
地
区
旗 

 
 

 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年７月１５日号 

人口 ２３,３１２ 人 男性 １１,１８９ 人

世帯 ９,６１５ 世帯 女性 １２,１２３ 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 

バスで国立山口徳地青少年自然の家まで行って、クワガタな

どの昆虫を採集します。 

採集したあとには、図鑑などで昆虫の名前などを調べたりし

ます。採集した虫たちは持って帰れますので、夏休みの自由研

究の参考にもなります。 

採集した虫たちといっしょに夏の思い出をつくりませんか。 

日 時：平成2７年7月２６日（日） 6：30-12：00 

    ※少雨決行 

集 合：朝6：30に大内地域交流センターに集合 

会 場：国立山口徳地青少年自然の家 

対 象：小学生の親子６0名（申込順） 

参加料：無料 

持参物：長袖・長ズボン・帽子（白っぽい色がよい）、 

    長靴、カッパ（雨の場合）、虫かご、虫除け、 

    図鑑（ある人）、飲み物など 

行 程：6：30出発→7：30ごろから昆虫採集・観察→9：30頃から 

    昆虫調べ→11：00ごろ徳地出発 

申込先：大内地域交流センター TEL927-0473 

地区男子バレー 

ボール大会結果 

 優 勝：高芝 

 準優勝：氷上Ａ 

播種から約2週

間。まだ双葉

のものもあり

ますが、早い

ものは、本葉

がだいぶ大き

くなってきま

した。 

大内地域交流センター駐車場横の畑の 

ひまわりの生育状況をお知らせします。 

地区男子ソフトボール大会結果 

（１部） 

 優勝：中村 準優勝：上矢田 

（２部） 

 優勝：小野 準優勝：長野 

 地域交流センター（以下、センター）の行事参加者や

利用者が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに

よる死亡、後遺障害、入院、手術、通院に対して、公民

館総合補償制度により保険金が支払われます。 

 補償の対象はセンター主催又は共催行事参加者やセン

ター利用者です。地区球技大会の出場者はもちろん、お

世話人や観覧者も対象となります。 

 また、地区球技大会の準備、後片付け、事

前練習中（体育協会が計画し日時と場所を指

定したものに限る）も対象となります。 

 行事参加中やセンター利用中にケガをされ

た方は速やかにセンターへご連絡ください。 
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 読み聞かせをしてみませんか 

  ～大型絵本に挑戦～ 

◆日 時 8/3（月） 14 :00～ 16 :00 

     8/ 10（月） 13 :00～ 15 :00 

◆対 象 小学生 ◆持参物 筆記用具 

◆参加費 いりません 

◆申 込 それぞれ前の週の金曜日までに 

     大内地域交流センターへ 

 みんなでフォークダンスをして遊びましょ

う。誰でも踊れるやさしいダンスをします。 

◆日 時 7/29(水 )  10 :00～ 1 1 :00 

◆対 象 小学生以上 

◆参加費 いりません 

◆持参物 上靴、飲み物 

◆申 込 前日までに 

     大内地域交流センターへ 

夏休みの書道課題のお手伝い。 

その他書道の基礎的なことを教えます。 

◆日 時 7/29(水 ) 10 :00～ 12 :00  

◆対 象 小学生 ◆定員 10人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 習字道具、半紙、ビニール袋 

◆申 込 7/24までに 

     大内地域交流センターへ  

大内地域交流センターでは、いつもたくさんの人が、いろいろな「楽しい」ことをやっています。

そんないろいろな「こうざ」を、夏休みのあいだにちょっとだけ体験してみませんか？  

いつもはなかなかできない、新しくて楽しいことにチャレンジしてみませんか！  

 夏休みに書道を練習しよう 

◆日 時 7/28 ,  8 /25(火 )  9 :30～ 10 :30 

◆対 象 小学生 

◆定 員 6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 習字道具（半紙不要） 

◆申 込 それぞれ前の週の金曜日までに 

     大内地域交流センターへ  

 ストレッチ、リズムに合わせてダンス 

◆日 時 7/20(月・祝 )  17 :00～ 17 :30 

◆対 象 4才～小学3年生 

◆参加費 いりません 

◆申 込 7/ 17までに大内地域交流ｾﾝﾀｰへ 

◆持参物 タオル、飲み物 

 ※動きやすい服装で来てください。 

 袋や箱に日本文様を描こう 

◆日 時 7/30（木） 

 午前 10 :00～ 12 :00 午後 13 :00～ 15 :00 

◆対 象 小学生 ◆定員 各20人（先着順） 

◆参加費 袋500円、箱300円  

◆持参物 エプロン、手拭きタオル、小筆 

◆申 込 7/23までに 

     大内地域交流センターへ 

 吹奏楽の楽器を体験してみよう！ 

◆日 時 7/25(土) 15 :00～ 17:00 

◆対 象 小学生 

◆参加費 いりません 

◆持参物 なし 

◆申 込 7/24までに 

     大内地域交流センターへ 

指文字、簡単な手話表現（名前、あいさつ）

を習ってみよう 

◆日 時 7/25(土 )  14 :00～ 15 :00 

◆対 象 小学生 

◆定 員 10人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆申 込 7/24までに 

     大内地域交流センターへ 

 卓球のルール、道具について説明します 

◆日 時 7/27(月) 10 :00～ 1 1: 15  

◆対 象 小学生 

◆参加費 いりません 

◆持参物 筆記用具 

◆申 込 7/24までに 

     大内地域交流センターへ 

 ※卓球の実技はありません。 

 少林寺拳法の基本をやってみよう！ 

◆日 時 8/ 1 (土 )  19 :00～20:00 

◆対 象 3才以上 

◆参加費 いりません 

◆その他 運動ができる服装 

◆申 込 7/30までに 

     大内地域交流センターへ 
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 簡単なダンスをしましよう！ 

◆日 時 8/6(木 )  14 :00～ 15 :00 

◆対 象 小学生 

◆参加費 いりません 

◆持参物 飲み物、運動靴 

◆申 込 前日までに 

     大内地域交流センターへ 

 空手の基本、ミット打ちなどに挑戦！ 

◆日 時 8/9(日 )  13 :00～ 14 :00 

◆対 象 幼稚園年中～小学生 

◆定 員 20人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆その他 運動できる服装 

◆申 込 8/6までに大内地域交流センターへ 

 楽しく絵てがみをかいてみよう。 

◆日 時 8/10(月）13:00～15:30 

◆対 象 小学4～6年生 

◆定員6人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 絵の具セット一式、鉛筆、布 

◆申 込 8/3までに 

     大内地域交流センターへ 

 みんなで卓球を楽しみましょう！ 

◆日 時 8/5(水 )  13 :00～ 14 :30 

◆対 象 小学3年生以上 

◆定 員 15人（先着順） 

◆持参物 上靴、飲み物 

 ※ラケットがない方は貸出します。 

◆申 込 7/31までに 

     大内地域交流センターへ 

 日本で一番古い体操をしてみませんか 

◆日 時 8/ 10(月 )  10 :00～ 1 1 : 30  

◆対 象 小学3～6年生 

◆定 員 5人（先着順） 

◆参加費 いりません 

◆持参物 飲み物、バスタオル（敷物用） 

◆申 込 8/3までに 

     大内地域交流センターへ  

 押し花を使って壁飾り（ペーパーウエイト

にもなる）を作りましょう 

◆日 時 8/ 10(月 )   10 :00～ 1 1 : 30  

◆対 象 小学生 ◆定員 20人（先着順） 

◆参加費 100円 ◆持参物 はさみ 

◆申 込 8/3までに 

     大内地域交流センターへ 

 みんなで楽しく民踊を踊りましょう 

◆日 時 8/6(木 )   14 :00～ 15 :30 

◆対 象 幼児～中学生 

◆参加費 いりません ◆持参物 飲み物 

◆その他 服装は普段着でＯＫ 

     着物がある方は持参もＯＫ 

◆申 込 8/3までに 

      大内地域交流センターへ 

昼ごはんを作ろう！ 

 食推さんに料理を習いましょう 

◆日 時 8/ 18(火 )  9 :00～ 13 :00 

◆対 象 小学生 

◆定 員 20人 ◆参加費 100円 
◆持参物 エプロン、三角巾、飲み物、 
     手拭タオル 

◆申 込 8/11までに 

     大内地域交流センターへ 

 空手の基本練習をやってみよう 

◆日 時 8/ 19、8/26（水） 18 :00～ 19 :00 

◆対 象 4歳以上 

◆参加費 いりません 

◆持参物 飲み物、タオル 

◆申 込 前日までに 

     大内地域交流センターへ 

 苔玉作り体験をしてみませんか 

◆日 時 8/8（土) 9:30～12:00 

◆対 象 小学3年～6年生 

◆定 員 5人（先着順） 

◆参加費 300円 

◆申 込 8/4までに 

          大内地域交流センターへ 

子ども生け花教室 ：第4土曜日  

子どもいご講座 ：第 1 ,3土曜日  

子ども手芸教室 ：第4水曜日  

 ※手芸・生け花は申込が必要です。 

 １週間前までに申込をしてください。 

13 :00～ 15 :00  

13 :00～ 14 :30 
15 :30～ 17 :00 
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絶唱 湊 かなえ 

ハケンアニメ！ 辻村 深月 

日本戦後史論 内田樹／白井聡 

リンパストレッチで不調を治す！ 加藤 雅俊 

おかたづけ育、はじめました。 Ｅｍｉ 

台風のサバイバル 洪在徹 鄭俊圭 

おめんです いしかわこうじ 

ヨハンナの電車のたび 
カトリーン・

シェーラー 

・ 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。 

★ ＭＥＮＵ ★ 
 ・オリジナルスープ 

  （みそ味・トマト味・牛乳味） 

 ・海のめぐみと小梅のまぜこみむすび 

 ・がんもどきと小松菜、かぼちゃの煮物 

 ・デザート 

◆日 時 7月28日（火）9:30～ 12 :30 

◆対 象 年長～小学生と親 

◆定 員 子ども20名 

◆参加費 子ども 100円、大人200円 

◆持参物 エプロン、三角巾、タオル、飲み物 

◆申込先 7月24日（金）までに大内地域交流 

     センターへ（TEL927-0473） 

◆主 催 山口市食生活改善推進協議会大内地区 

 美しい秋穂の海で、漁船に乗って漁師さんの仕事を体験し、とれたてのお魚を味わってみませんか？  

◆日 時 平成27年8月9日（日）7: 15～ 13 :30 ※7 :30に秋穂漁港を出港します。 

     ※荒天により、船が出港できない場合は8月29日（土）に延期します。 

◆内 容 ①漁師の仕事体験（漁船に乗船します。）②お魚料理を作って食べよう！  

◆集合場所 山口県漁業協同組合秋穂支所（山口市秋穂東 5915） 

      ※現地集合・現地解散とします。 

◆対 象 大内・陶・鋳銭司・二島地域に居住の小学4～6年生 

◆定 員 26名 ◆参加費 800円（当日徴収） 

◆申込先 大内地域交流センターへ（TEL927-0473）※7月 15日（水）受付開始 

 ※定員になり次第締め切ります。※万一の事故に備えて保険に加入します。  

◆その他 参加者の方には、当日の内容や持参品等について、別途「しおり」を 

     お送りし、詳細をお知らせします。 

◆主催 山口市水産港湾課、大内、陶、鋳銭司、二島の各地域交流センター、山口市食生活改善推進協  

    議会秋穂支部、秋穂地区魚食普及推進協議会 

◆協力 山口県漁業協同組合秋穂支所 

 


