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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年９月１日号 

人口 ２３,３５１ 人 男性 １１,２３６ 人

世帯 ９,９０８ 世帯 女性 １２,１１５ 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 

◆日 時 9月 13日（水）・20日（水） 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） 

◆申込先 大内地域交流センター ℡083-927-0473 

 7月29日、大内地区青少年健全育成協議会が大内中学校美

術部の生徒と標語看板を制作しました。看板に採用された

標語は、昨年地区内の小学5年生と中学2年生から募集した

「たすけあい」に関する標語の中から選ばれた24点の優秀

標語です。 

 

 

 これらの看板は、地域の多くの皆さ

まに見ていただけるように、各町内へ

配布されます。 

 また、最優秀標語は大内中美術部の

生徒がデザイン・制作した大看板とな

り、大内地域交流センター大集会場の

壁面に設置されました。 

◆日 時 9月 19日（火） 10 :00～ 1時間程度  

◆場 所 大内地域交流センター2階 和室 

◆内 容 ぷち人形劇、エプロンシアター、ふれあいあそびなど 

◆対 象 乳幼児とその保護者 20組 

◆講 師 おはなしパペットぐるるんぱ 岡田 裕美 先生 

◆申込先 大内地域交流センター（℡083-927-0473） 

     お子様の年齢（月齢）をお知らせください。 

◆主 催 山口市母子保健推進協議会大内地区 

※８月に台風の

ため中止となっ

た講座です！！ 
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 山口市住居表示審議会において、今年度の住居表示実施につい

ての諮問事項を審議した結果として、８月３日に審議会長から市

長に答申がありました。 

 答申の内容は、住居表示の実施区域、住居表示の方法、新しい

名称（町名）についての3項目です。 

 今回の答申の内容を踏まえ、9月市議会において実施区域及び

住居表示の方法について議会提案をおこない、可決されれば、10
月に新しい町名及び区域について公示をおこなう予定です。 

 ◇答申内容 

  実施区域：御堀、東御堀、御堀団地、御堀ヶ丘町内会、 

       及び氷上自治会の一部の範囲 

  住居表示の方法：街区方式 

  新しい名称（町名）：大内御堀一丁目～六丁目 

 日ごろの運動不足に心当たりはありませんか？ 

 歩数アップサポートは忙しい皆さんが無理なく、生活の中で少しでも歩数アップできる

よう支援します。 

 本事業への新規参加者のうち３か月連続で自分で決めた目標を達成した方には、もれな

く図書カードを進呈します！さらに、３か月連続で記録表を提出した方の中から抽選で素

敵な健康グッズのプレゼントもあります。 

 歩数アップサポートはグループでのお申し込みも受け付けています。「忙しくて運動がで

きない」と思っている職場仲間やご友人、ご家族のみなさんで誘い合い、ぜひご参加ください！ 

◆内  容 ①自分の目標を決める。       

      ②歩数アップにチャレンジ！ 

      ③毎月、歩数または歩いた時間を記入した記録表を提出する。 

      ④応援メッセージ付きの記録表が返信される。 

◆対 象 者 市内に在住・在勤・通学している方のうち、定期的な運動習慣がない方 

      （「定期的な運動習慣がない」とは週2回30分以上の運動を継続していないこと） 

◆実施期間 10月1日（日）～12月31日（日）の3ヶ月間 

◆参 加 費 無料（ただし、記録表の郵送料は実費負担）歩数計はご自身でご用意ください。 

◆申込方法 申込書に必要事項を記入し、窓口持参又は、郵送・FAX・メール・電話で申し込み 

◆申込期限 9月29日（金） 

◆申込場所 各保健センター、各地域交流センター及び分館 

      ※チラシ・申込書は各申込場所にあります。市ウェブサイト（「歩数アップサポート」で検索） 

       からもダウンロードできます。 

◆問合せ先 山口市保健センター ℡083-921-2666 メール kenko@city.yamaguchi.lg.jp 
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 この大会は、大内地区在住高齢者のみなさんが、球技を楽しみながら、交流・健康増進しようと

する集まりです。老人会に入っていない人も参加できます。初心者も歓迎します。 

 参加者には、全員に参加賞を差し上げます。その他の賞品もたくさん準備して待っています。 

  

 

【実施予定時刻】大内小学校 ～ 午前 10時頃 

        大内南小学校～ 午前 10時30分頃 

        ※雨天の場合は順延となります。 

 大内っ子の皆さんは、暑い夏を元気いっぱいに過ご

されていることでしょう。 

 さて、来る9月16日（土）には、大内南小学校と大内

小学校で運動会が開催されます。 

 楽しい種目がたくさん予定されていますが、その中

で、来年度（30年度）入学予定のお子さんによる「か

けっこ」を行います。 

 小学校の広い運動場を友だちと力一杯走ってみ

ませんか。みなさんの参加を心よりお待ちしてお

ります。 

 ◆問合先 大内南小学校 ℡927-7373  

      大内小学校  ℡927-001 1 

 大内地域交流センター大集会場で毎週水・土曜日に活動している、錬心館空手山口

県地区本部に所属する皆さんが、去る7月30日（日）に鹿児島市で開催された「第47

回少林寺流錬心舘全国空手道選手権大会」に出場し、大内小京都在住の宮本大

夢さんが、一般男子段型試合（参加人数５８名）で準優勝されました。 

 指導者の山本本部長は「今回初めて、決勝という大舞台に立つことが出来

た。今後も鍛錬を重ね、さらなる高みを目指してほしい。他の選手にもいい刺

激となっている。」とコメントされています。おめでとうございます！ 
準優勝された宮本さん 

競技名 日時 場所 世話人 

グラウンドゴルフ 
１０月１９日（木） 

8：00～12：00 

リフレッシュパーク  

第２グラウンド 

杉山 茂 

℡928-8121 

ペタンク 同  上 同  上 
江藤 徳明 

℡922-1537 

ゲートボール 
１０月２１日（土） 

8：00～12：00 
氷上児童公園 

中村 秀雄 

℡927-2920 

 参加希望者は、１０月１３日（金）までに各地区の老人クラブ会長へ申し込んでください。 

 老人クラブのない地区の参加希望者は各競技世話人もしくは、本大会総括担当者杉山茂（℡928-8121）に直接

申し込んでください。 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    13・27日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 2日  土 子ども囲碁 13:00～   土 子ども囲碁 13:00～  

 3日 日 
地区スローピッチ 

ソフトボール大会 
8:30～   水 パソコン講座 13:30～  

 5日 火 胃がん・大腸がん検診 7:30～   土 子ども生花教室 13:00～  

 6日 水 民児協定例会 9:30～  
 

子ども手芸教室 15:30～  
水 

 日 山口市民体育大会 8:30～  子宮がん検診 14:40～  

 火 母子相談 10:00～   木 食推さんの料理教室 9:30～  

 水 パソコン講座 13:30～       

にじいろでんしゃはっしゃしまー

す！ 
間瀬 なおかた 

このあいだになにがあった？ 
佐藤 雅彦/ 

ユーフラテス【作】 

茜の茶碗 上田 秀人 

ＢＵＴＴＥＲ 柚木 麻子 

７番街の殺人 赤川 次郎 

お部屋でできる！野菜作り はじ

めての水耕栽培 
中島 水美 

とめはねっ！７ 河合 克敏 

乗り物図鑑 クライブ・ギフォード 

・ 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。 

 ◆日 時 平成29年9月7日（木）、9月8日（金） 

      両日とも10時～12時 ※随時受付 

 ◆場 所 大内地域交流センター 

 ◆対 象 平成29年1月1日から平成29年3月31日の間に 

      生まれた乳児とその保護者 

      ・所要時間は15分程度です。 

      ・対象者にはハガキでご案内いたします。 

 ◆問合先 山口市立中央図書館（℡901-1040） 

 山口市では、絵本に関心を持ち始める

時期の乳児とその保護者を対象に、絵本

を無料で贈呈し、絵本を通して親子の絆

を強めることができる「ブックスタート

体験会」を開催しています。 

ぜひご参加ください。 


