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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１６年７月１日号 

人口 ２３,２７８ 人 男性 １１,１８３ 人

世帯 ９,７３５ 世帯 女性 １２,０９５ 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 

 子ども夢クラブでは今年も地元大内産の野菜やお

米を使って、みんなで楽しくカレーを作って食べよ

うと思います。 

 おいしいカレーをみんなで楽しく食べましょう！ 

◆日 時 7/ 16(土 ) 9:30～ 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆人 数 40人程度 

◆対 象 小学 1年生～6年生 

◆材料費 200円 

◆持参物 三角巾、エプロン、タオル、飲み物 

◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473  

    （7/ 1（金）8:30受付開始、7/ 13（水）締切り）  

◆主 催 大内地区学校週五日制教育懇談会 

◆日 時 7/ 17(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 小学生と保護者60名程度 

◆参加費 無料 

◆持参物 長袖・長ズボン・帽子（白系の色がよい）、長靴、 

     カッパ（雨の場合）、虫かご、虫除け、飲み物など 

◆行 程 6:30出発→7:30頃から昆虫採集・観察→ 

     1 1 :00頃徳地を出発（時間は前後することがあります） 

◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473  

    （7/ 1（金）8:30受付開始、7/ 13（水）締切り） 

 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。 

 親子で参加して夏の思い出を

つくりませんか。 
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～イングリッシュアドベンチャー体験会～ 

イングリッシュアドベンチャー体験会は、外国人と一緒にゲームやレクリェーション、いろいろな体験を

することで、外国のことを知り、英語を使ってお話をする面白さを体験できます。活動は英語で行います

が、すぐにみんな楽しめるようになります。一緒に新しい世界をのぞいてみませんか！  

参加対象 日時 

小学生高学年 

（5年～中学1年） 
7月23日（土）9:30～12:30 

小学生低学年 

（1年～4年） 
7月24日（日）9:30～12:30 

幼児クラス 

（3歳～6歳） 
7月24日（日）13:30～16:00 

★各回の終了時間30分前から保護者向けワークショップを行います（参加自由、飲物付）。 

テーマは「子どもが英語を話せるようになるために今からできること etc.」 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 各回25人（定員になり次第締切り） 

◆参加費 無料 

◆持参物 筆記用具、水筒、動きやす服装 

◆申込先 大内地域交流センター 

     ℡927-0473（7月 1日（金）8:30 受付開始）  

◆主 催 山口インターナショナルプログラム研究会（協力 ボーイスカウト山口第３団） 

◆共 催 大内地域交流センター 

※注意事項 

・国際交流に興味がある、英語に触れてみたい、外国人と遊びたいという方の参加をお待ちしてい

ます。保護者の方は自由に見学いただけます。 

・プログラムは全て英語で行われますが、お子様の理解度に合わせて日本人スタッフがサポートし

ます。 

・本プログラムの写真や映像は「おおうちだより」や山口インターナショナルプログラム研究会

ホームページなどに掲載をすることがありますので予めご了承ください。  

 これ何の形？（幼児クラス） 
 数あてゲーム（小学生低学年） 
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 健康づくりや病気の予防は、日常の身体活動の量（歩数）と質（健康づくりに最も効く運動量）の両

方が関係しています。保健師・管理栄養士さんの指導を受けながら、お友達や家族と一緒に、活動量計

を利用した「活動量に着目した健康づくり」で、あなたの日頃の運動の量と質を知り、健康的な習慣を

身につけませんか。 

 ◆場 所 大内地域交流センター 

 ◆対象者 大内地区在住の方 30名程度 

 ◆参加費 無料 

 ◆問合せ 大内まちづくり協議会 

 ・申込先 ℡050-1265-7063（7月 15日（金）締切り） 

 ※活動量計は、実施期間中 無料で貸し出しします。 

 ※詳細は7月 1日号回覧のチラシをご覧ください。 

 （チラシは大内地域交流センターにもおいてあります。） 

 ※保健師・管理栄養士さんによる健康チェックは１・２・３・５・７回目です。  

回  日時  内容  会場  

1  8月 1日（月） 
 13 :30～ 15 :30  健康講話・市保健師健康チェック  大内地域交流センター  

2  8月8日（月） 
 10 :00～ 12 :00  健康チェック、 1週間の活動の振り返り  大内地域交流センター  

3  8月31日（水） 
 10 :00～ 12 :00  ふまネット運動の講習及び実技、健康チェック  大内地域交流センター  

4  9月20日（火） 
 13 :30～ 15 :30  ふまネット運動の講習及び実技  大内地域交流センター  

5  10月4日（火） 
 13 :30～ 15 :30  ウォーキングの講習及び実技、健康チェック  リフレッシュパーク  

6  10月 10日（月・祝） 
 9:00～ 12 :00  ぶらり大内まち歩き  大内地区内  

7  1 1月7日（月） 
 13 :30～ 15 :30  食生活についての講話、健康チェック、終了式  大内地域交流センター  

 7町内が昨年度の成績を基に 1

部、2部に分れ 1部4チーム、2部3

チームのリーグ戦を行いました。

全9試合のうち5試合がフルセット

にもつれ込む接戦でした。 

 1部は氷上が3戦全勝で見事優勝

しました。 

 ご参加いただいた皆さん、お世

話いただいたスタッフの皆さんお

疲れ様でした。 

 
１部 

   優 勝 氷上 

   準優勝 小京都 

 
２部 

   優 勝 上矢田 

   準優勝 下矢田 
優勝した氷上自治会の皆さん 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    13・27日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

2日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 17日 日 昆虫採集教室 6:30～ 徳地青少年自然の家 

3日 日 地区ソフトボール大会 8:30～ リフレッシュパーク 19日 火 第2回体協委員会 19:00～ 大内地域交流センター 

6日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 20日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

7日 木 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 
23日  

子ども英語チャレンジ 9:30～ 大内地域交流センター 
土  

11日 月 第１回体協役員会 19:00～ 大内地域交流センター 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

12日 火 母子相談 10:00～ 大内地域交流センター 24日 日 子ども英語チャレンジ 9:30～ 大内地域交流センター 

13日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 27日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

16日  土  
カレーをつくろう！ 9:30～ 大内地域交流センター 28日 木 みんなで宿題やっちゃおう 9:00～ 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 31日 日 青少協標語看板づくり 9:00～ 大内地域交流センター 

まく子 西 加奈子 

伝え方が９割② 佐々木 圭一 

スパルタ婚活塾 水野 敬也 

超一流の雑談力 安田 正 

続々・体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 

いそあそびしようよ！ はた こうしろう 

でんしゃがはしる 山本 忠敬 

ヘルシーせんたいダイズレンジャー 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。 

 6月6日に大内南小学校2年生が、8日に大内南小学校3

年生が大内地域交流センターを訪問してくれました。 

 小学生たちを快く迎

えて、ご協力いただい

たセンター利用者のみ

なさんありがとうござ

いました。 


