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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年４月１日号 

人口 ２３,２５７ 人 男性 １１,１８０ 人

世帯 ９,７５１ 世帯 女性 １２,０７７ 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 

 当日は、市道小野高芝線終点交差点の大内地域交流

センター前から大内保育園入口北側までの約100ｍが

通行止めとなり、通り抜けができなくなります。 

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力

賜りますようよろしくお願いいたします。 

 会場では、各団体の演技・歌などの発表や、はしご車乗車体験、

各種展示・販売などがあり、さらにはみんなで楽しめるダンスや歌

など参加型のイベントもあります！  

 屋内では手芸・型染め・指文字名刺づくり・押し花・生け花の体

験教室も行われます。 

 ※くわしくは同時に配布されているプログラムをご覧ください。 

○通行止め：4/23（日）9:00～ 16:00 

大内地域交流 

センター 

 「環境を守る」ための様々な活動が、日本各地で行われています。 

 山を守る、川を守る、生き物を守る、空気を守る、等々、いろいろな活動があると思います。  

 今回も「仁保川の環境保全」の一環として、そして、子ども達の「生物愛護の精神」を育むための活

動として、大内地区の北側を流れる「仁保川」に、アユの子どもを放流します。  

 「川」と「魚」を体験する貴重な機会ですので、多くの子どもたちの参加をお待ちしています。  

◆日 時 4月 15日（土）9:30～ 10 :30 

◆場 所 育成学校前の「仁保川」河原 

◆対象者 幼児(保護者同伴)、 

     小学 1～4年生程度 

◆定 員 30人程度 

◆持参物 小さなバケツ、タオル 

◆申 込 4月 14日（金）の午前中までに 

    大内地域交流センターへ（℡927-0473） 

◆その他 汚れても良い服と

靴で来てください。（長靴が

あると便利です） 

※前日や当日の天候

及び川の水量によっ

ては、中止すること

があります。 
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 恒例の「大内っ子まもる日」を下記のとおり開催します。新

学年のはじめに、子ども達と一緒に下校し、登下校の安全へ

の意識を高めましょう。 

 ●大内小学校  4/19（水） 14：50～ 

 ●大内南小学校 4/26（水）14：55～ 

 平成29年度のパソコン講座の予定をお知らせします。 

 今年度もWord、Exce lを中心に基礎的な部分から始めます。 

 各テーマごとに時期が近づいたら、募集記事が「おおうちだより」に掲載されます

ので、興味のある方は是非お申し込みください。 

時期 テーマ 内容 

4月 Excel① はじめてのエクセル ワークシート操作、画像貼り付け、簡単な表計算等 

5月 Word① ワードで案内文 町内会、子ども会、地域のサークル等、各種案内文の作成 

6月 Windows Windowsの便利機能 
Windows8.1・10を中心にその役割と機能を学習し、便利機能を使い

こなす。セキュリティ、個人情報漏洩防止等各操作の実習 

7月 写真 写真の編集 Win10の写真アプリ「フォト」を使い、写真の修整と加工を楽しむ 

7月 夏休み 子ども向けPC組立講座 小学高学年、中学生を対象にPCの仕組みを解説し、組み立てを実演 

9月 Excel② オリジナル万年カレンダー エクセルを使って写真入りのオリジナル万年カレンダーを作成 

10月  Excel③ 住所録の作成 住所録を作成。同好会の会員名簿や年賀状の宛先印刷にも使える 

11月 Word＆Excel 年賀状の作成 
年賀状の本文をWordで作成し、宛名面をExcelの住所録を使ってWord

に差込印刷機能で作成 

2月 Excel④ 家計簿の作成 Excelで家計簿を作成 

◆日 時 4月 12日（水）、 19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 ノートパソコン持参のこと（貸出可） 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 

ワークシート操作・画像貼り付け・簡単な

表計算などエクセルの基礎を一緒に学びま

せんか！！！ 
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サークル名 曜日 時間

真味の会 第３火曜日 9:30～12:30

高芝寿歌おう会
第２・４月曜日

（祝祭日は除く）
13:00～17:00

日本習字 毎週土曜日 13:00～15:00

日本舞踊　扇の会 第１・３月曜日 14:00～16:00

音夢 毎週火・土曜日 13:30～16:30

ハウオリ・フラ大内 第１～４金曜日 9:30～12:00

ふしぎな花倶楽部
第３土曜日

第４木曜日
9:30～16:30

ふれあいいきいきサロン新矢田 第３月曜日 13:00～17:00

防長岳風会 吟道研究会 第１日曜日 9:30～11:30

防長岳風会 御堀支部 第２・４土曜日 13:00～16:00

墨風会　山口 第２月曜日 9:00～12:30

山口盆栽同好会 第２土曜日 9:00～12:00

ユカリカラオケ教室 第１・３火曜日 13:00～16:00

夢工房「喜喜」　彩グループ 毎週木曜日 10:00～12:00

夢工房「喜喜」　花グループ 毎週水曜日 10:00～12:00

レクリエーションダンス

初心者サークル
第１・３木曜日 13:00～16:00

朗読劇やまぐち 第１・３月曜日 13:00～16:30

全日本少林寺流空手道連盟
錬心舘山口県地区本部

第１～４水曜日
第１～４土曜日

17:00～22:00

山口日仏協会
（フランス語講座）

毎週火曜日 18:30～20:00

やさしい仏様を彫る会 第１・３木曜日 9:30～12:30

きらきら銭だいこグループ 第２・４金曜日 9:00～11:30

スマイルキッズ 毎週水曜日 14:00～17:00

Ｐｒｉｍｏ　リトミック 第１・３水曜日 9:30～12:00

英会話教室 毎週火曜日 17:00～21:30

山口市食生活改善推進協議会

山口支部　大内地区
第１火曜日 9:00～12:00

山口市母子保健推進協議会
大内地区

第２火曜日 9:30～13:00

サークル名 曜日 時間

２５日会 毎月２５日 19:00～21:30

３Ｂ体操（火曜コース） 毎週火曜日 19:30～21:00

３Ｂ体操（木曜コース） 毎週木曜日 9:00～12:10

子育てサロン　大きくなあれ 第２水曜日 9:30～12:00

池坊　生け花教室 第１・３水曜日 18:30～20:00

笑顔会
毎週火曜日

第２・４金曜日
13:00～16:00

大内あすなろ会
偶数月

第２月曜日
9:00～12:00

大内紀月会

民踊・新舞踊教室
毎週木曜日 13:00～17:00

大内高齢者囲碁同好会 毎週水・金曜日 13:00～16:30

大内社交ダンス 毎週木曜日 19:00～22:00

大内吹奏楽団　”あ～べんと” 毎週土曜日 18:00～22:00

大内卓球クラブ
毎週月,火,木,金曜日

（祝祭日は除く）
9:00～16:00

大内きららの会 第２・４土曜日 13:00～16:00

大内フォークダンスサークル 毎週水曜日 9:00～12:00

大内ラージ卓球クラブ 毎週水曜日 13:00～15:30

大内レクリエーションダンス
同好会

第２・４木曜日 13:00～16:00

大内地区老人クラブ連合会
モチーフつなぎ

第１日曜日 9:00～12:00

岳誠流　日本吟道岳誠会 毎週金曜日 13:00～15:30

型染遊禅染色教室 第１・３月曜日 9:30～16:00

黒田バレエスクール

山口教室
毎週月曜日 17:00～22:00

こうる・ソアーヴェ
第２・４金曜日

第１・３・５土曜日

19:00～22:00(金)

9:00～13:00(土)

琴同好会 第２・４火曜日 17:00～21:00

玄游会　彩月書道教室
毎週火曜日

毎週土曜日

16:00～19:00(火)

9:00～12:00(土)

墨花会 第２・４火曜日 9:00～12:00

自彊術　大内教室 毎週月曜日 10:00～11:30

糸東空手道
スポーツ少年団・古武道

毎週日曜日 9:00～14:00

新日本婦人の会　大内班 第３土曜日 10:00～12:00



２０１７年４月１日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    12・26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 
15日  土  

アユの放流体験 9:30～ 仁保川河原 

5日 水 民児協定例会 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 

8日 土 大内子ども会総会 19:00～ 大内地域交流センター 17日 月 絵本のお話し会 10:30～ 大内地域交流センター 

10日  
福祉員会議 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 

月  
大内体育協会総会 19:00～ 大内地域交流センター 22日 土 大内まつり前日準備 13:00～ 大内地域交流センター 

12日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 23日 日 第39回大内まつり 9:00～ 大内地域交流センター 

しんせかい 山下 澄人 

老いては夫を従え 柴門 ふみ 

お春 橋本 治 

一気にわかる！池上彰の世界情勢2017 池上 彰 

こうじ甘酒レシピ 作りおき 伏木 暢顕 

親子で遊べるあやとりＤＸ 有木 昭久 

心やさしく賢い子に育つ みじかいおはなし366 小学館 

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか 

・ 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。 

 3月3 1日をもちまして大内地域交流センター所長兼重が定年退職となり、 4月 1日付人事異動により、行政窓口担当永久と地域

担当竹内が転出となりました。これまで地域の皆様には大変お世話になりました。代表して兼重がご挨拶申し上げます。  

 3月末日をもって37年間勤めた市役所を定年退職することになりました。 

 最後の6年間、皆様のご協力により、安心安全で住みよい「大内」のまちづくりに向け充実した日々が送れまし

たことに感謝申し上げます。 

 最後まで全力で仕事に邁進する所存でしたが、先月「胃ガン」の告知を受け、全摘出手術のため入院しました。  

 入院・手術となるといつ復帰できるのかと不安な中、入院前の休日に交流センターで仕事の残務処理をしていた

とき、外でガサガサと音がするのでブラインド越しに目をやると、ご婦人がセンター入口横のバラの剪定をされて

いました。お礼かたがた少し立ち話をすると、ご婦人はセンターの近所にお住まいで「花が好きでいつも勝手にバ

ラの手入れをさせてもらっています。」と笑っておっしゃいました。そういえばと、毎年センターや周辺の道路の

草刈りをされている方や緑のカーテンを作ってくださる方、大きな葉ボタンなどプランターの花壇を楽しませてく

ださる方のお顔が思い出され「ボランティアの優しさに包まれてセンターが存在している」ことに改めて感謝し出

来るだけ早く帰って来ようと言い聞かせて入院・手術に臨みましたが、 3月中の復帰は叶わず皆様にはご迷惑をお

掛けしました。 

 最後に所長職を退くにあたり、本市の新たな取り組みとしての協働によるまちづくりにご尽力いただいている皆

様、大きくなり続けている市内2番目のビッグ都市「大内」の住民基礎組織の運営にご尽力いただいている自治

（町内）会長の皆様、大内地区の社会福祉の増進にご尽力いただいている皆様を始め、青少年や子どもの健全育

成、児童生徒の登下校の安心安全のため地域の見回りや見守り、世代間交流に取り組まれている皆様、市民体育大

会で大内の代表として懸命に競技に取り組まれる選手の皆様やお世話される体育協会の皆様など沢山のコミュニ

ティ団体や地域住民の皆様に対するこの6年間の感謝の気持ちはとても書き尽くせませんが、今後も新しいセン

ター所長と共に引き続き安心安全で住みよい「大内」のまちづくりにご協力をお願いします。私も地区住民の一人

として「得意分野」を活かしたコミュニティ活動に努めてまいります。 

 「大内まつり」には必ずお伺いします。本当に長い間ありがとうございました。 

                          大内地域交流センター 所長 兼重知己 


