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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年２月１日号 

人口 ２３,２６８ 人 男性 １１,１９６ 人

世帯 ９,７５７ 世帯 女性 １２,０７２ 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 

 昨年１２月市議会において、今年度の住居表示実施区域の新しい町名及びその区域について議決をいただきま

した。これにより、２月１８日（土）から下記の地域の住所が変わります。 

 １月下旬から、市委託業者の調査員が対象区域を巡回し、各ご家庭の新住所の決定通知を配布いたしておりま

す。併せて、表示板の取付けも行いますので、ご協力をお願いいたします。 

 対象区域の皆様方には、ご住所の変更手続き等で大変お手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りま

すようお願いいたします。 

 

  ◆新しい郵便番号及び町名             ◆これまでの表示 

   〒７５３－０２５１ 大内千坊一丁目～六丁目    「大字名＋○○番地」 

   〒７５３－０２５２ 大内中央一丁目、二丁目         ↓ 

                           ◆今後の表示 

                            「新町名＋●番●号」 

この地図は山口市発行の山口市都市計画図を複製したものです。 

◇お問合せ先 

 市生活安全課 

 ℡934-2986 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

◆日 時 2月8日（水）、 15日（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 )  

◆受講料 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 ノートパソコンをご持参ください。 

 ない場合には貸出も可能です。 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 

 １か月毎に１シートを使用し月度集計 

は別シートに楽々まとめられ年間の収支 

が一目瞭然！！とても便利ですよ。 

 家計簿にも活用できる優れものです♪ 

 

 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 2月 13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 

もうすぐ立春。春が待ち遠しい今日この頃、押し花のガーデニングで春を先取りしませんか？  

 ◆日 時 2月 14日（火） 10 :00～ 1 1 : 30 

 ◆場 所 大内地域交流センター 2階講堂 

 ◆講 師 ふしぎな花倶楽部 宮原延恵先生 

 ◆対 象 乳幼児を持つ保護者 15名 

 ◆申込先 大内地域交流センター ℡083-927-0473  

 ・申込時にお子さんの年齢（月齢）をお知らせください。 

 ・お子さん達が遊べるスペースを作ります。一緒に押し花をされてもいいですし、  

  保護者の方から離れられるお子さんは母推がお預かりします。 

 ◆主 催 山口市母子保健推進協議会大内地区 
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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 

月 日 講座内容 講師等 

H29年4月 13日  開講式／災害多発時代を力を合わせて乗り切ろう 山口大学大学院特命教授 三浦 房紀 

5月 1 1日  豊さを感じるためには 山口大学大学院教授 仲間 瑞樹 

6月8日  くらしと政治 山口大学准教授 小川 仁志 

7月 13日  学長は語る 
山口シティカレッジ学長 

山口市長 渡辺 純忠 

8月 10日  健康づくりはまちづくり 山口県立大学学部長 田中 マキ子 

9月7日  健康づくりはまちづくり／ワークショップ 山口県立大学学部長 田中 マキ子 

10月 12日  
〈公開講座〉 

 どう見る？日本経済 

放送大学山口学習センター客員教授 

山口大学名誉教授 藤井 大司郎 

1 1月9日  【視察研修】宇部市方面 宇部市内 

12月 14日  国際的に見た日本の人権事情 山口学芸大学学部長教授 香川 智弘 

H30年 1月 1 1日  いのちの大切さ ～心穏やかに生きるには～ 法界寺 住職 辻田 昌大 

2月8日  加害者・被害者にならないために 山口警察署 交通課員 

3月8日  閉講式／学びを活かすために 山口シティカレッジ 運営委員 

「山口シティカレッジ」で、政治・経済・文化等の幅広い分野の課題や地域課題を学び、地域社会や

グループで活躍しませんか？ 

 ◆日   時  平成29年4月～平成30年3月までの毎月第2木曜日 10時～ 12時（9月は第 1木曜） 

 ◆場   所  山口市男女共同参画センター（ゆめぽぽら）第 1講座室 

 ◆対象・定員  市民先着50名（ただし初受講者を優先） 

 ◆受 講 料  年間2,500円（開講時にご持参ください。視察研修は、別途一部負担） 

 ◆申込み方法  ハガキまたはFAXで申し込み（締切：平成29年3月3日（金）当日消印有効） 

         住所・氏名・電話番号・年齢・性別・受講歴（あり・なし）を明記のこと  

 ◆申し込み先  山口市協働推進課 

               （〒753-8650 山口市亀山町2- 1 ℡083-934-2763 FAX083-934-2702） 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    1・ 15日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

1日 水 民児協定例会 9:30～ 大内地域交流センター 13日 月 絵本のおはなし会 10:30～ 大内地域交流センター 

2日  木  
市県民税申告相談 9:30～ 大内地域交流センター 14日 火 

第39回大内まつり 

第２回実行委員会 
19:00～ 大内地域交流センター 

健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 
15日  

パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 
水  

4日  土  

子ども夢クラブ 

お菓子作り教室 
9:30～ 大内地域交流センター 

学校体育施設 

定期利用団体調整会議 
19:00～ 大内地域交流センター 

子ども囲碁講座 13:00～ 大内地域交流センター 18日 土 子ども囲碁講座 13:00～ 大内地域交流センター 

8日  水  
パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 22日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

大内地域交流センター 

定期利用団体代表者会議 
19:00～ 大内地域交流センター 25日 土 子ども生け花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

10日 金 福祉員会議 12:00～ 大内地域交流センター      

オライオン飛行 高樹 のぶ子 

おおあたり 畠中 恵 

女が動かす北朝鮮 五味 洋治 

口腔ケアでがん治療はグッと楽になる 百合草 健圭志 

子どもの手芸かわいいラブあみ 寺西 恵理子 

キッズペディア地球館 小学館 

たんじょうびはかそうパーティー！ カタリーナ・ヴァルクス 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 83 尾田 栄一郎 

・ 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。 

 大内地区の皆さん謹んで新年のお喜びを申し上げます。 

 昨年に引き続き、大内消防団のご厚意により 1月8日（日） 14時より下千

坊の中川橋と御堀橋の間で放水訓練（消防車 1台、放水ポンプ5台）を行い

ました。 

 「大内地区民家・その他火災ゼロ」をスローガンに今年も火災がない年

にしたいと思いますので皆さまのご協力の程、よろしくお願いします。  


