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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１５年１２月１日号 

人口 ２３,２９４ 人 男性 １１,２０１ 人

世帯 ９,６５６ 世帯 女性 １２,０９３ 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 

◆日 時 12/23日(水･祝) 13時から 

◆場 所 大内地域交流センター 大集会場 

◆対 象 地区在住者で、みんなと楽しく作れる人 

     年齢等は問いません 

◆定 員 100人程度 

◆参加費 100円(輪飾り、門松とぜんざいの材料費) 

     ※ただし中学生以下は無料 

◆持参物 ぜんざい用の「はし」と「おわん」 

◆その他 ①寒くないようにして来てください 

 ②動きやすい服装で来てください 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 
      12月10日（木）締切 
 

※本事業は、地区の三世代交流のために行うものです。 

 知らない人とも仲良くなって、みんなで楽しく交流してく

ださいね。 
 

 ☆主催 大内地区子ども会育成連絡協議会 

 日本に昔から伝わる文化を学びながら、たくさん

の人と仲良くふれあうための場です。 

 お一人でも、御家族でも、グループでも構いませ

ん、どうぞお気軽に御参加ください。 

 ぜんざいも準備されるので、世代を越えた、楽し

い時間を過ごしましょう！ 

 大内まちづくり協議会（文化教養部会）では、写真コンテストに応募いただいた写真を掲載した「大内の四季 

ふるさとカレンダー（2016年版）を作成しました。 

 大内の自慢できる風景や行事を、大内を最もよく知るカメラマンが写しとった大内ならで

はのカレンダーです。12月1日から下記の場所で配布します。ご希望の方はご自由にお持ち帰

りください。 

 ※数に限りがあります。無くなり次第終了させていただきます。 

  【配布場所】 

    大内地域交流センター 

    高齢者生きがいセンター大内の館 

    ＪＡ山口中央大内支所 

    ＪＡ山口中央北部営農センター 

    大内ふれあい市 
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 11月15日、大内小体育館にて大内地区女子後期バレーボール大会が開催されました。 

 今回は参加町内が少なく、3町内による総当りのリーグ戦を行いました。内容は3試

合中2試合がフルセットにもつれ込む接戦で大会は大いに盛り上がりました。 

 結果は小京都自治会が2勝して優勝、前期大会に続いて2冠を

達成しました。 

 参加された選手の皆さん、お世話いただいた役員の皆さんお

疲れ様でした。 

 11/8（日）に第22回大内地区じんけん学習まちづくり大会が大内小学校体育館で開催され、約270人のご参加をい

ただきました。大会は大内吹奏楽団あ～べんとの演奏で開会し、児童・生徒の意見発表、相原次男先生の講話と続

き、大内小学校合唱団の合唱、最後は会場の全員で「ふるさと」を合唱し盛会のうちに終わりました。多くの方々

のご支援とご協力により、大変有意義な大会となりました。 

大内地区人権学習推進協議会 

☆講演の概要 
 演題「ちがいを大切にする大内のまちづくり」 

 講師 宇部フロンティア大学学長 相原次男先生 

 内容 人権尊重は「ちがい」を認め、大切にすることから。 

 地域コミュニティーは異質な人間の集合体であり、人々は何らかの偏

見や差別意識を持ちつつ生きている。 

 身近な人権問題も多くは「ちがい」を許容できない差別や偏見から生

じることが多い。 

 子どもの「いじめ」も人権問題であり、「ちがい」を認められないこと

が原因となることが多く、平均からの逸脱を恐れ、同調することが良し

とされる空気が子どもの世界にも漂っている。 

 いじめられている子どもが親や教師に助けを求められないのは、子ども自身のプライド、親を悲しませたくない

という思いやりや密告したとして更にいじめがエスカレートするのではという恐怖があるからである。 

 親や地域の大人に求められる役割は、皆がそれぞれの「ちがい」を認めそれを良いこととして受け入れる感性を

身に付け、子ども達に伝えていくことである。 

 例え、ある子が自慢するものが特になくても自分自身は生きるに値する人間であると思い続けることができる感

情（自己価値感）や金子みすゞの童謡詩に見られるような「小さいもの」、「弱いもの」の良さに注目し思いを馳せ

ることができる感性を育み、寛容な精神で、少々何を言われても気にしない、自己を包む殻（社交層）が大きい豊

な人間関係能力を持つ人間を目指すことが大切である。 

☆地域の子どもたちの意見発表 
 小・中・髙校生のまっすぐな意見に会場の大人も大きな感銘

を受けました。  

 ◇「笑顔でつながる大内の町」 

           大内小学校６年  大持 祐樹くん 

 ◇「ちょっと待って！その言葉」 

          大内南小学校６年  佐藤 寛志くん 

 ◇「想いやりの心」 

           大内中学校２年  河村 皇月さん 

 ◇「人として」 

        中村女子高等学校１年  水津 愛美さん 

 優 勝 小京都 

 準優勝 氷上 

 第３位 上矢田 

相原先生の講演の様子 

意見発表をしてくれた児童・生徒の皆さん 

優勝した小京都自治会の皆さん 
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 放送大学山口学習センターでは、来年度第1学期（4月

入学）学生募集をしています。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みませんか。 

◆平成28年4月入学出願受付：平成27年12月1日（火） 

              ～平成28年2月29日（月） 

◆入学相談時間：月曜日、祝日を除く10:00～18:00 

◆場所：山口市吉田1677-1 

    山口大学吉田キャンパス 大学会館1階 

お問い合わせは、放送大学山口学習センターまで 

        ℡083-928-2501 

 先月の「文化の日」を前に、高芝町内会で、「文化祭」と「自主防災

会」の防災啓発展示会が開催されました。 

 今年で8回目になる「文化祭」には、子どもから高齢者まで100点を超

える作品が集められ、プロ並みの作品も多く、地域の皆さんの匠の技が

披露されていました。 

 一方、屋外では、平成25年4月15日に結成された「自主防災会」が、

「災害時頼りになるのは自分自身！」をスローガンに、災害時の備えは

平常時に準備しておくことの大切さを訴えていらっしゃいました。 

 「文化祭」と「防災」という異種のイベントをコラボしての相乗効果、今

後も末永く継続され、隣近所の顔の見える安心安全なまちづくりを進めてい

きましょう。 

 ちなみに、大内地区の「自主防災会」は、8団体（全自治会数31団体）組織

率44％（世帯換算）です。 

 毎年250人以上の赤ちゃんが生まれている大内地区では、未就学児の子育て支援のネットワーク化が模索され

ています。 

 小学校に上がるまでの子どもたちは、幼稚園や保育園に通っていたり、家庭で子育てされていたり、様々な環

境で生活しています。そういった子どもたちやお父さんお

母さんなどを支援する活動をしていらっしゃる両団体によ

る大内地区で初めての（未就園児）「ミニ運動会」が地域

交流センター大集会場で催されました。 

 1時間に満たないミニ運動会でしたが、子どもたちのかわ

いく無邪気な振る舞いに会場内は笑い声であふれ、とても

有意義な時間を過ごすことができました。 

 「子育て支援」の輪をもっともっと広げて、住みよい大

内をつくっていきましょう。 

■日 時 12月 14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℡927-0473 

初の試みにたくさんの親子が参加してくれました 

自主防災会の防災啓発展示の様子 

文化祭の展示の様子 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    9・23日（水） 

1日 火 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 14日  第3回体育協会役員会 18:30～ 大内地域交流センター 月  

2日 水 民児協定例会 13:00～ 大内地域交流センター 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 16日 水 

5日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 19日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

6日 日 
地区後期ソフトバレー 

ボール大会 
9:30～ リフレッシュパーク 23日 水 

三世代交流輪飾り・ 

ミニ門松づくり 
13:00～ 大内地域交流センター 

8日 火 育児学級クリスマス会 10:00～ 大内地域交流センター 24日 木 センター大掃除 9:00～ 大内地域交流センター 

10日 木 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 26日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

14日  月 絵本のお話し会 10:30～ 大内地域交流センター      

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 

まったなし 畠中 恵 

小さな幸せ46コ よしもとばなな 

ズルいくらい幸せな人がやっている人生

が思い通りになる「シンプル生活」 
ワタナベ 薫 

腸をキレイにしたらたった3週間で体の不

調がみるみる改善されて40年来の便秘に

サヨナラできました！ 

松本 明子 

岸辺のヤービ 梨木 香歩 

ぼくだけのこと 
森絵都【作】 

スギヤマカナヨ【絵】 

しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせさなえ 

・ 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。 

 

 大内地域交流センターの年末年始の休

館日等は右のとおりとなります。 

 また大内小、大内南小、大内中の運動

場及び体育館も、右の期間は利用停止と

なります。 

 

※定期利用団体の利用もできません。 

ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い

します。 

◎大内地域交流センター◎ 

 ◆年末大掃除 12月24日(木)9:00～11:30 

 ◆公務納め  12月28日(月)17:15まで 

 ◆公務始め  平成28年1月4日(月)8:30から 

 ◆センターの利用停止期間 

  12月24日（木） 8:30から22:00まで 

  12月28日(17:00から) 1月3日まで 

◎大内小、大内南小、大内中体育施設◎ 

 ◆利用停止期間 12月28日(17:00から)1月3日まで 

 ※2月1日以降の使用予約受付は1月4日からです。 

 


