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伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

２０１８年２月１日号 

人口 ２３,３８２ 人 男性 １１,２３６ 人

世帯 ９,９０４ 世帯 女性 １２,１４６ 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 

 昨年12月市議会において、今年度の住居表示実施区域の新しい町名及びその区域について議決をいただきまし

た。これにより、2月17日（土）から下記の地域の住所が変わります。 

 1月下旬から、市委託業者の調査員が対象区域を巡回し、各ご家庭の新住所の決定通知を配布いたしておりま

す。併せて、表示板の取付けも行いますので、ご協力をお願いいたします。 

 対象区域の皆様方には、ご住所の変更手続き等で大変お手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りま

すようお願いいたします。 

  ◆新しい町名         ◆これまでの表示   ◆今後の表示 

   大内御堀一丁目～六丁目   「大字名＋○○番地」→「新町名＋●番●号」              

◇お問合せ先 

 市生活安全課 

 ℡934-2986 



２０１８年２月１日号 

伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

 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 2月5日（月） 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 ・絵本のおはなし会 

     ・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 

     ℡  927-0473 

  ～ちえ先生に教えていただきながら、産後のからだをリフレッシュします～ 

◆日 時  2月13日（火）10：00～11：30 

◆場 所  大内地域交流センター 2階 和室 

◆対 象  乳幼児をもつ保護者10人程度 

◆内 容  産後でゆるみがちな骨盤まわりをひきしめます。 

◆講 師  宮村チエコ先生（トータルボディスペシャリストのちえ先生） 

◆持参物  ヨガマット（バスタオルでも可）、フェイスタオル、水分補給用の飲み物 

◆申込先  大内地域交流センター（℡927-0473）  

◆その他  ・申し込みの際、お子さまの年齢（月齢）をお知らせください。 

      ・動きやすい服装で参加してください。 

      （身体をしめつけるようなガードルやタイツは着用しないでください） 

      ・お母さんから離れられるお子さまは、同じ部屋で託児をします。 

◆主 催  山口市母子保健推進協議会 大内地区 

★日 時：2月14日（水）・21日（水） 

      両日とも 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） 

   ※初回受講時にご持参ください。 

★その他：ノートパソコン持参のこと（貸出可） 

★申 込：大内地域交流センター  

     ℡  927-0473 

 中学生棋士藤井四段の活躍や、羽生竜王の国民

栄誉賞受賞など、今、将棋がブームとなっていま

す。この機会に将棋をやってみませんか？ 

 

 

楽しい将棋教室 

☗日 時 2月12日（月・祝）13：00～17：00 
☖場 所 大内地域交流センター 1Ｆ研修室 

☗対 象 将棋を始めてみたい方、将棋の対 

    戦相手を探している方、将棋に興味 

    のある方、29連勝したい方 

☖申込み 不要（途中出入り自由） 

☗問合せ 大内地域交流センター 

     ℡  927-0473  
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 大内地区の皆さん謹んで新

年のお喜びを申し上げます。 

 昨年に引き続き、大内分団

により、 1月7日（日） 14時か

ら下千坊の中川橋と御堀橋の

間で放水訓練（消防車 1台、

小型ポンプ5台）が行われま

した。 

 

「大内地区民家・その他火災ゼロ」をスローガンに今年も火災がない年にしたいと思いますので皆さ

まのご協力の程、よろしくお願いします。 

 ◆日    時  2月27日（火）10：30～12：00 

 ◆会   場 山口市男女共同参画センター第1講座室（山口市民会館事務所2階） 山口市中央二丁目5番1号 

  ▼最寄りバス停：市民会館前（会場まで徒歩1分）、中国電力・yab前（会場まで徒歩3分） 

  ▼最寄りＪＲ駅：山口駅（会場まで徒歩15分、または山口駅前からバスに乗車後、中国電力・yab前下車） 

  

 ◆対  象 免許返納を考えている方・関心がある方、家族の運転技術に不安を感じている方のう  

      ち、公共交通機関（バス・鉄道）で来場可能な方。※車での来場はご遠慮ください。     

 ◆申込方法 郵送、メール、電話またはFAXでお申込みください。（締切：2月 14日（水）） 

 ※郵送、メール、ＦＡＸの場合 

  ①お名前②ご住所③お電話番号④ご年齢⑤免許返納に関する疑問や気になる情報、知りたいこと   

  ⑥ご来場の際ご利用の公共交通機関および区間を明記の上、お申込みください。  

  

 ◆定  員 30名程度（定員になり次第締め切りますので、お早めにお申込みください。）  

 ◆申 込 先 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市公共交通委員会事務局 ） 

  （問 合 先） メール：kotsu@city.yamaguchi.lg.jp TEL：083-934-2729 FAX：083-934-2959 

 ◎「免許返納と高齢ドライバーの事故の実態」          山口警察署交通課 吉川親房氏  

 ◎「クルマがないと生活できない？山口の公共交通の現状と未来」 

                   山口大学大学院理工学研究科准教授 鈴木春菜氏   

 ◎認知・判断力診断テスト体験、実際に運転免許を返納した人の声  等 

山口市で運転免許返納と公共交通を考える 
      ～いざという時のために～ 

『クルマと公共交通の上手な使い方を考えるセミナーのご案内』 



２０１８年２月１日号 

 伸びゆく大内 人の輪 夢の輪 地域の輪 

大内地域交流センター（ 10 :00～ 10 :40） 

    7・21日（水） 

日 
曜

日 
行事名 時間 会場 日 

曜

日 
行事名 時間 会場 

3日    土    
子ども会役員会 19:00～   火 福祉員定例会 11:00～  

子ども囲碁講座 13:00～  
 

第40回大内まつり 

第2回実行委員会 
19:00～  

水  
5日 月 絵本のおはなし会 10:30～  パソコン講座 13:30～  

6日  火  市県民税申告相談  9:30～   土  子ども囲碁講座 13:00～  

7日   水   
民児協定例会  9:30～   月 

学校体育施設 

定期利用団体調整会議 
19:00～  

大内地域交流センター 

定期利用団体代表者会議 
19:00～   水 パソコン講座 13:30～  

 土   

子ども夢クラブ 

  お菓子作り教室 
 9:30～   土 子ども生け花教室 13:00～  

子ども会育成会議 19:00～   水 子ども手芸教室 15:30～  

アキラとあきら 池井戸 潤 

罪の声 塩田 武士 

たゆたえども沈まず 原田 マハ 

朝日新聞社 

究極の疲れないカラダ 仲野 広倫 

バカ論 ビートたけし 

とめはねっ！１４ 河合 克敏 

・ 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。 

 これからますます高齢化が進む中にあっては、身近な地域の中で高齢者同士がつながりあって、お互い支えあうこ

とが今後ますます必要となります。これまで、こういった組織に属したことが無い方も気軽に無理のない範囲で参加

してみませんか。 

 シニアクラブ（老人クラブ）では、旅行、趣味活動、スポーツや研修・親睦会など多様な活動を行なっておりま

す。活動を通じて、楽しい、笑顔あふれる毎日を一緒に過ごしましょう。老人クラブは、老人福祉法により地方公共

団体から財政・活動面等の支援を受けながら運営され、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。その活動の目

的は、仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする活動を行なうとともに、その知識や経験を生

かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組み、明るい長寿社会づくりに努めることにあり

ます。 

 今、各地域においては２０２５年をピークに超高齢化社会を迎えており、地域活動においては一人一人の高齢者、

特に比較的若い高齢者パワーが求められ、その主役にならなければならない状況にあります。大内地区の加入者等の

状況は、概ね６０歳以上の高齢者の方を入会の対象とし、自治会単位で１７か所の単位老人クラブが組織され、９０

０人余りの会員で活動しております。これから地域が元気を失わないためにも比較的若い高齢者を中心として、一人

でも多くの方の入会をお待ちしております。入会に関する詳しいことなどは、ご遠慮なくお問い合わせいただくよ

う、お願いします。 

    ◆問合先 大内地区老人クラブ連合会（山田会長「℡９２５－０３５２」）又は各単位老人クラブへ 


