など食推さんのお話を聞きながらおいしくいただきましょう。 

◆申込先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 

◆その他 申込みの際、お子さんの年齢（月齢）をお知らせ下さい。 

     動きやすい服装で参加してください。水分補給のお茶とタオルをご持参ください。 

◆協 力 山口市食生活改善推進協議会 大内地区  ◆主 催 山口市母子保健推進協議会 大内地区 

 ～あなたと関係機関のパイプ役になります～ 

 わたくしたち民生委員・児童委員は、法律（民生委員法）により厚生労働大臣から委嘱され

たボランティアです。大内地区では33人が委嘱され、概ね、自治（町内）会の区域毎に配置されています。 

 地域住民の皆様方の立場に立って、日常生活の幅広い問題に係わる相談に応じ、必要があると考えられるものは、

福祉制度の活用や子育て支援など関連する行政機関へつなぐ役割をしています。 

 国から委嘱（県・市の指導）されているとは言え、個別の問題についての専門家でないので、その場で解決できな

いことも多々あると思われますが、お困りの問題が解決できるよう地域住民や相談者の皆様と一緒に努力します。 

 ～みなさんの秘密は厳守します～ 

 民生委員法15条に「民生委員は、その職務を遂行するに当っては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を

守り・・・」と守秘義務が課せられていますので、皆様の個人情報や相談内容等プライバシーに関する秘密は厳守し

ますので、お気軽にご相談してください。 

大内保育園では、地域の未就園児のお子様と保護者の方をお迎えして、遊ぶ機会をつくっています。 

年間を通していろいろな遊びを予定しています。定員は10組です。 

下記の募集内容をご覧の上、電話でお申し込みください。 

◆受付日 5月20日(水)9:00～ 先着10組  ◆申込先 山口市立大内保育園（℡083-927-0001） 

◆対 象 1歳児…平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれの方・・・5組 

     2歳児…平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの方・・・5組 

  ☆第1回は6月16日(火)10:00～「はじめましての会」と「カスタネット」さんによるコンサートです。 
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チャレンジデーとは・・・ 

人口規模がほぼ同じ自治体同士で午前0時から午後9時までの間に15分以上継続してスポーツや運動を行った住民

の「参加率（％）」を競い合う、住民総参加型のスポーツイベントです。 

 大内歩こう会を中心に今年も5月27日(水)のチャレンジデーに下記のとおりウォーキングを開催します。 

 今回はチャレンジデーに併せた特別企画ですので、「大内歩こう会」の会員ではない方も気軽にご参加ください。 

 また、大内歩こう会は定期的にウォーキングイベントを実施しております。この機会に「大内歩こう会」に正式

加入して一緒に歩きませんか。 

 ◆集合場所 大内地域交流センター（雨天中止） 

 ◆集合時間 10：00 ※申込不要 

 ◆コース  仁保川沿い 約5㎞ ※交流センターを出発し、宮島町方面に向かい 

                  山口中央高校で折り返し交流センターに戻る経路です。 

報告は、①氏名・事業所名・団体名・グループ名、②参加人数、③運動の種類の3つのみ。下記の集計センターに

報告してください。 

TEL 0800-200-1677（通話無料・当日のみ利用可）／083-934-2912 メール challengeday@city.yamaguchi.lg.jp 

FAX 083-934-2702／083-934-2665 インターネット https://pro.form-mailer.jp/fms/1f00bd7573560 

◆受付時間 電話は、午前9時～午後9時30分。電話以外は、午前0時～午後9時30分（報告は1人1回） 

※上記以外に大内地域交流センターでは報告用のBOXを設置しています。 

 15分間、体を動かしたら交流センターの報告用BOXへ！受付時間8：30～17：15 

◆日 時 6月 10、 17日（水）  

     午前の部 10 :00～ 12 :00 午後の部 13 :30～ 15 :30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 午前・午後各20名（先着順） 

◆参加費 1 ,500円（2回分、テキスト代含む） 

     ※初回受講時に徴収します。 

◆その他 ノートパソコン持参のこと（貸出可） 

◆申 込 大内地域交流センター （℡927-0473） 

数式？計算式って？ 電卓とどう違うの？ 知りた～い！！ 
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神様のカルテ（０） 夏川 草介 

魔法使いと刑事たちの夏 東川 篤哉 

憲法主義 

条文には書かれていない本質 

内山 奈月 

南野 森 

赤ちゃんがすぐに泣きやみ 

グッスリ寝てくれる本 
渡部 信子 

これでカンペキ！マンガでおぼえる敬語 齋藤 孝 

100までかぞえる でんしゃの１・２・３ 交通新聞社 

ぼくつかまらないもん！ M・Wブラウン 

クレヨンしりとり 高氏 雅昭 

・ 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。 

大内まちづくり協議会が開設した「ふれあい農園」の利用者を募集します。 

■場 所  山口市大内長野１８０     ■開設年  平成２６年４月 

■区画数  １５区画           ■給水場 有（水路、川を利用） 

■区画面積 ３０㎡（植栽可能面積）     ■トイレ 有 

◆期  間 平成27年6月～平成28年3月（契約で定める）  

◆今回の募集区画 5区画  ◆区画 原則 1世帯 1区画 

◆利用料金 3,000円/年間/区画 

◆利用上の注意 

 ・栽培作物は野菜、草花に限る 

 ・収穫物を営利目的で販売しないこと 

◆申込方法  5月29日（金）までに、住所、氏名、電話 

     番号を大内まちづくり協議会事務局まで 

     （TEL 050-1265-7063、FAX083-927-0473また 

     はメールouchi machizukur i@yahoo.co. jp)の 

     いずれかでお知らせください。 

 ※応募数が募集区画数を上回ったときは抽選となります。 

 先日の大内まつり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～べんとのコンサート

が開催されます。 

 今回の演目は大河ドラマ「花燃ゆ」やミュージカル

「SOUND OF MUSIC」etc.となっております。 

 皆様のお越しをお待ちしております。 

◆日 時 5月31日（日） 14:00開演（13:30開場） 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆主 催 大内吹奏楽団あ～べんと 

◆問合先 代表 東川（℡090-7124-3275） 

     （メールabend.ouchi.ymg@gmail.com） 

 ※入場無料です 


