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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１６年２月１日号 

人口 ２３,３４５ 人 男性 １１,２２８ 人

世帯 ９,６８９ 世帯 女性 １２,１１７ 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 

 昨年１２月市議会において、今年度の住居表示実施区域の新しい町名及びその区域について議決をいただ

きました。これにより、２月２０日（土）から下記の地域の住所が変わります。 

 １月下旬より、市委託業者の調査員が対象区域を巡回し、各ご家庭の新住所の決定通知を配布いたしており

ます。併せて、表示板の取付けも行いますので、ご協力をお願いいたします。 

 対象区域の皆様方には、ご住所の変更手続き等で大変お手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜り

ますようお願いいたします。 

  ◆新しい郵便番号及び町名             ◆これまでの表示 

   〒７５３－０２４１ 大内問田一丁目～五丁目    「大字名＋○○番地」 

   〒７５３－０２４２ 大内小京都               ↓ 

   〒７５３－０２４３ 大内姫山台         ◆今後の表示 

                            「新町名＋●番●号」 

この地図は山口市発行の山口市都市計画図を複製したものです。 

◇お問合せ先 

 市生活安全課 

 ℡934-2986 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 氷上浪漫里山の会が活動を始めて８年目となります。本年度はエゴノキを植樹することにいたしま

した。5月に白い花を咲かせるエゴノキは大内塗を制作する木として使われております。  

 大内には大内塗工房もあります。植樹した木が大きくなれば、工房の方々に指導を仰ぎながら地域

の子ども達と体験会を開催する長期プランも立てております。そのスタートとして下記のとおり植樹

イベントを開催いたしたいと存じますのでご協力ご参加をよろしくお願い申し上げます。  

 

◆日  時 平成28年2月 14日（日） 9:30～ 1 1 :00 

◆場  所 山王社遺構公園（大内氷上） 

◆内  容 エゴノキの植樹と里山整備 

◆募集人数 30名 

◆申込方法 氏名・連絡先を明記の上 

      FAXにて（FAX 924-1263） 

◆締  切 2月 10日（水） 

◆問合せ先 入江まで（℡923-9703） 

◆主  催 氷上浪漫里山の会（会長 田中一義） 

 この度、大内まちづくり協議会（文化教養部会）では、大内地区の文化団体同

士の情報交流と、活動の周知による新たな会員の獲得を含めた活動の発展を支援

するために、大内地区で活動する文化団体等の情報をまとめた冊子（平成 22年に

発行したものの改訂版）やチラシを作成することといたしました。 

 冊子については公共的な施設への配置、チラシについては全戸配布することを

考えております。 

 これらへの情報の掲載を希望される文化団体（各地区の公民館での活動団体も

可）等がおられましたら、申請様式（大内まちづくり協議会事務局又は大内まち

づくり協議会のＷＥＢページで入手できます。）を大内まちづくり協議会事務局

（℡050-1265-7063）まで提出（2月29日（月）期限）していただきますようお

願いいたします。 

 なお、今回はスポーツ団体については対象としないことを申し

添えます。 

 大内地域交流センター及び大内の館の定期利用団体の皆さんには

おって別に案内をいたしますので、それにしたがって手続きをお願

いいたします。 
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 金成山を愛する会では、昨年 1 1月に降雨のため中止となりました金成山の整備を以下の日程で実施いた

します。一緒に金成山を整備していただける方のご参加をお待ちしております。  

◆日  時 2月21日（日）9時～ 1 1時 

◆集合場所 育成学校駐車場付近（金成山登山口） 

◆作業内容 伸びた雑木の下刈り、桜の木への施肥、登山道の整備 

 ※鎌・鋸等の作業に必要な道具をご持参ください。お茶は用意いたします。  

■日 時 2月22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 

     TEL 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。 

◆日 時 2/ 10（水）、2/17（水） 

      13:30～ 15:30  

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 20名 (先着順 )  

◆受講料 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 ノートパソコンをご持参ください。 

 ない場合には貸出も可能です。 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 

 １か月毎に１シートを使用し月度集計は

別シートに楽々まとめられ年間の収支が一

目瞭然！！とても便利ですよ。 

 自治会等の出納帳にも活用できる優れも

のです♪♪ 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    10・24日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

2日  火  
市県民税申告相談 9:30～ 大内地域交流センター 

17日  
パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

水  
健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 

学校体育施設定期使用団体 

調整会議 
19:00～ 大内地域交流センター 

3日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 20日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

5日 金 
第38回大内まつり 

第2回実行委員会 
19:00～ 大内地域交流センター 22日 月 絵本のお話し会 10:30～ 大内地域交流センター 

6日  土  

子ども夢クラブ 

お菓子作り教室 
9:30～ 大内地域交流センター 24日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 25日 木 
第38回大内まつり 

第3回実行委員会 
19:00～ 大内地域交流センター 

10日  水  

福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 27日 土 子ども生け花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 29日 月 第4回大内体育協会役員会 19:00～ 大内地域交流センター 

交流センター定期使用団体 

代表者会議 
19:00～ 大内地域交流センター      

あの家に暮らす四人の女 三浦 しをん 

国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン 

今日を限りに生きる。 吉沢 久子 

サワコの朝 阿川 佐和子 

ひとさじのはちみつ 前田 京子 

にっぽんのおにぎり 白央 篤司 

どーしたどーした 
天童荒太・文 

荒井良二・絵 

だましえ だいく 青山 邦彦 

・ 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。 

 


