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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１７年１２月１日号 

人口 ２３,３７０ 人 男性 １１,２４１ 人

世帯 ９,９１０ 世帯 女性 １２,１２９ 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 

 

 大内地域交流センターの年末年始の

休館日等は右のとおりとなります。 

 また大内小、大内南小、大内中の運

動場及び体育館も、右の期間は利用停

止となります。 

 

※定期利用団体の利用もできません。 

ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願

いします。 

◎大内地域交流センター 

 ◆年末大掃除 12月25日(月)9:00～11:00 

 ◆年 末   12月28日(木)17:15まで 

 ◆年 始   平成30年1月4日(木)8:30から 

 ◆センターの利用停止期間 

 ・12月25日（月） 終日 

 ・12月28日（木）17:00から平成30年1月3日（水）まで 

◎大内小、大内南小、大内中体育施設 

 ◆利用停止期間 12月28日（木）17:00から1月3日（水）まで 

 ※2月分の使用予約受付は1月4日（木）からです。 

☆主催 大内地区子ども会育成連絡協議会 

◆日 時 12/23日(土･祝)13時から 

◆場 所 大内地域交流センター 大集会場 

◆対 象 地区在住者で、みんなと楽しく作れる人 

     年齢等は問いません 

◆定 員 100人程度 

◆参加費 100円(輪飾り、門松とぜんざいの材料費) 

     ※ただし中学生以下は無料 

◆持参物 ぜんざい用の「はし」と「おわん」 

◆その他 ①寒くないようにして来てください 

 ②動きやすい服装で来てください 

◆申 込 大内地域交流センター ℡927-0473 

      12月11日（月）締切 

※本事業は、地区の三世代交流のために行うものです。 

 知らない人とも仲良くなって、みんなで楽しく交流してく

ださいね。 

 日本に昔から伝わる文化を学びながら、たくさん

の人と仲良くふれあうための場です。 

 お一人でも、ご家族でも、グループでも構いませ

ん、どうぞお気軽にご参加ください。 

 ぜんざいも準備されるので、世代を越えた、楽し

い時間を過ごしましょう！ 
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◆日  時 12月 10日（日）9:00～（ 1 1 : 30終了予定） 

◆集  合 脱退諸士招魂碑（大内中前） 

（駐車場は限りがありますので、できるだけ乗り合わ

せ等でお越しください。） 

◆参 加 費 無料 

◆定  員 30名 

◆参加資格 中学生以上、小学生は保護者同伴で可 

◆主  催 大内まちづくり協議会文化教養部会 

◆申 込 先 大内まちづくり協議会 

      ℡050-1265-7063（ 12月7日（木）〆切） 

◆コース 

脱退諸士招魂碑 → 萩往還 → 妙鑑寺 

大内中央道 → 桜木橋 → 神田山古墳 

秋葉社 → 櫻木神社 → 柴田病院（盃状

穴見学） → 萩往還 → 帰着（脱退諸士

招魂碑） 

★距 離 約3.7㎞  

★時 間 約2時間30分 

◆案 内 大内史談会 

 今回は大内東部の脱退諸士の碑から、問田川側へ

渡り大内を眺めてみながら歩きたいと思います。 

 成人式で撮影する、大内地区新成人の記念写真は有料(写真代 1,500円)で申込が必要です。 

 ご希望の方は、１月９日（火）～１月２２日（月）までに代金とともに大内地域交流

センターに申込みください。 

 申込みされないと、写真をお渡しすることができませんのでご注意ください。  

   ◆申込み・問合せ 大内地域交流センター(℡927-0473) 

◆日 時 平成30年 1月7日（日） 13:40～  

◆場 所 山口市民会館 

◆対 象 平成9年4月2日～平成 10年4月 1日 

     の間に生まれた方 

★大内地区の新成人の写真撮影を、式典後の 

15:25から市民会館展示ホールで行いますの

で、遅れないように集まってください。 

★当日は会場が冷え込むことが予想されます

ので、防寒具の準備をお願いします。  

◆問合先 山口市社会教育課 (934-2865) 

 山口市では成人式を右記のとおり開催します。 

 当日は会場まで往復バス（ 12 :50 大内地域交流

センター発 復路 15：55市民館発）が出ますの

で、利用を希望される方は、 12月14日(木)までに 

 山口市社会教育課(934-2865)まで申込みを

してください。 

 案内状が届かない場合や山口市以外に住所が

あって山口市の成人式に参加したい場合には、山

口市社会教育課までご連絡ください。 



 11月19日（日）、大内小体育館にて大内地区女子後期バレー

ボール大会が開催されました。 

 4町内のトーナメント戦で高芝

町内会が、1セットも落とすこと

なく優勝しました。参加された選

手の皆さん、お世話いただいた役

員の皆さんお疲れ様でした。 
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 11/12（日）に第24回大内地区じんけん学習まちづくり大会が大内小学校体育館で開催され、200人を超えるご参加

をいただきました。大会は「大内吹奏楽団あ～べんと」の演奏で開会し、児童・生徒の意見発表、大内小学校長 

藤村 寿氏の講話・実技演習と続き、大内小学校合唱団有志の合唱、最後は会場全員で「ふるさと」を合唱し盛会

のうちに終わりました。多くの方々のご支援とご協力により、大変有意義な大会となりました。 

大内地区人権学習推進協議会 

☆地域の子どもたちの意見発表 
 小・中・髙校生のまっすぐな意見に会場の大人も大きな感銘

を受けました。  

 ◇「人を大切にするとは」 

          大内小学校６年生  安部 陽斗さん 

 ◇「友達とずっと楽しく過ごすために」 

         大内南小学校６年生  村井 穂乃花さん 

 ◇「言葉と人権」 

          大内中学校２年生  山本 凛空さん 

 ◇「歴史をくり返すべからず」 

         山口高等学校２年生  内山 和有さん 

☆講演の概要 
  演題「仲間づくりを進めるために」  講師 大内小学校 校長 藤村 寿 氏 

 藤村先生は、長年にわたる教職の集大成として、「大内地区じんけん学習まちづく

り大会」の講師を引き受けられました。講演では、先生が長年取り組まれたＡＦＰＹ

(Adventure Friendship Program in Yamaguchi)の手

法を用いた演習が行われました。始めに2人から

スタートした仲間の輪が、活動により徐々に広

がり、最後には、演習に参加された全員が一つ

の輪となり、会場内は一体感に包まれました。 

  

 来場者からの感想をいくつか：「学校や地域ぐるみ

で人権についてしっかり考えていくきっかけを与えて

いただきました」「人権＝コミュニケーションを大事に

し、相手を思いやる心だと思いました」「受講者が笑顔

いっぱいにAFPYに参加され、地域の輪づくりの参考に

なったと思います」「自分から勇気を持ってアクション

を起こすことの大切さ、相手のことを思いやりなが

ら、協調性をもち、幅広い世代で心を一つにすることが非常に大切ということが分かった」。 

 この大会が、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりのヒントになったものと思います。 

意見発表をしてくれた児童・生徒の皆さん 

優 勝 高 芝

準優勝 氷 上 

第３位 小京都 

優勝の高芝町内会 

 11月19日（日）、リフレッシュパークで第6回山

口市地区対抗男子バレーボール大会が開催されま

した。大内地区は順調に勝ち上がりましたが、決

勝で平川地区にセット

カウント1-2で敗れ、惜

しくも準優勝でした。

選手・役員の皆さんお

疲れ様でした。 
準優勝の大内地区男子 

講師 藤村 寿 先生 
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大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

  6日（水）・20日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

 土   

子どもの会長・副会長会議 10:00～   火 育児学級クリスマス会 10:00～  

子ども会育成会議 19:00～   土 子どもいご講座 13:00～  

子どもいご講座 13:00～   日 
「果実・野菜の科学」   

（放送大学講座） 
10:00～  

  日 大内小フェスタ  9:30～   水 子ども手芸教室 15:30～  

 水 民児協定例会  9:30～  
 

三世代交流輪飾り・ 

ミニ門松づくり 
13:00～  

土  
 木 健康相談 13:30～  子ども生花教室 13:00～  

 金 福祉員会議 13:00～   月 センター大掃除  9:00～  

 月 大内体育協会 第3回役員会 18:30～   火 絵本のお話会 10:30～  

ONE PIECE 87 尾田 栄一郎 

おばけのおもてなし 川端 誠 

きょうはパーティーのひ 樋勝 朋巳 

風のかたみ 葉室 麟 

錆びた太陽 恩田 陸 

１９３４年の地図 堂場 舜一 

とめはねっ！１１ 河合 克敏 

下町ロケット 池井戸 潤 

・ 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。 

 先日の大内地区じんけん学習まちづくり大会でも素晴らし

い演奏を披露していただきました、大内吹奏楽団あ～べんと

のクリスマスコンサートが開催されます。 

「美女と野獣」や「赤鼻のトナカイ」など、ひと足早いクリ

スマスソングのプレゼントです。お楽しみください。 

◆日 時 12月10日（日） 13:30開演（13:00開場） 

◆会 場 大内地域交流センター 2階 講堂 

◆主 催 大内吹奏楽団あ～べんと 

◆問合先 大内吹奏楽団あ～べんと 

     代表 東川 ℡090-7124-3275 

※入場無料です 
鈴木さん・吉本さん・弘中さん・馬場さん 

 当センター大集会場で毎週水・土曜日に活動して

いる、錬心舘空手山口県地区本部に所属する皆さん

が、去る11月5日（日）に東広島市で開催された第

25回広島県少年少女空手道選手権大会に出場

し、小学生黄色帯の部（参加人数40名）で 1位

鈴木優斗さん（小 1）・2位吉本蒼視さん（小 1）・

3位弘中信太朗さん

（小2）。小学生緑色

帯の部で（参加人数

49名） 3位馬場咲帆

さん（小3）という

好成績を収められま

した。 


