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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年１０月１日号 

人口 ２３,２８５ 人 男性 １１,１８０ 人

世帯 ９,６２４ 世帯 女性 １２,１０５ 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 

 お問合せ先 市生活安全課 934-2986 

 今年度の住居表示実施に伴い、平成27年 10月 1日から、新しい町名、字の区域の新設（案）の公示を行い

ます。（各総合支所・各地域交流センター（※ただし、小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東のセンターを除

く）・各分館、市ウェブサイトhttp: / /www.c i ty .yamaguchi . lg . jp /でも確認できます。） 

 対象区域に住所を有し、市議会議員および市長の選挙権を有する方で、この案に異議のある場合は、平

成27年 10月31日までに、50名以上の連署に理由を付して案に対する変更の請求をすることができます。 

 また、 10月以降、市委託業者の調査員が現地調査のため、対象区域を巡回します。場合によっては、御

質問させていただくことがありますので、御協力お願いします。調査員は写真入りの調査員証を携帯して

おりますので、御不審な場合は、調査員証の提示をお求めください。 



２０１５年１０月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

9:00～9:30 下千坊 下千坊公民館前 

10月28日
（水）  

9:50～ 10 :20 姫山台 姫山台集会所前 

10 :40～ 1 1 :00 問田 光巖寺前 

1 1 : 20～ 1 1 :40 小京都 小京都集会所前 

13 :30～ 14 :00 上千坊 山口ガス機器駐車場 

14 :20～ 14 :35 小野 高橋雄一氏宅倉庫前 

14 :50～ 15 :20 菅内団地 のぶ美容室前 

15 :30～ 15 :45 菅内 仁平寺前 

※かくたん検査 

（肺がん検診と同時に受診できます。） 

◆対 象 肺がん検診受診者のうち、50歳 

     以上で喫煙指数（ 1日の喫煙本数 

     ×喫煙年数）が600以上の方 

◆負担金 600円（70歳以上または非課税世 

     帯は500円） 

◆問合先 市保健センター（℡083-921-2666） 

◆日  時 10月 17日（土）9:00～ 12 :00 

◆集合場所 JA山口中央北部営農センター（宮島町） 

◆参加資格 中学生以上 

◆定  員 50名（先着順） 

◆講  師 松前了嗣（大内史跡マップ編集委員） 

◆参 加 費 無料 

◆主  催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

◆申 込 先 大内まちづくり協議会事務局 

       ℡050-1265-7063（ 10/ 13（火）締切） 

 

 ※少雨決行、飲み物は各自持参してください。 

◆日 時 平成27年 10月 18日（日） 10 :00～ 12 :00（開場 9:30）  

◆場 所 大内地域交流センター講堂（2F） 

◆講 師 松前了嗣（茅野神田在住、大内史談会会長） 

◆参加費 無料 

◆主 催 大内史談会 

    まち歩きコース（約４km） 

 

 JA山口中央北部営農センター → 福田外郎 → 
 

厳島神社・宮島町公民館 → プリンセスロード → 
       （トイレ） 

平川大橋 → 中川橋 → 千坊突端 → 問田川沿い 
                    に上る 

→ 姫山橋 → 中川橋 → 水道局ポンプ室 → 
 

豆子郎 → JA山口中央北部営農センター 

○肺がん（結核）検診 ◆負担金なし ◆予約不要  ※検診車で大内地区を巡回します。 

 台風のため延期していた胸部レントゲン検診を下記のとおり実施します。40歳以上で、職場等で検診を

受ける機会のない方はぜひ受診しましょう。受診の際は必ず、がん検診等受診ハガキをご持参ください。 

 「胆力」という言葉がある。ことにあたり、恐れ入り、尻込みしない精神力、肝っ玉を意味する。今か

ら 100年前の大正4年9月 1日、病に倒れた井上馨のためにあるような言葉である。 

 幕末、長州五傑としてイギリスへの密航、袖解き橋での遭難、大田絵堂の戦いなど風雲を駆け抜け、維

新後は、「菜香亭」とも懇意で名付け親となり、第 1次伊藤内閣における初代外務大臣をはじめ政財界で活

躍した井上馨の幕末期の勇姿に迫ります。 

 明治維新 150年を前に、「市報」や「サンデー山口」でお馴染みの新進気鋭の郷土史家松前了嗣先生の落

研仕込みのおもしろ話芸による講演をご堪能ください。 

松前了嗣先生 



２０１５年１０月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 お子様の歯磨きでうまく磨けない、どうやって磨けばいいのかわからない等お困りのことはありませ

んか？大事な歯を守るためにブラッシング方法を学びましょう。 

◆日 時 平成27年 1 1月6日（金） 10 :00～ 1 1 : 30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆内 容 歯科衛生士による虫歯予防に関する講話とブラッシング指導（希望者には歯垢の染め出し） 

◆対 象 大内・宮野・仁保・小鯖地区にお住まいの 1～3才児とその保護者 定員30組 

◆託 児 なし（お子様と一緒に受講します） 

◆参加料 無料 

◆持参品 仕上げ磨き用歯ブラシ、タオル、母子ともに汚れてもいい服装 

◆申 込 10月 1日（木）から山口市保健センターへ（℡083-921-2666） 

 新鮮なお魚をさばい

てお子さんと一緒に食

べてみませんか？ 

 山口県漁協秋穂支所

女性部が丁寧に教えて

くださいます。 

 どんなお魚かな？？

楽しみですね！！ 

◆日 時 平成27年 10月28日（水） 10時～ 12時 

◆場 所 大内地域交流センター  ◆講 師 山口県漁協秋穂支所女性部 

◆対 象 未就園児の親子 ※親のみの参加も可 

◆定 員 10組（先着順） 

◆参加費 無料  ◆持参品 エプロン・三角巾・手拭きタオル 

◆申 込 10月 1日（木）から大内地域交流センターへ（℡083-927-0473） 

     ◎ 10月20日（火）〆切 

※申し込みの際に次のことをお知らせください。 

 ①お子様の年齢又は月齢 

 ②食材に対するアレルギーの有無（例：甲殻類（エビ、カニ）、卵など） 

◆主 催  山口市母子保健推進協議会大内地区、山口市水産港湾課 

 9月 13日（日）、やまぐちリフレッシュパークにて大内地区スローピッチソフトボール大会が開催さ

れ、地区内 1 1チームが参加し熱戦を繰り広げました。 

 結果は以下のとおりです。 

優勝した殿河内自治会の皆さん 

 優 勝 殿河内 

 準優勝 茅野神田 

 第三位 中矢田 氷上 
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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） 

    14・28日（水） 

3日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 17日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

5日 月 
第63回大内地区健康体育祭 

抽選会 
19:00～ 大内地域交流センター 21日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

6日 火 食推さんの料理教室 9:30～ 大内地域交流センター 24日 土 子ども生け花教室 13:30～ 大内地域交流センター 

7日 水 民児協定例会 10:00～ 大内地域交流センター 25日 日 第63回大内地区健康体育祭 8:30～ 大内小学校 

9日 金 やまぐち車座トーク21 18:30～ 大内地域交流センター 26日 月 絵本のお話し会 10:30 大内地域交流センター 

13日 火 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 28日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

14日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 31日 土 子ども夢クラブ秋の収穫祭 9:00～ 大内地域交流センター 

トットひとり 黒柳 徹子 

リバース 湊 かなえ 

103歳になってわかったこと 篠田 桃紅 

にんたまジャムで作る 

免疫力スープ 
村上 祥子 

首を整えると 

脳が体を治しだす 
島崎 広彦 

Ｏｎｅ 
キャサリン・オートシ 

訳 乙武 洋匡 

まって 
アントワネット・ポーティス 

訳 椎名 かおる 

フワフワさんはけいとやさん 樋勝 朋巳 

・ 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。 

◆募集人数 1名 

◆業務内容 大内地域交流センター（旧公民館）及び地域関係団体業務補助 

◆応募資格 大内地域在住の方で平成27年 12月 1日（火）から勤務可能な方 

◆勤 務 地 大内地域交流センター 

◆勤務日数 月 15日以内 

◆勤務時間 8:30～ 17 :00 

◆賃  金 山口市臨時職員に準ずる  

◆休  日 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始 

◆応募方法 10月23日（金）までに大内地域交流センターに履歴書を提出してください。 

◆面 接 日 平成27年 10月30日（金） 10 :00から大内地域交流センターで行います。 

      ※面接時間の詳細は個別ご連絡いたします。 

◆申込・問合先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 


