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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１６年８月１日号 

人口 ２３,２８１ 人 男性 １１,１７８ 人

世帯 ９,７３５ 世帯 女性 １２,１０３ 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 

 7月16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40名が、4班に分かれて、カレー作りに挑戦しまし
た。 
 大内産のお米と野菜を使って、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 17日（日）、昆虫採集教室を開催しました。 

 今年度も小鯖地域と合同で開催し、親子60人が

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。 

 今年も講師を快く引き受けていただいた田中校

長先生（前大内南小校長、現防府市立華城小校

長）ありがとうございました。 

 そして暑い中、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。 

 7月2日（土）、大内まちづくり協議会生活環境部会が大内地域交流センター駐車場の隣の畑にひまわ
りの種を蒔きました。 
 今年もこのひまわり畑は巨大迷路になる
予定です。大内中学校の生徒33人がボラン
ティアで参加し、地域の園児や小学生が完
成した迷路で遊ぶ姿を夢見て、まちづくり
協議会の皆さんの指導のもと汗を流しまし
た。どんな迷路が出来るかはこうご期待、 
見事迷路が完成したら、皆さん是非遊びに
来てくださいね。 
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 この度、標記の工事を実施することとなりましたのでお知らせいたします。 

 また、汚水管の埋設工事に伴い下記の関連工事を行いますので併せてお知らせいたします。 

 なお、施工業者、交通規制等の詳細が決まりましたら、工事看板等でお知らせいたします。 

 工事期間中につきましては、交通規制等で大変ご迷惑をおかけすることと思いますが、ご理解、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 ◆場  所 山口市大内矢田地内（下図参照） 

 ◆実施期間 平成28年8月中旬～平成29年3月末（予定） 

 ◆担 当 課 山口市上下水道局 下水道整備課（℡083-933-6694） 

 ◆関連工事 上水道工事 山口市上下水道局 水道整備課（℡083-933-6672） 

       ガス工事  山口合同ガス㈱山口支店（℡083-922-7504） 

【注意事項】 

・汚水管埋設工事を行います。 

・上水道管、ガス管の移設工事も併せて行います。 

・工事の進捗により、交通形態が変わります。 

・安全のため、案内看板や交通誘導員の指示にしたがって、通行してください。 

・工事期間が延びる可能性があります。 

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」をご覧ください。 

◆日 時：8月27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ください。 
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◆日 時 平成28年9月23日（金）10:35～12:00 

◆場 所 大内南小学校駐車場 ※開始10分前にお集まりください。 

◆対 象 今後バスを利用しようと考えている大内地区にお住まいの高齢者 

◆定 員 10名程度（先着順） 

◆問合せ 山口市公共交通委員会 

・申込先 （事務局 市交通政策課 ℡083-934-2729 担当：山下） 

※8月31日までにお電話でお申込みください。お申込みの際、氏名、年齢、連絡先をお聞きします。  

 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 8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 

     ℡  083-927-0473 

 放送大学は、インターネットやテレビ・ラジオで学ぶことができる通信制大学です。 

 山口市内では200名を超える方々が学んでおられます。多彩な放送授業300科目があり、お好きな科目を1科

目から選択できます。皆様の生涯学習として、また、ご自身のキャリアアップ、資格取得を応援します。学生

同士の交流の場としても最適です。 

 この機会に「学び直し」に挑戦してみませんか。 

 ◆平成28年10月入学出願受付 

  第1回 6月15日（水）～8月31日（水） 

  第2回 9月1日（木）～9月20日（木） 

 ◆入学相談時間 月曜日、祝日を除く10:00～17:00 

 ◆問合先 放送大学山口学習センター（℡083-928-2501） 
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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 

3日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 22日 月 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

4日 木 やまぐち車座トーク21 19:00～ 大内地域交流センター 22日 月 第3回体協委員会 19:00～ 大内地域交流センター 

5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 24日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

6日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 26日 金 子ども生け花教室 13:00～ 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 
大内子ども会 

夏のフェスティバル 
11:00～ 大内地域交流センター 

18日 木 第2回体協役員会 19:00～ 大内地域交流センター 29日 月 
地区スローピッチ 

ソフトボール抽選会 
19:00～ 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      

無私の日本人 磯田 道史 

街場の戦争論 内田 樹 

嫌われる勇気 
岸見 一郎 

古賀 史健 

幸せになる勇気 
岸見 一郎 

古賀 史健 

生命の星の条件を探る 阿部 豊 

せかいの図鑑 小学館 

モカと幸せのコーヒー 刀根 里衣 

このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ 

・ 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20日（月）、平成28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27年度の事業報告及び決算、平成28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。 

 今年度も「大内地区じんけん学習まちづくり大会」を下記により開催します。詳細につきましては、時期が近づ

きましたら改めてお知らせします。 

 また、恒例の山口市人権講座も大内地域交流センターを会場とする講座が下記のとおり開催されます。 

 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23回大内地区じんけん学習まちづくり大会 

◆日 時 11月13日（日）13:00～15:30（予定） 

◆場 所 大内小学校 

◆講 師 切磋亭 琢磨 氏 

◆問合先 大内地域交流センター 

     （℡083-927-0473） 

 山口市人権講座 

◆日 時 10月21日（金）13:30～15:30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆講 師 藤本 満士 氏 

     （やまぐち総合教育支援センター主査） 

 演 題 「ネットトラブルと人権侵害」 

◆問合先 山口市人権推進課（℡083-934-2784） 


