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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年８月１日号 

人口 ２３,３３３ 人 男性 １１,２０５ 人

世帯 ９,６３２ 世帯 女性 １２,１２８ 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 

 絵本の読み聞かせは、親子の絆を深めると同時に、

想像力・言語力を育むなど、子どもの成長に大きく貢

献するものと言われています。 

 おはなし会では、講師から読み聞かせのコツも教わ

ることができます！ 

 たくさんの絵本に囲まれ

て、ゆっくり、のんびり過

ごしませんか。 

 

エクセルを使って住所録を作りましょう！ 

年賀状や案内状などいろいろ便利ですよ～！！ 

◆日 時 9/9（水）、9/16（水） 13 :30～ 15 :30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 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 

◆持参物 ノートパソコン（貸出可） 

◆申 込 大内地域交流センター ℡083-927-0473  

※今回も午後の部のみです。 

■日 時 8月24日（月） 

     10：30～ 12：00 

■場 所 大内地域交流センター 和室 

■対 象 幼・保園児以下のお子様と親 

■内 容 ・絵本のおはなし会 

     ・工作をしよう ・手あそび 

     ・自由に絵本を読もう 

■申込み 不要 

■問合せ 大内地域交流センター 

     ℡  083-927-0473 

播種から約5週間。 

長雨、台風と天候不順が続いていま

すが、力強く元気に育っています。 

中心部には花芽が見えてきました。 

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。 



２０１５年８月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 大内子ども会の夏休み恒例行事「夏のフェスティバル」が大内地域交流センターで開催されます。  

 子ども達が企画したゲームやお化け屋敷、特設屋台などが会場に並びます。  

 ※後日配布される「子ども会のちらし」をご覧下さい。 

 日 時：8月29日（土） 1 1：00～ 15：00（予定） 

 場 所：大内地域交流センター 

     ※会場に駐車場がありませんので、お車でのお越しはご遠慮下さい。 

 7月18日（土）、大内地域交流センターにおいて、毎
年恒例の子どもカレーづくり講座が開催されました。 
小学1～6年生の男女31名が、4班に分かれて、カレー
作りに挑戦しました。 
 小学校低学年の参加が多かったのですが、高学年のお
姉さん、お兄さんがしっかりとリーダーシップを発揮し
て、みんなで協力して取り組みました。 
 包丁で指を切った子も数人いましたが、大きなケガは
なく、みんなで元気に美味しいカレーを作って食べるこ
とができました。 
 本講座の開催にあたり、野菜やお米をご提供いただい
たり、講師役を務めていただいた地域の皆さま方、あり
がとうございました。 

 7月26日（日）、昆虫教室を開催しました。今年度で 3回目となるこの
企画、今回は新たな試みとして、日曜日に小鯖地域と合同で開催し過去

最大の50人の参加がありました。 

 台風 12号の影響が心配されましたが、雨も降らず時折晴れ間が除く
中、国立山口徳地青少年自然の家周辺をクワガタ虫を求めて散策しまし

た。日曜日ということもあり、今回はお父さんの参加も多く、子どもと

一緒に野山に分け入ってクワガタ虫を探していただきました。 

 そして、今回も講師は田中校長先生（前大内南小校長、現防府市立華

城小校長）にお願いしました。 

 今年もクワガタ虫のいそうな木を蹴る校長先生の周りを多くの子どもが取り囲み、落ちるクワガタを

逃すまいと目を凝らし耳を澄まして待ち構

えていました。 

 子どもや保護者も徐々にコツを掴み、各

自で捕まえる場面も多く、今年も沢山のク

ワガタ虫を捕まえることができました。 

 講師を引き受けていただいた田中校長先

生ありがとうございました。 

 夏の山道を約4時間歩き続けた参加者の
皆さん、大変お疲れ様でした。 
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放送大学山口学習センターでは、今年度第2学期（10月入学）学生募集のオープンキャンパスを実施していま

す。みなさんの生涯学習やキャリアアップ、資格取得などを目指して参加してみませんか。 

 

 ◆開催日時・場所 

  8月8日（土）、9日（日） 山口大学吉田キャンパス大学会館１階 

  8月30日（日） 山口県立山口図書館 第１研修室 

 ◆開催時間 13:30～15:30 

 ◆問合先 放送大学山口学習センターまで（℡083-928-2501） 

  ～トータルボディスペシャリストのちえ先生に教えていただきながら、 

                       産後のからだをリフレッシュしましょう～ 

◆日 時  8月18日（火）10：00～11：30 

◆場 所  大内地域交流センター2階 和室 

◆対 象  乳幼児をもつ保護者10人程度 

◆内 容  産後でゆるみがちな骨盤まわりをひきしめます。 

◆講 師  宮村チエコ先生 

◆持参物  バスタオル（ヨガマット）、フェイスタオル、水分補給用の飲み物 

◆申込先  大内地域交流センター（℡083-927-0473） ※8月3日（月）受付開始 

◆その他  ・申し込みの際、お子さまの年齢（月齢）をお知らせください。 

      ・動きやすい服装で参加してください。 

      ・裸足になって行います。 

      ・お母さんから離れられるお子さまは、同じ部屋で託児をします。 

◆主 催  山口市母子保健推進協議会 大内地区 

 7月8日、大内地区の住居表示実施についての2回目の審議会を開催しました。 

 今回の審議会では、第1回目で継続審議になっていた、新しい町名及び町割についての諮問「字の区域及び名称の

変更について」が審議されました。 

 町名と町割案について、自治会代表の委員からは、各自治会内で周知した結果、特に異論がなかった旨報告され

ました。また、他の委員からも異論がなかったことから、新しい町名は「大内問田一丁目～五丁目」「大内小京都」

「大内姫山台」とすることで審議会としての結論が出されました。 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    5・ 19日（水） 

1日  土  
青少協標語看板作り 9:00～ 大内地域交流センター 

22日  

第3回子どもの会長・ 

副会長会議 
10:00～ 大内地域交流センター 

土  
子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 子ども生け花講座 13:00～ 大内地域交流センター 

5日 水 民児協定例会 10:00～ 大内地域交流センター 
24日  月  

絵本のお話し会 10:30～ 大内地域交流センター 

7日 金 みんなで宿題やっちゃおう！ 9:00～ 大内地域交流センター 第3回体協委員会 19:00～ 大内地域交流センター 

8日 土 山口市子ども会球技大会 8:30～ 
リフレッシュ

パーク 
25日 火 

大内地区学校週五日制 

教育懇談会 
19:00～ 大内地域交流センター 

11日 火 みんなで宿題やっちゃおう！ 9:00～ 大内地域交流センター 26日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

20日  木  
胃がん検診 

7:30～ 

9:00 
大内地域交流センター 29日 土 

第32回大内子ども会 

夏のフェスティバル 
11:00～ 

リフレッシュ

パーク 

第2回体育協会役員会 19:00～ 大内地域交流センター      

朝が来る 辻村 深月 

本屋さんのダイアナ 柚木 麻子 

蓮花の契り 出世花 髙田 郁 

幸せに生きるひとりの法則 江原 啓之 

将来の学力は 

10歳までの「読書量」で決まる！ 
松永 暢史 

そらまめくんのあたらしいベッド なかや みわ 

おめんです２ いしかわ こうじ 

ほげちゃん まいごになる やぎ たみこ 

・ 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。 

 去る6月15日、平成27年度大内地区人権学習推

進協議会の総会を開催しました。 

 平成26年度の事業報告及び決算、平成27年度の

事業計画及び予算について幹事、委員の皆様から

それぞれご承認をいただきました。 

 また、今年度も「大内地区じんけん学習まちづ

くり大会」を右のとおり開催します。 

 詳細等については時期が近づきましたら改めて

お知らせいたしますので、 是非この機会に「人

権」について考えてみませんか。 

 多くの方の参加をお待ちしています。 

◎第22回大内地区じんけん学習まちづくり大会 

◆日 時 11月8日（日）13:00～15:30（予定） 

◆場 所 大内小学校 体育館 

◆講 師 相原次男 先生（宇部フロンティア大学学長） 

◆問合先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 


