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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 

 今年度の住居表示実施に伴い、平成29年9月27日から、新しい町名、字の区域の新設（案）の公示を

行います（市ウェブサイトhttp: / /www.c i ty .yamaguchi . lg . jp/でも確認できます。各総合支所・各地域

交流センター [次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東 ]・各分館においても、

９月２８日以降、御確認いただけます。）。 

 対象区域に住所を有し、市議会議員および市長の選挙権を有する方で、この案に異議のある場合

は、平成29年 10月26日までに、50名以上の連署に理由を付して案に対する変更の請求をすることがで

きます。 

 また、 10月以降、市委託業者の調査員が現地調査のため、対象区域を巡回します。場合によって

は、御質問させていただくことがありますので、御協力お願いします。調査員は写真入りの調査員証

を携帯しておりますので、御不審な場合は、調査員証の提示をお求めください。  

 お問合せ先 市生活安全課 934-2765 
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9月10日（日）、山口市民体育大会が

維新百年記念公園・やまぐちリフ

レッシュパークで開催されました。 

 大内地域からは陸上・レクスポ、女子バ

レーボール、卓球、グラウンド・ゴルフ、ソ

フトボールの全種目に出場しました。今年も

多くの種目で健闘し、好成績を残しました。  

 その日に行われた反省会では、来年に向け

ての抱負が多く聞かれました。参加いただい

た選手・スタッフの皆さん、大変お疲れ様で

した。 

Ａブロック優勝 平川  準優勝 小郡 

★バレーボール 

 １回戦 大内 0‐2 平川 

 敗者戦 大内 2‐0 仁保 

★ソフトボール 

 １回戦 大内 10‐3 宮野 

 準決勝 大内  8‐4 湯田 

 決 勝 大内  6‐4 吉敷 

優勝 宮野 準優勝 湯田 ３位 大内 

★グラウンド・ゴルフ 

 優 勝 宮野 323打 

 準優勝 湯田 340打 

 ３ 位 大内 356打 

Ａブロック総合優勝 平川 準優勝 大内 ３位 白石 

Ａブロック優勝  大内 準優勝 吉敷 

Ｂブロック優勝 小鯖 準優勝 小郡 ３位  大内 

ソフトボール Aブロック優勝 

陸上・レクスポ Aブロック準優勝 

★陸上・レクスポ 

 優 勝 平川 43点 

 準優勝 大内 41点 

 ３ 位 白石 40点 

卓球 Bブロック３位 
グラウンド・ゴルフ ３位 

バレーボール Ａブロック残留 
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 今年もミニうんどう会を行います。お友達といっしょに楽しい時間を過ごしませんか。 

 今回は、山口児童館先生によるプログラムです。 

  ◆日 時 10月11日（水）10:30～（受付10:15～）時間におくれないでね 

  ◆場 所 大内地域交流センター 2階 大集会所 

  ◆対 象 大内地区在住の乳幼児とその保護者（先着20組） 

  ◆持参物 タオル、飲み物、室内シューズ（大人） 

  ◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473 

   ※当日は、動きやすい服装でお願いします。 

 

第３回 

 新鮮なお魚をさばいてお子さんと一緒に食べてみません

か？山口県漁協秋穂支所女性部の方が丁寧に教えて下さい

ます。どんなお魚かな⁇楽しみですね‼ 

◆日 時 10月 13日（金） 10 :00～ 12 :00 

◆場 所 大内地域交流センター 調理室 

◆講 師 山口県漁協秋穂支所女性部 

◆対 象 未就園児の親子（先着 10組）※親のみ参加も可 

◆持参物 エプロン、三角巾、手拭きタオル 

◆申込先 大内地域交流センター ℡927-0473  

※お申し込みの際、お子様の年齢又は月齢、食

材に対するアレルギー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 

     山口市水産港湾課 

◆日  時 1 1月3日（金・祝） 10:00出発～ 12 :00 

      ※9:30～ 10 :00までに集合して下さい。  

◆集合場所 リフレッシュパーク第3駐車場（大内長野） 

※当日、イベントが予定されており、混雑が予想されま

すので、お乗り合わせでのご来場にご協力ください。 

◆参加資格 中学生以上 

◆定  員 約20名（先着順） 

◆講  師 松前 了嗣氏（大内史跡マップ編集委員） 

◆参 加 費 無料 

◆主  催 大内まちづくり協議会健康福祉部会 

◆申 込 先 大内まちづくり協議会事務局 

     ℡050-1265-7063（ 10/27（金）締切） 

※少雨決行、飲み物は各自持参してください。 

   まち歩きコース（約４km） 
 
リフレッシュパーク → 脱隊諸士招魂碑 → 

大塚古墳 → 観音堂 → 二義少年顕彰碑 →

長野八幡宮 → 大宮堤 →リフレッシュパーク 

 大内盆地は、かつては広大な田園地帯で

あったようですが、近年では住宅等が立ち

並び、その姿を多く変えていきました。 

 そこで今回は、大内長野地区をクローズ

アップし、「残したい『大内の風景』を歩

く」というテーマのコースを考えてみまし

た。 

竹を使って手作りのバームクーヘンを作ろう！ 

◆日 時 10月7日（土）10：00～12：30 

◆場 所 大内地域交流センター 調理室 

◆対 象 幼稚園児・保育園児（年長）～ 

     小学生とその保護者（先着15組） 

◆主 催 ボーイスカウト山口 

◆問合先 杉田 927-5889（夕方以降） 

◆申 込 前日までにインターネットでお申し   

 込みください。「こくちーず」で検索。 

 または下記ＱＲコードから。 

https://www.google.co.jp/url?q=http://www.irasutoya.com/2012/11/blog-post_24.html&sa=U&ved=0ahUKEwiFrsur267WAhWMy7wKHfwzDlMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEJuSY18JpMoSzld1Leum27pAzDQw
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    1 1・25日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

2日 月 
第65回大内地区健康体育祭

抽選会 
19:00～   月 絵本のおはなし会 10:30～  

4日 水 民児協定例会  9:30～   水 パソコン講座 13:30～  

7日 土 子どもいご講座 13:00～   土 子どもいご講座 13:00～  

 火 福祉員会議 13:00～   日 第65回大内地区健康体育祭  8:30～  

 

子育てサロン大きくなあれ 

ミニうんどう会 
10:30～   火 食推さんの料理教室  9:30～  

水  
パソコン講座 13:30～   水 子ども手芸教室 15:30～  

 金 母推食育育児学級 10:00～       

微生物のサバイバル １ ゴムドリＣＯ． 

いろいろきのこ 山岡 ひかる 

劇場 又吉 直樹 

ヨシタケ シンスケ 

俳句のルール 井上 泰至 

とめはねっ！８ 河合 克敏 

満潮 朝倉 かすみ 

赤へ 井上

・ 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10月5日（木）14:30～16:00 

 ◆会 場 山口市立大内中学校 体育館     ◆対 象 大内中３年生・保護者・地域の方 

 ◆演 題 「生と性も覚悟をもって」～自分よりも大切な人ができるまで～ 

 ◆講 師 針間産婦人科 院長 金子法子 先生 ※入場無料です。地域の方もぜひお越しください。 

◆日 時 平成29年10月22日（日）13：30～15：00（開場13：00） 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆演 題 「勤王の女流歌人 野村望東尼（のむらぼうとうに）の生涯」 

◆講 師 松前 了嗣氏（大内史談会 会員） 

◆入場料 無料（予約不要） 

◆問合先 大内史談会 担当 松前 090-5373-1874 

 風雲急を告げる幕末、高杉晋作ら若き志士たちを命がけで援助した勤王の女流歌人 

野村望東尼は、今年で没後150年です。晩年は山口にも滞在した彼女の62年の波乱に満

ちた生涯を大内史談会会員の松前了嗣が熱く語ります。 


