
 4/23 (日 )大内地域交流センター・ JA大内支所周辺にて『第39回大内まつり』が開催されました。 

 当日は天候にも恵まれ、非常に多くの来場者があり、大盛況となりました。 

 おまつり会場では、屋内・屋外で演奏、演武、舞踊、ダンス、書道パフォーマンス、吹奏楽や歌などの

ステージ、各種体験教室、飲食物等の販売などが行われ、子供も大人もたくさんの方がまつりを楽しまれ

ていました。 

 また、今回も参加型イベントとして合唱とダンスが行われました。合唱は地域のコーラスグループと大

内中学校合唱部が中心となり、お囃子「お祭」、「花は咲く」、「見上げてごらん夜の星を」、「ふるさと」を

歌いました。ダンスは大内中学校レクリエーションダンス同好会が「恋ダンス」に挑戦し、会場全体を大

いに沸かせ大内の元気を発信しました。 

 ご来場いただきました皆様、ご協力いただきました実行委員の皆様、出展・出演者の皆様、お手伝い頂

きました皆様、準備作業、当日の運営のお手伝い、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 
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２０１７年５月１５日号 

人口 ２３，２６８人　 男性 １１，１９５人

世帯 ９，８３３世帯 女性 １２，０７３人
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もちまきも盛り上がったよ！ 会場みんなで恋ダンス！ ビンゴ当たったよ！ 

ふれあいどうぶつ村 

はしご車体験 体験教室 

中学生ボランティア 

民踊新舞踊 

蒸気機関展示 

物品販売 



２０１７年５月１５日号 

チャレンジデーとは・・・ 

毎年5月の最終水曜日に人口規模がほぼ同じ自治体同士で、午前0時から午後9時までの間に、15分以上継続して運

動やスポーツを行った住民の「参加率（％）」を競い合う、住民総参加型のスポーツイベントです。 

報告は、①氏名・事業所名・団体名・グループ名、②参加人数、③運動の種類の3つのみ。下記の集計センターに報

告してください。 

TEL 0800-200-2776（通話料無料・当日のみ利用可）／083-934-2912 メール challengeday@city.yamaguchi.lg.jp 

FAX 083-934-2670／083-934-2665 インターネット https://pro.form-mailer.jp/fms/ba3bb962117796 

◆受付時間 電話は、午前9時～午後9時30分。電話以外は、午前0時～午後9時30分（報告は1人1回） 

※上記以外に大内地域交流センターでは報告用のBOXを設置しています。（受付時間8：30～17：15） 

 大内歩こう会を中心に今年も5月31日(水)のチャレンジデーに下記のとおりウォーキングを開

催します。 

 今回はチャレンジデーにあわせた特別企画ですので、どなたでもお気軽にご参加ください。 

 また、大内歩こう会では定期的にウォーキングイベントを実施しております（年6回程度）。

この機会に「大内歩こう会」に正式加入して一緒に歩きませんか？ 

 ◆集合場所 大内地域交流センター（雨天中止） 

 ◆集合時間 10：00 ※申込不要 

 ◆コース  仁保川沿い(中央高校まで往復） 

★日 時：6月14日（水）・21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） 

★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 Tel927-0473 

受講者募集 

パ ソ コ ン 講 座  

自分のパソコンを安全に 
使うための設定！ 

「セキュリティと 

 個人情報漏洩防止」 

自分のパソコンを 
診断してみる！ 

☆Windowsを使いこなそう★ 

快適に使う♫ 
 「高速化」 便利な機能を 

使ってみる♪ 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

こま え  



◇子ども手芸教室 

 日時 第4水曜日の 15時30分～ 

 場所 大内地域交流センター 

 先生と一緒に色々な作品を作ります。 

 ※材料代200円が必要です。 

２０１７年５月１５日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 大内地区学校週五日制教育懇談会では、子どもたち

が安心して活動できるような「居場所づくり」のため

に、「大内子ども夢クラブ」を実施しています。 

 この「夢クラブ」に入ることで、違うクラス、違う

学年、違う学校の人と一緒に、ふだんなかなかできな

いような活動や、自分がやってみたいと思った活動に

参加できます。 

 新しい友達を作るため、放課後退屈しないため、友

達が行くって言うから…。 

 理由はそれぞれです。早速会員登録をして、水曜・

土曜は大内地域交流センターで楽しみましょう！！ 

◆会員になれる人：大内地区に住んでいる小中学生ま

たは大内地区の小中学校に通学している人 

◆会員になる方法：会員申込書に必要事項を記入し

て、大内地域交流センターに提出するか、電話で申

し込んでください。 

 ※申込書は大内地域交流センターにあります。 

◆参加費：講座によっては、材料費や保険料がかかる

ことがあります。 

◆申込・問合先：大内地域交流センター 

        （℡ /FAX 083-927-0473）       

◇子どもいご講座 

 日時 第 1・3土曜日の 13時～ 

 場所 大内地域交流センター 

 先生の説明や対局があります。 

◇子ども生け花教室 

 日時 第4土曜日の 13時～ 

 場所 大内地域交流センター 

 先生と一緒に生け花をします。 

 ※お花代500円が必要です。 

※この他にも色々な講座や教室を企画します。 

 大内保育園では、地域の未就園のお子様と保護者の方をお迎えして、遊ぶ機会をつくっています。 

 年間を通じて、いろいろな遊びを予定しています。定員は10組順（先着順）です。 

 下記の募集内容をご覧の上、電話でお申し込み下さい。 

◆受付日 5月17日(水) 9:00～     ◆申込先 山口市立大内保育園（℡083-927-0001） 

◆対 象 1歳児…平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれの方・・・5組 

     2歳児…平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれの方・・・5組 

 ☆第1回は6月28日(水)はじめまして会と“ぐるるんぱ”さんによるおはなし会です。10～11時を予定しています。 

 今年も大雨が心配される「梅雨･台風シーズン」が近づいてきました。 

 これに備えて、宮島町の上下水道局に配備されている排水ポンプ自動車（毎分

10㌧の排水能力）の操作訓練を山口市と大内地区の防災活動の第一線で活躍され

ている消防団大内分団が合同で行います。 

 見学は自由にできます。これを機に、水害への備えを再確認しましょう。 

 ◆日 時 平成29年5月28日（日） 9:30～ 10 :30  

 ◆場 所 やまぐちリフレッシュパーク（市民プール） 



２０１７年５月１５日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

天子蒙塵 第２巻 浅田 次郎 

八月は冷たい城 恩田 陸 

幻庵 上巻・下巻 百田 尚樹 

私をくいとめて 綿矢 りさ 

幕末維新のすべて 洋泉社 

おしりたんてい ププッおしり

たんていがふたりいる！？ 
トロル 

ばあばは、だいじょうぶ 
楠 章子【作】 

いしい つとむ【絵】 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ84 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。 

講師の先生に教えていただきながら、親子で体を動かして、ふれあって楽しく遊びましょう。 

大内地区の食推（食生活改善推進員）さんによる「手作りおやつタイム」もあります。 

◆日 時 6月6日(火) 10:00～11:30 

◆場 所 大内地域交流センター 2階講堂 

◆対 象 乳幼児とその保護者（0歳さんから参加できます） 定員25組程度 

◆内 容 ☆親子あそび（ふれあいあそび、絵本の読み聞かせなど）10:00～11:00 

      講師 大内光輪保育園 子育て支援センター大内 KOURINすくすく 植木 直香 先生      

     ☆おやつタイム 11:00～11:30 

      大内地区食推さんの手作りおやつです。幼児の間食のとり方、レシピの紹介などのお話もあります。      

      どんなおやつかな？たのしみですね。 

◆その他 申し込みの際、お子さんの年齢（月齢）をお知らせください。 

     動きやすい服装で参加してください。水分補給のお茶とタオルをご持参ください。 

◆申込先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 

◆協 力 山口市食生活改善推進協議会 大内地区  ◆主 催 山口市母子保健推進協議会 大内地区 

過去の戦争でなくなられた方々に対して

追悼の意を捧げるとともに、過去の教訓

を風化させることなく平和の大切さを伝

えるため、追悼式を開催します。 

◆日 時 5月27日（土）11時～ 

◆場 所 山口南総合センター 

     （名田島1218番地1） 

◆入場料 無料 

（供物料等はご遠慮下さい。） 

※事前の申し込みは不要です。 

 当日10時50分までに会場にお越しくだ

さい。 

◆問合せ 市社会課 ℡083-934-2790 

～民生委員・児童委員～ 

○みなさんが抱える福祉や子育てに関する問題について、みなさん

の立場で、親身に相談にのります。 

○私たちのまちにどんな福祉制度や子育て支援サービスがあるか、

紹介します。 

○必要なサービスが受けられるよう、関係機関との「つなぎ役」に

なります。 

○私たちは山口市の民生委員推薦会によって選ばれ、厚生労働大臣

から委嘱されたボランティアです。概ね、自治（町内）会ごとに配

置されています。  

◆みなさんの秘密はかならず守ります、お気軽にご連絡ください。 


