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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年８月１日号 

人口 ２３,３１９ 人 男性 １１,２２３ 人

世帯 ９,８８２ 世帯 女性 １２,０９６ 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 

下記の日程で「山口市立大内中学校創立70周年記念同窓会」を開催します。 

多くのご参加をお待ちしております。 

◆日 時 平成29年8月11日（金）10:00～14:30 

◆会 場 翠山荘 山口市湯田温泉三丁目1-1 電話083-922-3838 

◆参加費 4,000円（当日集金）  

◆内 容  

 10：00～ 総会・記念式典 司会 TYSアナウンサー  

                  永岡 克也氏（平成18年度卒） 

 10：30～ 記念公演 鷺流狂言『鬼瓦』 

          演者 鷺流狂言山口県指定無形文化財技術保持者 

              米本 文明 氏（昭和44年度卒） 

              米本 太郎 氏（平成8年度卒） 

      ビデオレター AKB48 チーム8 ※来場はされません。 

 12：00～ 懇親会 

◆問合せ、申込先 

 大内中学校創立70周年記念同窓会実行委員長 白上 清己 ℡090-8605-4158 FAX083-924-1263 

※申し込み締め切り8月5日  

 昨年、ご好評いただきました「大内の四季ふるさとカレンダー」を、今年も作成いたします。  

 大内地区のとっておきの風景や行事を広く紹介し、「自慢できるふるさと大内」を撮影した写真を募集

します。 

◆応募規定 平成28年、29年に撮影されたもの。 

◆応募方法 ２Ｌの大きさの写真を所定の応募用紙に貼付し、撮影場所、撮影時期（○○年○○月）、  

      写真の解説・感想をご記入のうえ、ご提出ください。 

      応募用紙は大内まちづくり協議会事務局か同ＷＥＢページで入手できます。  

◆締 切 り 9月29日（金） 

◆応 募 ・ 大内まちづくり協議会事務局（大内地域交流センター内） 

 問 合 先  ℡ 050-1265-7063 

※その他詳細は、大内まちづくり協議会事務局にお問い合わせいただくか、同ＷＥＢページ

（http: / /www.ohuchi -machizukur i .com/）をご覧ください。 



２０１７年８月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 がんの早期発見に向け、集団検診を実施します。早期のがんは自覚症状がないことが多いため、定期的な検診受診が必要で

す。４０歳以上（子宮がん検診は２０歳以上）で、職場等で検診を受ける機会のない方はぜひ受診しましょう。受診の際は必

ず、がん検診等受診券をご持参ください。（問合せ 山口市保健センター ℡921-2666） 

○大腸がん検診（要予約） 

◆負担金 300円 

◆予約先 山口市保健センター（℡921-2666） 

※事前に容器の受け取りが必要です。 

日にち 

（検体提出日） 
受付時間 場所 

8月25日（金） 14:40～15:30 
大内地域交流センター  

9月 5日（火）  7:30～9:00 

○子宮がん検診（要予約） 

◆負担金 900円 

※70歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示

された65～69歳の方、70歳未満で市民税非課税世帯の方

（要事前申請）は自己負担金が500円です。 

◆予約先 山口市保健センター（℡921-2666） 

日にち 受付時間 場所 

9月27日（水） 14:40～15:10 大内地域交流センター  

○胃がん検診（要予約） 

◆負担金 900円 

※70歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を提示

された65～69歳の方、70歳未満で市民税非課税世帯の方

（要事前申請）は自己負担金が500円です。 

◆予約先 山口市保健センター（℡921-2666） 

※集団検診はバリウムによる検査です。胃カメラによる

検査は実施医療機関での受診となります。 

日にち 受付時間 場所 

9月5日（火） 7:30～9:00 大内地域交流センター  

○肺がん（結核）検診（予約不要） 

◆負担金 なし   ※検診車で大内地区を巡回します。 

日にち 時間 場所 

8月22日（火） 11:20～11:30 宮ノ馬場 山口交通（株）駐車場 

8月23日（水）    

8:30～8:50 宮島町  市上下水道局 

9:00～9:30 下千坊  下千坊公民館前 

9:50～10:20 姫山台  姫山台集会所前 

10:40～11:00 問田   光巖寺前 

11:20～11:40 小京都  小京都集会所前 

13:30～14:00 上千坊  山口ガス機器駐車場 

14:20～14:35 小野   高橋雄一氏宅倉庫前 

14:50～15:20 菅内団地 のぶ美容室前 

15:30～15:45 菅内   仁平寺前 

9:30～10:00 御堀   みほり学園前 
     大福工務店瓦置き場 

8月25日（金）  

10:10～10:40 氷上   氷上公民館前 

10:50～11:05 金成団地 かなり館前 

13:00～13:30 茅野神田 茅野神田公民館前 

13:40～14:00 上矢田  アンフィ山口店前 

14:10～14:35 長野   長野公民館前 

14:45～15:30 大内地域交流センター 

※喀痰検査（肺がん検診と同時に受診できます。） 

◆対 象 肺がん検診受診者のうち、50歳以上で喫煙指数（1日の喫

煙本数×喫煙年数）が600以上の方 

◆負担金 600円（70歳以上の方、「後期高齢者医療被保険者証」を

提示された65～69歳の方、70歳未満で市民税非課税世帯の方（要事前

申請）は自己負担金が500円です。 

 ７月７日に大内地区の住居表示実施についての２回目の審議会を開催しました。 

 今回の審議会では、第１回目で継続審議になっていた、新しい町名及び町割についての諮問「字の区域及び名称

の変更について」が審議されました。 

 町名と町割案について、自治会代表の委員からは、各自治会内で周知した結果、特に異論がなかった旨報告され

ました。また、他の委員からも異論がなかったことから、新しい町名は「大内御堀一丁目～六丁目」とすることで

審議会としての結論が出されました。 

                               （問合せ 山口市生活安全課 ℡934-2765） 
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 7月15日（土）、大内地域交流センターにおいて、毎年恒例の子どもカ

レー作り講座が開催されました。 

 小学1～5年生の男女34名が4班に分かれて、大内産のお米と野菜を使っ

て、カレー作りに挑戦しました。 

 最初は包丁で野菜を切るのに悪戦苦闘していましたが、徐々に慣れてき

て、最後には、みんなでおいしいカレーを食べることができました。 

「自分で作ったカレーは一段とおいしかった」という感想が多く聞かれまし

た。 

 本講座の開催にあたり、野菜やお米をご提供いただいた地域の皆さま、講

師役を務めていただいた地域の皆さま、本当にありがとうございました。 

 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 8月8日（火） 

     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 ・絵本の読み聞かせ 

     ・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 

 去る6月20日（火）、平成29年度大内地区人権学習推

進協議会の総会を開催しました。 

 平成28年度の事業報告及び決算、平成29年度の事業計

画及び予算について幹事、委員の皆様からそれぞれご

承認をいただきました。 

 今年度も「大内地区じんけん学習まちづくり大会」

を右記により開催します。是非この機会に「人権」に

ついて考えてみませんか。多くの方のご参加をお待ち

しています。詳細につきましては、時期が近づきまし

たら改めてお知らせします。 

第24回大内地区じんけん学習まちづくり大会 

◆日 時 11月12日（日）13:00～15:30（予定） 

◆場 所 大内小学校 

◆講 師 藤村 寿 氏（大内小学校長） 

◆問合先 大内地域交流センター 

     （℡083-927-0473） 
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大内地域交流センター（10 :00～ 10 :40） 

    2・ 16・30日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

2日 水 民児協定例会 9:30～   土 子どもいご講座 13:00～  

4日 金 みんなで宿題やっちゃおう 9:00～   月 第3回体協委員会 19:00～  

5日 土 子どもいご講座 13:00～   水 子ども手芸教室 15:30～  

7日 月 育児学級 10:00～   金 
大腸がん検診 

肺がん検診 
14:40～ 

14:45～ 
 

8日 火 絵本のおはなし会 10:30～   土 子ども生け花教室 13:00～  

 木 福祉員会議 13:00～   日 
大内子ども会 

夏のフェスティバル 
11:00～  

 木 第2回体協役員会 19:00～   月 
地区スローピッチ 

ソフトボール抽選会 
19:00～  

さまよえる古道具屋の物語 

柴田 よしき  あおぞら町春子さんの冒険

と推理 

おひとりさまの介護はじめ

５５話 
中澤 まゆみ 

まことの華姫 畠中 恵 

ネコと昼寝 群 ようこ 

掟上今日子の家計簿 西尾 維新 

果てなき便り 津村 節子 

境界のＲＩＮＮＥ 37 高橋 留美子 

・ 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。 

大内子ども会の夏休み恒例行事「夏のフェスティバル」が大内地域交流センターで開催されます。 

子ども達が企画したゲームやお化け屋敷、特設屋台などが会場に並びます。 

※詳細は、後日配布される「子ども会のちらし」をご覧ください。 

 

◆日 時：8月27日（日） 1 1：00～ 15：00（予定） 

◆場 所：大内地域交流センター 

   ※会場に駐車場がありませんので、お車でのお越しはご遠慮ください。 


