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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    5・ 19日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

1日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 19日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

3日 月 
第64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 20日 木 山口市人権学習講座 13:30～ 大内地域交流センター 

5日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 22日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

11日 火 福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 23日 日 第64回大内地区健康体育祭 8:30～ 大内小学校 

12日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 26日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

15日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 27日 木 食推さんの料理教室 9:30～ 大内地域交流センター 

17日 月 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター      

向田理髪店 奥田 英朗 

ありがとう。バディ 吉田 太郎 

自分を変える習慣力 三浦 将 

難しいことはわかりませんが、「がん」

にならない方法を教えてください！ 

水上 治 

大橋 弘祐 

肉めし 重信 初江 

とんでもない 鈴木 のりたけ 

ねこどけい 
きしだ えりこ【作】 

やまわき ゆりこ【絵】 

みちくさしようよ！ 
はた こうしろう【作・絵】 

奥山 英治【作】 

・ 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。 

 山口県では、「早寝早起き朝ごはん 本を読んで外遊び みんな仲良く今日も元気」をスローガンに、

「家庭の元気応援キャンペーン」を展開し、望ましい家庭教育の実践へ向けて機運を高めるとともに、

地域や社会全体で支え合う環境づくりを進めています。 

 

 ★早寝早起き朝ごはんなどの基本的生活習慣を身に付けましょう。 

 ★家庭がふれあう機会を大切にしましょう。 

 ★家庭で手伝いを進んでしましょう。 

 ★父親の家庭教育への参加を進めましょう。 

 

   問い合わせ 山口県教育庁社会教育・文化財課 ℡083-933-4661 

地
区
旗 
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２０１６年１０月１日号 

人口 ２３,２８３ 人 男性 １１,１７７ 人

世帯 ９,７４０ 世帯 女性 １２,１０６ 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 

 今年度の住居表示実施に伴い、平成28年 10月3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28年 1 1月2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。  

 お問合せ先 市生活安全課 934-2986 
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 9月11日（日）、山口市民体育大会が維新百年記念公園及びやま

ぐちリフレッシュパークを会場に開催され、熱戦が繰り広げられました。 

 大内地区からは陸上・レクスポ、女子バレーボール、卓球、グラウンドゴルフ、ソフト

ボールの全種目に合計約100名の選手が参加しました。 

 今年も選手・スタッフは大内地域の代表として、心をひとつに見事なチームワークを発揮

し、チーム大内の団結力の強さを証明してくれました。 

 また、「陸上・レクスポーツ」、「バレーボール」、「ソフトボール」においては、Aブロック

優勝という素晴らしい成績を収められました。 

 参加いただいた選手・スタッフの皆さん、大変お疲れ様でした。 

★ソフトボール 

 １回戦 大内 11‐5 嘉川 

 準決勝 大内 7‐0 平川 

 決 勝 大内 9‐2 吉敷 

 

 
◆日 時 10/ 12(水 )、 19（水）両日とも 13 :30～ 15 :30 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 20名 (先着順 )  

◆参加費 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 ノートパソコン持参のこと（貸出可）  

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 

会員名簿や年賀状の

宛名印刷にも使って

いただけます！！ 

Ａブロック総合優勝 大内 準優勝 平川 ３位 白石 

Ａブロック優勝  大内 準優勝 吉敷 

ソフトボール Aブロック優勝 

陸上・レクスポ Aブロック優勝 
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Ａブロック優勝  大内 準優勝 宮野 
★バレーボール 

 １回戦 大内 2‐0 白石 

 準決勝 大内 2‐0 湯田 

 決 勝 大内 2‐0 宮野 

 9月11日（日）、山口市民体育大会が維新百年記念公園及びやま

ぐちリフレッシュパークを会場に開催され、熱戦が繰り広げられました。 

 大内地区からは陸上・レクスポ、女子バレーボール、卓球、グラウンドゴルフ、ソフト

ボールの全種目に合計約100名の選手が参加しました。 

 今年も選手・スタッフは大内地域の代表として、心をひとつに見事なチームワークを発揮

し、チーム大内の団結力の強さを証明してくれました。 

 また、「陸上・レクスポーツ」、「バレーボール」、「ソフトボール」においては、Aブロック

優勝という素晴らしい成績を収められました。 

 参加いただいた選手・スタッフの皆さん、大変お疲れ様でした。 

★卓球 

Ａブロック Ｃゾーン 

 第１試合 大内 2‐3 嘉川 

 第２試合 大内 2‐3 大歳 

優勝 平川 準優勝 吉敷 ３位 阿東 

★グラウンドゴルフ 

 優 勝 平川 344打 

 準優勝 吉敷 352打 

 ３ 位 阿東 359打 

  ～ 

 １４位 大内 376打 

 9月 15日、大内幼稚園と大内保育園の園児約80名が、大内地域交流センター駐車場横の畑のヒマワリの

種を採取しました。 

 このヒマワリ畑は大内まちづくり協議会生活環境部会が

企画したもので、7月の種まきには、大内中学校の生徒が

協力しました。8月下旬には見事な花を咲かせ、園児たち

は満開のヒマワリの中でかけっこやかくれんぼをして遊び

ました。 

 園児たちは中学生にお礼の気持ちを込めた感謝状を贈

り、来年もまたお願いしますと言って、採取したヒマワリの種を手渡しました。 

バレーボール Aブロック優勝 

Ａブロック優勝 阿知須 準優勝 吉敷 ３位 嘉川 


