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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１６年１２月１日号 

人口 ２３,２６６ 人 男性 １１,１８５ 人

世帯 ９,７４４ 世帯 女性 １２,０８１ 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(金･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12日（月）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、ご家族でも、グループでも構いませ

ん、どうぞお気軽にご参加ください。 

 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！ 

 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 12月5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 
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◆日  時 12月 1 1日（日）9:00～（ 1 1 : 30終了予定） 

◆集  合 大内地域交流センター 

◆参 加 費 無料 

◆定  員 30名 

◆参加資格 中学生以上、小学生は保護者同伴で可 

◆主  催 大内まちづくり協議会文化教養部会 

◆申 込 先 大内まちづくり協議会 

      ℡050-1265-7063 

      （ 12月8日（木）〆切） 

◆コース 

大内地域交流センター → 氷上橋 →  

上田鳳陽生誕地 → 往還道カギ曲がり →  

杉孫七郎生誕地 → 鮎川義介生誕地 →  

山根観音堂・木喰仏・福田侠平墓地 →  

クボタ前 → 農業試験場・大内中央道 →  

植木平之允翁頌徳碑 → 旧大内村議会棟  

→ 帰着 

 

◆案 内 大内史談会 

今年は氷上、大内小学校周辺の史跡を巡ります。 

 成人式で撮影する、大内地区新成人の記念写真は有料(写真代 1,500円)で申込が必要です。 

 ご希望の方は、１月２３日（月）までに代金とともに大内地域交流センターに申込みください。 

  申込みされないと、写真をお渡しすることができませんのでご注意ください。  

   ◆申込み・問合せ 大内地域交流センター (℡927-0473) 

◆日 時 1月8日（日） 14:00～  

◆場 所 山口市民会館 

◆対 象 平成8年4月2日～平成9年4月 1日 

     の間に生まれた方 

★大内地区の新成人の写真撮影を、式典前の 

13:00から山口市民会館展示ホールで行います

ので、遅れないように集まってください。 

★当日は会場が冷え込むことが予想されますの

で、防寒具の準備をお願いします。  

◆問合先 山口市社会教育課 (934-2865) 

 山口市では成人式を平成29年 1月8日 (日 )14時か

ら「山口市民会館」で開催します。 

 当日は会場までバス（ 12 :20 大内地域交流セン

ター発）が出ますので、利用を希望される方は、

12月 12日(月)までに 

 山口市社会教育課(934-2865)まで申込み

をしてください。 

 案内状が届かない場合や山口市以外に住所が

あって山口市の成人式に参加したい場合には、山

口市社会教育課まで御連絡ください。 
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 11/13（日）に第23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250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、切磋亭琢磨氏の講話と続

き、大内中学校合唱部の合唱、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 

☆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。  

 ◇「すべての人が安心して暮らせるために」 

           大内小学校６年  内田 桜里子さん 

 ◇「みんなが楽しく生活するために」 

          大内南小学校６年  河野 拓海さん 

 ◇「命とむき合うために」 

           大内中学校２年  東方 大和さん 

 ◇「リオデジャネイロ・オリンピックについて考えたこと」 

        野田学園高等学校１年  今津 雄勢さん 

☆講演の概要 
 演題「笑いで きずこう みんなのまちを！」  講師 切磋亭琢磨 氏 

 内容 前半は小話や落語を交えたお話しで会場は笑いに包まれました。健康で長生きするためにストレスをため

ないことが重要であり、その点において、笑顔でいることは自身にも周囲の人にも有益で、「あなたの笑顔が100人

の笑顔を作る」と人々が笑顔で暮らしていける世の中の大切さも教えていただきました。 

 後半は講師が小学校の教員だったときに担任した4年2組のお話しをされました。 

 心臓に病気のある「スズキ ヤスユキくん」をいじめていたクラスメイトも一緒に遊んだりするうちに大切な仲

間と認め、スズキくんの闘病を応援するようになります。心臓の大手術の際には千羽鶴ならぬ五千羽鶴を折り、み

んなで成功を祈りました。願いは通じ手術は成功しクラスのみんな大喜びです。しかしその2ヶ月後、スズキくん

は心不全で亡くなってしまいます。 

 そして、その3ヶ月後、同じクラスの「モリタ ヤスヒロくん」

が脳腫瘍で亡くなります。彼はスズキくんに五千羽鶴を折って贈る

ことを提案した子でした。病気と闘うスズキくんの気持ちを一番理

解していたのがモリタくんだったのでしょう。 

 私たちは、この二人のように生きたくても生きられない命が世の

中にはたくさんあることを忘れず、命の尊さ、生きていることの素

晴らしさを忘れずに、自分の命も他人の命も同じように大切にし、

尊重することで、より良いまちを築いていかなければなりません。 

 11月20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。 

 7町内による2部制のリーグ戦を行いました。1部リーグは前年度優勝の小京都自治会と今

年度前期優勝の氷上自治会が優勝を争うかたちとなりました。白熱

した試合はフルセットの激闘の末、氷上自治会が勝利し優勝

の栄冠をつかみとりました。 

 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。 

意見発表をしてくれた児童・生徒の皆さん 

切磋亭琢磨氏の講演の様子 

１部 

優 勝 氷上Ａ 

準優勝 小京都 

第３位 高 芝 

２部 

優 勝 上千坊 

準優勝 中矢田 

第３位 氷上Ｂ 
２部優勝の上千坊町内会 

１部優勝の氷上自治会 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    14日（水）※28日は運行しません。 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

1日 木 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 13日 火 育児学級クリスマス会 10:00～ 大内地域交流センター 

3日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 17日 土 子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 

4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 
21日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

5日 月 絵本のお話し会 10:30～ 大内地域交流センター 23日 金 
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 

7日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 24日 土 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

12日  
福祉員会議 13:00～ 大内地域交流センター 26日 月 センター大掃除 9:00～ 大内地域交流センター 

月  
大内体育協会第3回役員会 18:30～ 大内地域交流センター      

私の消滅 中村 文則 

アンマーとぼくら 有川 浩 

老人の壁 
養老 孟司 

南 伸坊 

ありがとうの神様 小林 正観 

難聴・耳鳴り・めまいは 

「噛みグセ」を正せばよくなる 
長坂 斉 

大人かわいいプラカゴと小物 織田 真理子 

クレヨンしんちゃんの 

世界の国なるほど地図帳 
臼井 義人 

しげちゃんとじりつさん 
室井 滋【作】 

長谷川 義史【絵】 

・ 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26日(月)9:00～11:00 

 ◆公務納め  12月28日(水)17:15まで 

 ◆公務始め  平成29年1月4日(水)8:30から 

 ◆センターの利用停止期間 

  12月26日（月） 8:30から22:00まで 

  12月28日（水）17:00から平成29年1月3日（火）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月分の使用予約受付は1月4日からです。 

 


