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人口 ２３,２７７ 人 男性 １１,１９８ 人

世帯 ９,８５９ 世帯 女性 １２,０７９ 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 
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 市長が直接各地域に出向き、住民の皆さんと気軽に語り合

う「やまぐち車座トーク２１」が行われます。 

 地域のことを話題に、市長や地域の皆さんと語り合いま

しょう。 

 市政について、日ごろからの様々な疑問やご提案を市長が

直接お聴きします。 

 この「やまぐち車座トーク２１」は自由に参加できますの

で、多くの方のご参加をお願いします。（申込不要） 

  

  
 山口市では、７月を社会貢献活動推進月間と定め、市民活動や地域活動へ

の参画を広く啓発することとしています。期間中は各種イベントやボラン

ティア活動が展開されますので、この機会に、社会貢献活動に参加されてみ

ませんか。参加された場合は、ご報告をお願いします。 

◆対象となる活動 

 山口市内で取り組まれるボランティア活動 

（例）道路・河川の清掃や植林、生物や環境の保護、社会福祉施設などでの

ボランティア活動、子ども向けスポーツ教室やキャンプの支援、文化行事や

地域イベントなどの運営スタッフ、防災訓練や防犯活動など。 

◆報告方法 

 電話、ＦＡＸ、メールで「活動日・参加人数・活動内容」をご報告ください。（報告受付8月3日まで） 

◆問合せ・報告先 協働推進課 ℡:934-2981 fax:934-2702 mail:v-challe@city.yamaguchi.lg.jp 

 ◆日 時 7月25日（火）19：00～20：30  

 ◆場 所 大内地域交流センター 2Ｆ講堂 

 ◆内 容 ・市政報告 

      ・自由意見の交換 

 ◆問合せ 大内地域交流センター  

     ℡927-0473   
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～癒しのひとときを体験しませんか！～ 

◆日 時 7月22日 (土 ) 6:30～ 12 :00 ※少雨決行 

◆集 合 朝6:30までに大内地域交流センターに集合 

◆会 場 国立山口徳地青少年自然の家 

◆対 象 小学生と保護者60名程度 

◆参加費 無料 

◆持参物 長袖・長ズボン・帽子（白系の色がよい）、長靴、 

     カッパ（雨の場合）、虫かご、虫除け、飲み物など 

◆行 程 6:30出発→7:30頃から昆虫採集・観察→ 

     1 1 :00頃徳地を出発（時間は前後することがあります） 

◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473 

    （7月3日（月）8:30受付開始、7月 13日（木）締切り） 

 バスで国立山口徳地青少年自

然の家まで行って、クワガタな

どの昆虫を採集します。 

 採集した虫たちは持って帰れ

ますので、夏休みの自由研究の

参考にもなります。 

 親子で参加して夏の思い出を

つくりませんか。 

 子ども夢クラブでは今年も地元大内産の野菜やお米を使っ

て、みんなで楽しくカレーを作って食べようと思います。   

 おいしいカレーをみんなで楽しく食べましょう！ 

◆日 時 7月 15日 (土 ) 9:30～ 

◆場 所 大内地域交流センター 

◆人 数 40人程度 

◆対 象 小学 1年生～6年生 

◆材料費 200円 

◆持参物 三角巾、エプロン、タオル、飲み物 

◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473  

    （7/3（月）8:30受付開始、7/ 13（木）締切り）  

◆主 催 大内地区学校週五日制教育懇談会 

 ベビー・マッサージは、親御さんが赤ちゃんに愛情を伝えるスキンシップの一つです。パパ・ママの手に触れ

られるだけで、赤ちゃんは安心を得られ、パパ・ママもリラックスできます。 

 ◆日 時：7月12日（水）10：15～受付    ◆場 所：大内地域交流センター ２階和室 

 ◆対 象：乳幼児とその保護者        ◆持参物：バスタオル・飲み物（水分補給が必要です） 

 ◆参加費：無料              ◆主 催：子育てサロンおおきくなあれ 

 ＜注＞前日に予防接種をされた方は参加できません。 
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 6町内7チームが昨年度の成績を基

に 1部、2部に分かれ 1部3チーム、2部

4チームのリーグ戦を行いました。    

 1部は3チーム全てが2勝 1敗で並ぶ

大接戦となりましたが、セット数得

失点差により氷上Ａチームが見事優

勝しました。 

 2部は氷上Ｂチームが全勝優勝

し、 1部・2部ともに氷上自治会が優

勝となりました。 

 参加された皆様お疲れ様でした。 

 １部 

優 勝 氷上Ａ 

準優勝 上矢田 

 ２部 

優 勝 氷上Ｂ 

準優勝 御 堀 

氷上Ａチームの皆さん 

パソコン講座 
受講者募集 

★小学高学年&中学生向けパソコン組立て実演★ 

◆組み立てるパソコンを複数台用意して 

一緒に組み立て作業を行っていただきます！ 

◆それを参考に自宅でパソコンを組み立ててみては！！ 

※パーツを手に取って触ってみる 

ことでPCに親しんでもらいたい！ 

※動いた時の感動を 

     体験してほしい！ 

氷上Ｂチームの皆さん 

パソコン造りは超簡単！ 

プラモデル感覚でパソコンが造れる！ 

オンリーワンのパソコン！ 

物造りの楽しさを感じられる！ 

夏休みの自由研究・課題に役立つ！ 

◆日 時 7月28日 (金 ) 13 :00～ 16：00 

◆場 所 大内地域交流センター 1F研修室 

◆人 数 20名（先着順） 

◆対 象 小学5･6年生、中学生 

◆参加費 無料 

◆その他 父兄同伴可 

◆申込先 大内地域交流センター  

      ℡927-0473      

     （7月3日（月）8:30受付開始） 

 ★パソコン講座「写真の編集をしてみよう」 

参加費：１，５００円 申込先：大内地域交流センター 

受講者募集中です!!（詳細は6月15日号をご覧ください） 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    5・ 19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 18日 火 第2回体協委員会 19:00～ 大内地域交流センター 

 2日 日 地区ソフトボール大会  8:30～ リフレッシュパーク 19日 水 パソコン講座 13:30～ 大内地域交流センター 

 5日 水 民児協定例会  9:30～ 大内地域交流センター 
22日  土  

昆虫採集教室  6:30～ 徳地青少年自然の家 

 6日 木 健康相談 13:30～ 大内地域交流センター 子ども生花教室 13:00～ 大内地域交流センター 

10日 月 第１回体協役員会 19:00～ 大内地域交流センター 
25日  

みんなで宿題やっちゃおう  9:00～ 大内地域交流センター 
火  

11日 火 母子相談 10:00～ 大内地域交流センター 車座トーク 19:00～ 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 26日 水 子ども手芸教室 15:30～ 大内地域交流センター 

15日  土  
カレーをつくろう！  9:30～ 大内地域交流センター 29日 土 青少協標語看板づくり  9:00～ 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      

ビオレタ 寺地 はるな 

撫物語 西尾 維新 

私が失敗した理由は 真梨 幸子 

こどもに作ってあげたいもの 日本ヴォーグ社 

いのる 長倉 洋海 

きもだめし 新井 洋行 

きっぷでＧＯ！ 北海道・東北４大

新幹線乗りつぶしの旅 
豊田 巧 

オドロキ！血液型占い大じてん マーク・矢崎治信 

・ 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。 

 6月5日に大内南小学校2年生が、22日に大内小学校2年生が 

大内地域交流センターを訪問してくれました。 

 小学生たちを快く

迎えて、ご協力いた

だいたセンター利用

者のみなさんありが

とうございました。 


