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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年１月１日号 

人口 ２３,２４１ 人 男性 １１,１７１ 人

世帯 ９,７４５ 世帯 女性 １２,０７０ 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 

 平成29年度交流センター及び学校体育施設の定期利用を希望

される団体は、平成29年1月20日（金）までに定期利用申請

書を、大内地域交流センターに提出してください。 

 様式はセンター事務室にあります。平日の17時15分までに取

りに来てください。 

 現在、定期利用されている団体についても申請が必要です

（平成29年度、優先的に利用できる訳ではありません）。 

 なお、申請書類の郵送は行いませんので、ご注意ください。 

☆センター定期利用は2/8（水）19：00から、 

学校体育施設定期利用は2/15（水）19：00から

交流センターにおいて調整会議を行います。 

申請書提出団体は忘れずに出席してください。 

※学校体育施設とは、大内小・大内南小の体育

館と運動場、及び大内中の体育館のことです。 



２０１７年１月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 大内文化の発祥地、ここ大内地区には、大小さまざまな神社仏

閣があります。 

 元旦午前0時を期して、遠くに響く除夜の鐘の音に耳をそばだて

ながらの初詣を 1年の最初の行事にされているご家族も多いと思い

ます。 

 大内地区では数ある神社のうち、御堀の「御堀神社」、小野の

「志多里八幡宮」、菅内の「日吉神社」、茅野神田の「櫻木神社」、

宮ノ馬場の「長野八幡宮」の五

社が昔から「産土神社（うぶす

なじんじゃ）」とされ、地区の

人々のお世話でまもり継がれ、

今なお敬愛を集めています。 

 このうち「御堀神社」、「志多

里八幡宮」、「櫻木神社」、「長野

八幡宮」と大内氏の氏神、氷上

の「妙見社（みょうけん

しゃ）」では、毎年「年始のお

接待」が続けられています。お

近くの神社にお参りされ、地区

の人々の心温まるお接待を受け

られるのも、郷土愛のひとつで

はないでしょうか。 

 

◆日 時 平成29年 1月21日 (土 )、28日（土） 

     両日とも9:30～ 12 :00 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆定 員 20名 (先着順 )  

◆参加費 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 

 エクセル編は簡単な関数を使った表の

作成・装飾・編集、作成した表を使って

グラフの作成を行います。パワーポイン

ト編では基礎的な操作（スライドの作

成、アニメーションの設定など）、プレ

ゼンの操作方法を行います。 

 分かり易く説明しますので、関心のあ

る方は奮ってご参加ください。 
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 山口市では、絵本に関心を持ち始める時期の乳児と

その保護者を対象に、絵本を無料で贈呈し、絵本を通

して親子の絆を強めることができる「ブックスタート

体験会」を開催しています。ぜひご参加ください。 

◆日 時 平成29年1月12日（木）、1月13日（金） 

     両日とも10時～12時 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆対 象 平成28年4月1日から平成28年6月30日の間に 

     生まれた乳児とその保護者。 

 ※受付は随時行います。 

 ・所要時間は15分程度です。 

 ・対象者にはハガキでご案内いたします。 

◆問合先 山口市立中央図書館（℡901-1040） 

 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。 

 案内状が届かない場合、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は、山口市社会教育課

(934-2865)までご連絡ください。 

 ★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。 

 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、平成２９年１月２３日（月）までに代金とともに大内地域交流セン

ターにお申し込みください。 

 お申し込みされないと、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。  

 ※申込用紙は成人式当日も市民会館展示ホールにて配布いたします（申込受付はできません）。  

 ◆問合先 大内地域交流センター (℡927-0473) 

【開催予告】1月15日（日） 

 今年も子どもたちが寒さに負けずがんばりま

す。皆さん、子ども達へ大きな応援をよろしくお

願いいたします。 

 大内で子育てや仲間づくり等、世代を超えてみんなが元気に安心して暮らしていくには何が必要でしょうか。パ

ネルディスカッションによる、大内ならではの“アイデア”を語り合いましょう。 

 当日は、大内自慢の美味しい「お茶とお菓子」をご用意して、皆さまのご参加お待ちしています。 

◆日時 1 /15（日）9 :00開始 

◆場所 大内小学校体育館 

◆主な内容（予定） 

 ・綱引き 

 ・５人１組による 

  チャレンジゲーム 

◆日 時 平成29年2月4日（土）10:00～12:00 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆対 象 健康に関心のある方。大内の元気なまちづくりを応援したい方 

◆定 員 50名（先着順） 

◆内 容 パネルディスカッション「みんなで語ろう！～こころとからだの元気～」 

     ・コーディネーター：中川 忍子さん（大内まちづくり協議会健康福祉部会会長） 

     ・パネリスト   ：佐伯 玲子さん（大内まちづくり協議会文化教養部会） 

     ・  〃     ：山本 典夫さん（大内地区子ども会育成連絡協議会会長） 

     ・  〃     ：西村 博江さん（大内まちづくり協議会健康福祉部会） 

◆申込先 大内まちづくり協議会 ℡050-1265-7063 FAX 927-0473（1月27日（金）〆切） 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    4・ 18日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

4日 水 民児協定例会 10:00～ 大内地域交流センター 
21日  土  

パソコン講座  9:30～ 大内地域交流センター 

7日  土  
七草がゆを食べよう  9:30～ 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 

子どもいご講座 13:00～ 大内地域交流センター 24日 火 
第39回大内まつり 

第1回実行委員会 
19:00～ 大内地域交流センター 

8日 日 
山口市成人式 

（写真撮影は13:00～） 
14:00～ 山口市民会館 25日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

10日 火 母子相談 10:00～ 大内地域交流センター 
28日  

パソコン講座  9:30～ 大内地域交流センター 
土  

15日 日 
大内子ども会 

第32回冬のフェスティバル 
 9:00～ 大内小学校 子ども生け花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

みやこさわぎ 西條 奈加 

うめ婆行状記 宇江佐 真理 

幹事のアッコちゃん 柚木 麻子 

生きる力が育つ！ 

 〈かしこい子〉になるごはん 
月刊クーヨン編集部 

アルミホイル超楽レシピ 浅野 曜子 

きょうはそらにまるいつき 荒井 良二 

十二支のおもちつき 
すとう あさえ【作】 

早川 純子【絵】 

風雲しょうが丸 川端 誠 

・ 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ください。 

・返す時は事務室に持ってきてください。 

・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ください。 

大内小学校区  うえき学級、うえき第２学級 

大内南小学校区 みなみ学級、みなみ第２学級、 

        みなみ第３学級（開級予定） 

◆日 時 平成29年1月21日(土) 13:30～ 

◆場 所 大内地域交流センター 2階 講堂 

※入級申込関係書類は、当日配布しますが、次の場

所にも用意します。 

 ・大内地域交流センター 

 ・各学級 

 ・大内地区社会福祉協議会 

◆連絡先 大内地区社会福祉協議会（大内の館） 

     山口市大内矢田北五丁目8番28号 

     ℡927-7712 

 大内地域交流センター大集会場で毎週水曜日に活動し

ている、錬心館空手山口県地区本部に所属する皆さん

が、去る12月4日（日）に広島県廿日市市で開催され

た、少林寺流錬心館第7回中・四国空手道選手権大

会に出場し、大内在住の宮本大夢さんが、一般男子

段型試合で優勝、一般軽量級組手試合で4位、江藤

栞乃香さんが、小学生

高学年型試合で敢闘賞

という好成績を収めら

れました。 

 また、同地区本部所

属の山田礼華さん（山

口市吉敷在住）が一般

女子段型試合で第3位と

なりました。 
左から宮本さん、山田さん、江藤さん 


